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 開  議  

 議  長  おはようございます。 

 本日の出席議員は、１６人につき、定足数に達しております。 

これから、本日の会議を開きます。 

（１０：００） 

 日程第１  

 議  長  日程第１ 一般質問を、昨日に引き続き行います。 

 質問の通告があっておりますので、順次発言を許します。 

１０番 梅田美代子議員 

 梅田議員  おはようございます。 

 それでは、早速、通告に基づきまして、質問をさせていただきます。 

 まずは、安心・安全の町づくりについてということで、スマートフォンのアプリケ

ーションを活用した、住民からの情報提供による安全な町づくりの推進をということ

で、質問をさせていただきます。 

 住民から町に、日常生活におきます道路とか水路、公共施設などの危険箇所、問題

改善の要望、情報が届けられていると思いますけれども。 

 区長さんをはじめ、様々なツールを通して町へ寄せられていることと思いますが、

この件数、年間約どのくらいあるのか、まずはお尋ねをいたします。 

 議  長  総務課長 

 総務課長  お答えいたします。 

 まず、現状について、尐しお話をしたいと思います。 

 まず、広聴ということですので、担当しております総務課のほうより回答いたしま

す。 

 住民からの情報提供についてでございますけれども、区長さんをはじめですね、住

民の方々からの情報については、直接役場へ来られるですね、窓口のほうへ来られる。

それから、電話をかけて来られる。それから、町長へのたよりということでですね、

そういうお手紙をいただく。あるいは電子メール等で町のホームページ等を通じてで

すね、電子メールで送られてくる。それから、職員からのいろんな情報等もございま

す。そういったことで、情報の提供を受けておるところでございます。 

 総務課のほうで、全部のそういう問い合わせがどれぐらいあるかというのは、全件

数は把握はしておりません。 

 総務課で受け付けております町長へのたよりについては、例年５０件前後あるわけ

ですけれど、今年度は１１月末時点で２７件寄せられております。その内電子メール

等については９件寄せられておりまして、割合としてはですね、例年３割程度以上ぐ

らいは、そういうメール等での情報提供もあっておるところです。 

 それから、その町長へのたよりのですね、他に各区から要望書が出ておりますけれ

ども、これも１１月末で１０９件出ております。大体例年１５０件から２００件ぐら

いだろうかと思いますけれども、１１月末で現在は１０９件です。 

 建設課関係が７６件、農林商工課関係が１０件、環境防災課関係が９件、都市計画

課関係が７件、その他７件でございます。以上でございます。 

 議  長  梅田議員 

 梅田議員  それぞれ要望等がいろんな形を通して寄せられているということは、今の説明で分

かりました。 

 今、気になったのが、１１月末現在でメール９件ということで、全体の割合からす

れば３割と言われましたけれども。たいへんにこの部分が尐ないなというふうに感じ

る次第でございます。 
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 そこでちょっと提案と言いますか、させていただきたいんですけれども。 

 新聞記事を見ておりましたら、愛知県の半田市、または千葉市において、住民から

行政へスマートフォンのアプリを利用した情報提供を採用されているということが

載っておりました。いわゆる危険箇所、問題箇所、遭遇したときに、スマートフォン

のアプリを起動して写真撮影する。そしてＧＰＳで自動的に場所の情報が特定され、

そこにコメントを添えて、ボタン１つで写真と状況、要望が、正確に行政の担当課に

伝わるということでございます。 

 情報を受け取った行政の担当課は、その問題の種類に応じて対応を速やかに検討

し、経過を投稿者に返信することができるし、改善した場合も、改善後の写真も添付

して、返信することができるというものでございまして、私はアナログな人間でござ

いますので、未だにガラ系でしか通信はしておりませんが。 

 ご承知のように現在、多くの住民がスマートフォンを利活用されております。無料

登録ができる民間のスマホのアプリを事前にダウンロードすることによって、ユーザ

ー登録しておくことで、こういうふうに行政と住民がやり取りできると言いますか、

そういうことができるということでございまして、これはですね、これから住民参画

住民とともに協働の町づくりをつくり上げていくためには、そして、安心・安全の速

やかな確保のためには、こういった情報のやり取りというのは、大事な視点になって

くるのではないかなというふうに考えるわけなんですが。 

 この点、やはり行政としてもしっかり研究していただきましてですね、この部分が

大きな役割を占めると思いますので、検討していただけないものかというふうに考え

るわけですが、その点、見解をお尋ねいたします。 

 議  長  総務課長 

 総務課長  お答えいたします。 

 先ほど電子メールの件数が９件ということで、寄せられているということで申し上

げました。これは、町長へのたより、全２７件、今までですね、１１月末までに２７

件寄せられておりまして、その内の９件がメールによるものです。電子メールに。と

いうことで、大体３割ですね、３分の１は、そういう電子メール。 

 例年、大体３割から５割の割合で、町長へのたよりについては、既に電子メールで

届いております。 

 スマホとかですね、ご自宅にパソコンがあればですね、ネットに通じておれば、い

つでも町のホームページを開けば、すぐにメールは送る、あるいは写真を添付して送

ることも当然できますし、現実に、今もそういうふうな使い方で投稿される、情報を

ですね、あるいは町に、そういう何か要望とかですね、直接されてこられる方も中に

はいらっしゃるということで、その点はご承知おきしておきたいと思います。 

 それから、先ほどからご質問にありますスマホを使ったアプリの導入ですけれど

も、これについては、確かに住民側の利点としては、いつでもどこでも、どこからで

も情報を提供できるという、可能となるということでですね、非常にいいというふう

な利点はあると思います。 

 また、行政の利点としてもですね、添付された写真、それから情報を、位置情報で

すね、それが分かることから、職員が現地に、確認する前に、おおよその状況がつか

めるなどの利点というのが考えられるんではないかというふうに思います。 

 ただ、課題も当然あろうかと思います。 

 課題としてはですね、そういう簡単に情報の提供ができるというか投稿ができるこ

とから、増加するというふうに考えられます。 

 それから、半田市と千葉市が取り入れるアプリについてはですね、投稿者以外の方

も閲覧できるということから、今のところどうか分かりませんけれども、今後の課題

としてですね、例えば投稿者同士での誹謗中傷とかですね、あそこはしてもらった、
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こっちはしてもらってないとか、そういうこととかですね、あの人がああいうことを

言いよるとか、そういう実名を出していくとですね、そういったことにも繋がってい

きますし、当然、プライバシーの侵害の問題なども出てくることが予想されます。 

 それから、もう１つは、個人と町との直接的なやり取りが多くなるということから

ですね、行政区の、あるいは隣組といったようなですね、コミュニティ、昨日も出て

おりましたけれども、そういったコミュニティの力というかですね、それの低下、希

薄化に繋がるということも考えられますし、また、自助、共助、公助というですね、

こういった補完的な協働の意識というのが、特に自助、共助の面ではですね、意識の

希薄化というのが進んでいくような恐れがあるのではないか、ということでも考えら

れると思います。 

 現在、先ほどおっしゃいましたように、半田市と千葉市で、全国的にこの２市が導

入されているようですけれども、先ほど述べました課題、懸念材料がありますので、

それから、先ほど無料でダウンロードはできるわけですけれども、それを運営する、

あるいは導入するための費用というのは、半田市のほうにお聞きすると、かかってい

るということで、費用もかかりますので、拙速を避けてですね、全国的な動向、それ

から他の自治体の動向を十分見極めてですね、必要があるかということを考えていき

たいというふうに考えております。以上でございます。 

 議  長  梅田議員 

 梅田議員  先ほどのメールの件数につきましては、ちょっと私も捉え方が勘違いしていたと思

います。 

 今、課長のほうから縷々説明をしていただいたわけでございます。確かにいろいろ

な課題というのは見えてくると思います。 

 やはりコミュニティ、自助、共助、公助を考えた場合は、本当に顔の見える、そし

てお互い人と人との繋がり、これは本当に基本中の基本でございまして、大事な視点

だということは、私も日頃から重々感じていることでございますが、しかしながら、

いろいろなそういう危険箇所とか遭遇した場合に、じゃあ、これをどこに、どういう

形で持って行ったらいいのかというのが、住民の方が一番、やっぱり理解されてない

と言いますか、本来であれば、区は区長さんにお願いして、要望を出していただく、

この流れと言いますか、ルールというのはあるわけですが。 

 果たしてそのことがですね、どこまで住民の方に、本当にきちっと理解されている

のかなというのも、現実にございまして、ましてや区外のことであれば、どこの区長

さんなのかということも分かりませんし、夜間であれば、もう閉庁しているわけです

し、どうしても電話では伝えにくい、言わなくちゃいけないなと、伝えたいなと思い

ながらも、ちょっとめんどくさいなという部分もあって、ついついそのままになって

しまうという危険箇所が、そのまま放置されるということも考えられるわけなんで

す。 

 決してしてはいけないことですが、今、ながらスマホということで、結構いろんな

ことをしながら、もうスマホが手放せないというような現状もあるように聞いており

ます。 

 そういう方々、特に若い方がですね、やっぱりそういうところに遭遇したときに、

さっと写真で、そしてメールで送る。やっぱりこのことは、裏を返せば、やはりきち

っと行政に対しての情報提供ということで、やっぱり日ごろあんまり行政に関心のな

い方たちが、住民参画、協働の町づくりと言いましても、なかなか推進が難しいわけ

ですが、そういうもののきっかけづくりにもなる大きなツールではないかなというふ

うに、私は考えます。 

 そういったことで、今言われましたように、課題はあるとは思いますけれども、や

はり２４時間、３６５日の投稿が可能ということは、ある意味大きな行政に対しては



 5 

メリットの部分もあるのじゃないかなというふうに考えるわけですが、研究をぜひし

ていただきたいと思いますが、その点、研究ということは、前向きに研究、検討して

いただきたいということを申し上げているわけですが、その点についてのご見解をお

尋ねいたします。 

 議  長  総務課長 

 総務課長  お答えいたします。 

 前向きの検討を、ということのようでございます。 

 先ほど申し上げましたようにですね、まだ全国的には２例ということで、それも実

証実験段階ということで聞いておりますし、確かに若い人からはほとんどスマホを使

用しておりますので、そこからですね、簡単にそういうメールが送られるということ

は、確かにあると思います。 

 ただ、今現在も、若い人であればですね、簡単にホームページからすぐアクセスし

てですね、メールを送ることも、今も同じようにできるわけですから、そこを何か気

づいたりしたときには、そういうことができるわけですから、取り立ててですね、す

ぐ研究をして導入するということは、まだまだ拙速を避けるためにですね、よその状

況が十分出て来て、そして、やはり課題等ももっと見えてきて、その段階で、本当の

意味での調査研究になるのかなということで、今現在では、まだ様子見ということで、

判断をしているところでございます。 

 議  長  梅田議員 

 梅田議員  早期発見で、きめ細かな事前の対応をすることによりまして、万が一事故発生した

場合の賠償責任ということも生ずる場合もありますので、そういうふうなことを回避

することもできると思いますし、今後の課題ということで、総務課長、おっしゃって

いますので、このことは期待をいたしまして、質問を終わらせていただきたいと思い

ます。 

 次に、福祉施策のさらなる拡充について、ということについて質問をさせていただ

きます。 

 内容は、障がい児支援についてでございますが、放課後や夏休みなど長期休暇にお

ける放課後等デイサービス施設の開設をということでございます。 

 本町におきましては日頃より、福祉施策また学校教育におきましては、障がいのあ

る子どもさんへのご配慮、ご尽力、たいへん保護者の方、感謝されているところでご

ざいます。 

 まず、町内小中学校の特別支援学級に在籍されております児童・生徒数、また、特

別支援学校に通学されておられます児童・生徒数、そして、学童保育で受け入れが行

われております障がいがある子どもさんの人数をお尋ねいたします。 

 議  長  教育課長 

 教育課長  お答えいたします。 

 特別支援学校と学級の在籍の人数でございます。 

 まず、特別支援学校の就学者でございますが、小学部の人数が１０名、中学部の人

数が２名、合せて１２名でございます。 

 続きまして、町内の小中学校の特別支援学級の在籍者の人数でございますが、小学

校で２４名、中学校で１７名、計４１名となっております。以上でございます。 

 議  長  こども課長 

 こども課長  お答えいたします。 

 学童保育所のほうに、障がいを抱えられた児童の方が何名入っているかということ

で、ご質問ですけども。 

 筑前町には３つの学童保育所がありまして、中牟田小それから東小田小、三輪小学
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校と、それぞれ定員を決めてやっておるところでございます。 

 個人情報になりますので、詳しくはお話できませんけれども、現在、３カ所で６人

の障がいを抱える児童の方を、県の補助で加配職員を配置しながら、保育を実施して

おります。 

 また、特別支援学校や保護者からの要望もございまして、平成２２年４月から平成

２５年１０月まで、土曜日や長期休暇のみの利用だったり、今年度も夏休みの預かり

については、定員の関係で１カ所のみではございますけれども、２人の障がいを抱え

られた児童の受け入れをしているところでございます。 

 その場合には、事前に保護者と面談を実施して、集団保育に耐えうるかどうかとい

う、判断をさせていただいているところです。以上です。 

 議  長  梅田議員 

 梅田議員  今、教育課長からお伺いしたんですけれども、これ、特別支援学校は、高等部もあ

るんですが、その人数は、把握はなされておりませんでしょうか。 

 議  長  教育課長 

 教育課長  把握しておりません。 

 議  長  梅田議員 

 梅田議員  学童保育で、今、長期休暇。夏休み等も受け入れはしていただいております。これ

は、どちらかといえば、特別支援学級に通学されている、在籍されている方たちが主

だと思いますが。 

 特別支援学校に通学されいてる方なんですが、障がいのある子どもさんの放課後、

夏休み、長期休暇中の子どもさんの居場所、そして過ごし方はどのようにされている

かということは、これは、把握はされておりますでしょうか。 

 議  長  教育課長 

 教育課長  申し訳ありません。把握しておりません。 

 議  長  梅田議員 

 梅田議員  たぶん把握されてないんだろうと思います。それが現実じゃないかなと思います。 

 ところで、私、芦屋町に行ってきたんですけれども、芦屋町では、昨年１１月１日

から、小学校の１教室、空き教室を利用して、芦屋ステップクラブという名称で、児

童福祉法に基づきまして、放課後及び夏休み等の長期休暇中に障がい児を対象に、生

活能力向上のための訓練等を継続的に提供することにより、障がい児の自立を促し、

保護者の養育負担の軽減を図ることを目的で、放課後等デイサービスが設立されてお

ります。 

 対象者は、町内の特別支援学級に通学する児童・生徒、また、町内居住の特別支援

学校に通学する児童・生徒ということになっております。 

 教育長にお伺いしたいんですが、特別支援学級や特別支援学校に通学している児

童・生徒さん、長期休暇に入りますと、せっかくの、これまで学校で学ばれておりま

すが、その学びの成長が中断されてストップしてしまうわけなんです。 

 教育というのは継続が重要であると、私は考えておりますが、子どもへの個別の訓

練計画を作成して指導員が指導に当たる、芦屋町はこのようなことで、放課後等デイ

サービスの取り組みをされております。 

 この点についての教育効果、評価、どのように、教育長、お考えになりますでしょ

うか。 

 議  長  大雄教育長 

 教 育 長  お答えいたします。 

 芦屋町で、具体的にどのような取り組みがなされているのかにつきましては、私、

申し訳ございませんけれども、承知いたしておりません。 



 7 

 ただですね、障がい児に対する継続的な指導は効果があると、そういうふうに私自

身も認識をいたしております。 

 議  長  梅田議員 

 梅田議員  今、教育長、教育者の立場で、やはり教育は持続的に推進していく、中断するより

もさらに、休暇中であってもですね、可能であれば、子どもたちも当然休暇中ですの

で、休みの時間というのは必要だと思いますけれども。その中でストップするよりも、

可能であればそういうふうなことも踏まえて、継続していくのがふさわしいという、

教育長の今のご回答ではなかったかなというふうに考えます。 

 夏休みなど、長期休暇中の保護者は大変と聞いております。子どもさんから常に目

が離せない、また、ついて回らなければいけない、障がいがある子どもの保護者から、

夏休みの長期休暇中の子どもの居場所といたしまして、日中一時支援における利用回

数、利用事業所の拡充を求める要望書というのは、毎年提出されておりますし、町も

若干この件については尽力いただいて、これまでよりも事業所を利用できるようにな

ったところもありますけれども、まだまだ十分ではないと言われておりますし、日中

一時支援の事業所との契約も、町の付近であればいいんですが、なかなか近場にない

ということで、利用が不便であるということも言われているわけでございます。 

 そういったことで、本町においてですね、このような、特に長期休暇や放課後、デ

イサービスを開設することができないものなのか。当然、予算等これは発生しますし、

つくったにしても運営費はかかるわけですが、その点についてですね、町長がやはり

ある意味、トップとして判断していただくことは必要じゃないかなというふうに考え

るわけなんですけれども、その点お伺いいたします。 

 議  長  福祉課長 

 福祉課長  本町において、開設ができないかというご質問でございます。 

 もう議員、調べてあるかと思いますけれども、１０月１日現在で、県内に１８８カ

所の放課後等デイサービスの事業所がございます。 

 芦屋町につきましては、行かれたとおり、公設公営で現在運営をしてあるというこ

とですけれども、要綱上はですね、将来的には社会福祉法人等の民間業者に委託をし

たいということです。 

 先ほど申しました１８８カ所のうちですね、公設が届け出をしているのは４カ所

で、残りの１８４カ所はですね、ＮＰＯ法人とか有限会社、株式会社、あるいは社会

福祉法人での運営ということになっております。 

 町内におきましてもですね、事業者のほうから、筑前町でできるものならばやりた

いというような声も上がっておりますので、私どもとしましては、民活でできるもの

についてはですね、それを削ぐことなく、側面的な支援ができればですね、町内での

設立に向けての応援、支援をしていきたいというふうに考えております。以上です。 

 議  長  梅田議員 

 梅田議員  今、課長、回答されましたように、これは、本当に民活ができれば、それが一番ふ

さわしいとは思います。 

 その動きがあるというふうなご回答だったんですが、じゃあ、これ、具体的にどう

いう形で進もうとしているのか、現実にこれがあるのか、可能性として、どうなんで

しょう。 

 それがあればですね、それは、町が立ち上げて、公設でするよりも一番ベストだと

思いますけれども、それがなかなか進まないと言いますか、本当に利用したくても利

用できづらいという部分があるからですね、やはりこういう保護者の方たちは、何と

かしてほしい、これができないから町でやってほしいんですという、この強い思いが

あるわけなんです。 
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 どこまで進んでいるんでしょうか。 

 議  長  福祉課長 

 福祉課長  まずですね、今年です。朝倉市と合同で、夏季休暇の障がい児一時預かりというの

を実施いたしました。８月の４日間、試行的に実施いたしまして、延べ２６名の利用

者がありました。 

 そういう試行的な中でですね、実施をした後の振り返りから、地域で支えるという

観点からも、複数の機関と事業者が関わりながら展開していけることが望ましいとい

うふうにまとめられておりますので、先ほど申しましたようにですね、まず民活でや

っていただきたいということが前提でございます。 

 そして、当然、施設整備をするにあたってはですね、議員おっしゃいましたように、

予算もかかります。１２月１日時点で県に確認しましたところですね、まだですね、

２７年度の協議について、この放課後等デイサービスの補助事業を受け付けるかどう

かが全く判明してない、分からないということでございます。 

 当然、公設公営の場合は、全く補助金もないと。民活については、可能性はあるけ

れども、２７年度の事業計画の中にですね、申請を受け付けること自体が、まだ、未

定であるというような状況でございます。 

 そういうことで、じゃあ、いつ目途が立つのかと言われるご質問につきましては、

これこれこういうふうになるスケジュールがございますという答えは出ませんけれ

ども、先ほど申しましたように、極力ですね、民間の事業者が参入する場合に、町と

してできる限りの支援をしていきたいというふうに考えているというのが、現状でご

ざいます。以上です。 

 議  長  梅田議員 

 梅田議員  取り組もうという気持ち、姿勢を持って下さっているということは、これは、評価

すべきことだと思いますけれども。 

 朝倉市合同でされたときに、やっぱり結果として望ましい、これが必要であるとい

うことはですね、重々もう承知なさっていることだと思うんです。 

 これは、県とのやり取りということもございますでしょうけれども、やはりそうい

うふうに望ましいという判断をされているんであればですね、本当にそのことについ

て、しっかりとした取り組みをやっていただきたいと思います。 

 これが民間で済まないから、私がこういう質問をですね、もうそれであれば、芦屋

はゆくゆくできれば民活にというふうに、ＮＰＯという形に持っていきたいというふ

うには聞いておりますけど、これが、そういかない、この筑前町においてですね、保

護者の要望がなかなか届かないから、それであれば町で何とかやってほしいという思

いを込めて、私は、今ここに立たせていただいているわけです。 

 町長、このことについてですね、しっかりした、やっぱり民活なら民活なりの支援

をしていただきたいと思うんです。そして、県に対してでも、きちっと大きい声を届

けていただきたいと思うんですけれども、町長の決意をお聞かせいただきたいと思い

ます。 

 議  長  田頭町長 

 町  長  お答えいたします。 

 ただ今、課長が申し上げたとおりが、私の考えでもございますけれども。 

 民間で、福岡県内、官も合わせまして１８８カ所ということでございます。 

 なぜ、本町にこれだけ、ある程度人口もいくらか増えているような状況の中で、な

ぜ進出してこないのかと、来てくれないのかということも、尐し分析をしたいと、そ

のように考えます。必要性は認めるところでもございます。 

 また、県にもですね、どういった状況なのかということを勉強に行きたいと、その



 9 

ように考えます。 

 議  長  梅田議員 

 梅田議員  いつか町内の子どもたちがですね、総合的学習で役場に来たときに、役場の職員の

方が、筑前町は誰にでも優しい町ですよという、人に優しい町なんですよということ

を、職員が説明されてですね、やっぱり聞いた子どもは、とっても感動して、家に帰

って、筑前町は人に優しい町ということを聞いて帰ってきたということを、本当に感

動を持って話されたということを耳にいたしまして、やはりこういった子どもの信頼

にですね、人に優しい、本当に福祉の町なんだということを、やっぱり現実のものに

していただきたいなと、子どもの信頼に応えていただきたいなというふうに思いま

す。重く受け止めていただきたいと思って、次の質問に入らせていただきます。 

 障がい児の生活を順次記録し、支援が必要になったとき活用できる「保護者用記録

ファイル」の配布をということでございます。 

 ９月決算特別委員会のときにも若干触れさせていただいたと思っておりますが、妊

娠期から母子の成長記録として役立つものとして、母子手帳が交付されています。 

 しかし、他の自治体におきましては、その他に、成長の過程でなんとなく気になる、

将来支援が必要になるかもしれないと思われる子どもの保護者に対して、成長記録用

ファイルというものを配布しているところがあります。 

 これは、神奈川県の大磯町からお借りしたんですけれども、こういうふうな記録の

ファイルを保護者に配布されているということでございます。 

 障がいがある子どもさんを持つ保護者は、本当に親子で、１日１日一生懸命生きて

おられます。障がいのある子どもさんが二十歳になる前には、保護者は、障害者年金

の手続きをする必要に迫られます。 

 年金手続き申請書類に記入するには、過去にさかのぼって、膨大な申請書類を書か

なくちゃいけないということで、たいへんご苦労があるようです。 

 障がいがあるとかないとかに係わらず、子どもが幼いときというのは、本当に目の

前のことで一生懸命で、将来の様々なことまで、なかなか考える余裕はあまりないわ

けなんですけれども。 

 成長の記録として母子手帳がありますが、支援を必要とする子どもさんの場合、あ

らゆる関係機関から支援を受ける場合がありますので、そのことを克明に記録するフ

ァイルというのは、１人の子どもさんを個別に、丁寧に支援し、活用できるものにな

りますし、本人や保護者、関係機関との情報の共有、一貫して支援に繋げていけます。

先ほど言いました年金手続きのときの大きな手助けにもなるものなんです。 

 今、提示しましたけれども、保護者はこのようなファイルの導入、保護者用記録フ

ァイルの導入、ぜひ、本町においても検討していただきたいというふうに考えますが、

町の今後の見解、お尋ねしたいと思います。 

 議  長  健康課長 

 健康課長  母子手帳の記録ということでありましたので、健康課のほうから回答をさせていた

だきたいと思います。 

 まず、母子手帳でありますけど、健康課で交付をしております。この手帳につきま

しては、母子保健法によりますもので、母子健康手帳ということで交付をさせていた

だいております。 

 内容につきましては、妊娠期の記録、出生から就学前までの健診の記録、予防接種

の記録をする内容となっております。 

 今、議員が申されております保護者用の記録ファイルにつきましては、子どもの成

長過程や支援内容の情報を、継続的に記録、整理することで、地域生活等において、

より良い支援が受けられることを目的とするものであるというふうに考えておりま
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す。 

 このファイルにつきましては、本人の健康、成育歴、暮らし、特性などを記録して

おき、医療機関や学校、福祉サービス事業所など、様々な関係機関の窓口に提示をす

ることによって、本人の正確な情報等を支援者等に伝えることができ、生涯を通して、

一貫した支援を受けられるようにするためのものであり、保護者が窓口で何度も同じ

説明をしなくてもよいというメリットもあるというふうに考えております。 

 また、議員おっしゃいましたように、障がいがあることが分かった時点からの状況

を、詳細に記入することが必要となっております障害年金の申請時にも、役立つもの

であるというふうに考えております。 

 なお、このファイルを使うことで、その効果を発揮できるのは、すべての子どもさ

んではなくて、成長期に特に支援を必要とする子どもで、乳幼児期のみではなく、小

中学校や就労支援が必要となる、青年期までの記録が必要となる人が対象であるとい

うふうに考えております。 

 健康課におきましては、母子保健による就学前までの健診を行っておりますけど、

就学後は学校保健にですね、それが移行するなど、成長過程によって支援を行う実施

機関等も変わってまいりますので、健康、福祉、教育、子育ての関係課で、検討をし

ていきたいというふうに考えております。 

 議  長  梅田議員 

 梅田議員  今の健康課長のご回答は、本当によく調べていただきまして、取り組みに対しての、

たいへん前向きなご回答だったと思います。感謝いたします。 

 課長、言われましたように、これは、その子どもさんの、本当に一生を通じて使え

るものだと思います。乳幼児期から学齢期、卒業後の生活に至るまでの成長の様子、

教育、福祉、保健、医療の相談、支援の内容を、順次ファイル、記録しておけるわけ

で、本当に支援が必要になったときに、保護者も段々年を取っていけば、過去のこと

は思い出しても思い出せないような状況になりますので、こういったものがあればで

すね、本当に支援に対しての情報が、また伝達が速やかに行われると思います。 

 これは、先ほど課長も言われましたように、各課の横の連携、教育課にしても福祉

課にしても、健康課にしてもですね、この横の連携、またこども課の連携等必要にな

ると思いますので、しっかりそういった連携を保ちながら、協議をしていただきなが

らですね、早い時期に導入をしていただきたいと思いますが、早い時期の導入へのご

決意を、健康課長、お願いいたします。 

 議  長  健康課長 

 健康課長  今、議員がですね、よその町のサンプルも見せていただきましたけど、現時点では、

健康課内部ではですね、そういったものもいくつか取り寄せて検討をしているという

段階でございます。 

 先ほども申しましたように、関係各課で今後協議を進めていきたいと思っておりま

す。また、実施に向けての予算についても、多額を要するものではないというふうに

考えられますので、いつまでにということはですね、ちょっとこの場では難しいこと

ではありますけど、なるべく早期に実施ができるように検討を進めていきたいという

ふうに思っております。 

 議  長  梅田議員 

 梅田議員  本町におきます、さらなる人に優しい福祉の施策が、ますます本当に住民の目線で、

しっかりと実現していきますように、心より期待をいたしまして、私の一般質問を終

わらせていただきます。 

 議  長  これにて、１０番 梅田美代子議員の一般質問を終了します。 

 休  憩  



 11 

 議  長  ここで休憩します。 

 １１時より再開します。 

（１０：４４） 

 再  開  

 議  長  休憩前に引き続き、一般質問を行います。 

（１１：００） 

 議  長  １３番 河内直子議員 

 河内議員  通告に基づき、順次質問させていただきます。 

 今回は大きく２点、安心・安全なまちづくりについて、暮らしを守る取り組みにつ

いて、お尋ねをいたします。 

 まず初めに、安心・安全なまちづくりについて、４点ほど質問します。 

 １点目に、みなみの里の炭焼窯についてです。 

 この問題については、平成２４年第１回、また同じく２４年第４回の定例会のおり

にしましたが、答弁が二転三転しています。 

 初めは草が伸び放題で放置されているという現状の指摘に、解体の方向で、跡地利

用も含め検討中であり、町長も、撤去するが、よりシンボルティックなものを皆さん

の知恵を出し合って作り上げていきたい、という答弁でした。が、一転、１年も経た

ないうちに、やはり存続していきたい、跡地利用の問題も含め検討しながら進めてい

きたいということでしたので、きちんとした管理をお願いしたところです。 

 今の現状が果たしてどうなのかといえば、冬場に入り草はそれほどでもありません

が、ポリバケツが入り口の横に置かれ、入り口付近には紅白のカラーコーンが置かれ

ています。普通カラーコーンといえば、危険、近づくなの意味合いになります。窯は

危険なのでしょうか。 

 質問から２年が経ちましたが、今後どのような方向性を持って、維持、管理をされ

ていくのか、お尋ねをいたします。 

 議  長  農林商工課長 

農林商工課長  お答えいたします。 

 炭焼窯の件につきましては、今、議員ご質問にありましたように、２４年に２回ほ

ど一般質問をいただいたところでございます。 

 当初は、回答につきましては、解体をしてシンボル的なものをつくる。そして２回

目につきましては、存続をしたいという、回答をさせていただいたところでございま

す。 

 この件につきましては、あの施設につきましては、みなみの里のコンセプトでござ

います昭和３０年代の農の暮らしをイメージした建物であり、存続したいというの

が、現在の方向性でございます。 

 また、当時は、周囲の草は伸び放題で、景観上いかがなものかというご意見もいた

だいたところでございます。また、議員も申されましたように、現在は、傷んだとこ

ろも修復いたしまして、草も刈っております。きちんと維持管理をされておるものと

考えております。 

 ただ、今申されましたように、ポリバケツそれからカラーコーンなどを置いておる

のも承知しております。 

 実は、炭焼窯につきましては、子どもさんがどうしても近づいて、中まで入るとい

うような問題等もございましたので、申し訳ございませんけど、そういう措置をさせ

ていただいておるところでございます。 

 併せまして、今後みなみの里につきましては、先般より特産振興に係る事業計画で

報告しましたように、特産振興を推進するうえでの６次化のモデルづくりの拠点の適
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地と考えておるところでございますので、現在の炭焼窯は、今後とも継続して存続を

させていきたいと考えておるところでございます。以上です。 

 議  長  河内議員 

 河内議員  私は、解体をしろとは言っておりません。適正な維持管理をお願いしますというこ

とで、申し上げたと思うんですが。 

 カラーコーンは、子どもさんが中に入るから置いておるということですが、カラー

コーンだけでは中に入ってしまう危険とかはあるのではないでしょうか。立札など

も、ぜひとも検討をしていただきたいと思います。 

 年間７０万から８０万の方々がみなみの里へ足を運んで下さっています。来場して

いただく方に不愉快な思いをさせないためにも、今後も維持管理に努力をしていただ

きたいと思います。 

 次に、安の里公園について、２点お尋ねします。 

 安の里公園の周囲には、木陰の確保や景観のため、様々な樹木が植栽されています。

長い年月が経ち、樹木もずいぶんと成長し、大樹となっています。一方、公園の北東

側は開発が進み、民家もずいぶんと増えています。 

大樹となった公園の木々が、民家への採光、日差しを遮ってしまっているのでは、

というところが見受けられます。過去にも苦情が寄せられたと聞いています。 

住民の方に言われたから切るのではなく、率先して迷惑がかからないよう剪定して

いくべきではと考えますが、見解をお尋ねいたします。 

 議  長  都市計画課長 

都市計画課長  お答えいたします。 

 公園の樹木の剪定につきましては、専門家である造園業者に委託しているところで

ございます。 

 剪定は通常、自由仕立てとし、原則としてぶつ切りは行わないようにしております。 

 主として剪定すべき枝は、枯れ枝、病害虫におかされている枝、折れ枝、危険が予

測されている枝、通風、採光、架線、人や車両の通行などに障害となる枝、また成長

が止まっている弱小な枝などでございます。 

 また、樹幹と申しまして、樹木の姿勢と申しますか、形、それから樹形形成上及び

生育上不必要な枝を剪定しています。 

 議員ご指摘のとおり、安の里公園も開園後約２５年を経過しており、高木は大きく

成長しております。 

 公園の東側には住宅地があり、一定の距離を確保した部分に樹木が大木となってお

ります。 

 公園の樹木は、季節により状況が変わりますが、現状を調査した限りでは、見通し、

通風、採光等には、著しくご迷惑をかけている状況ではないと感じております。 

 公園の樹木による快適性にも目を向けながらも、要望等があれば地元のご意見も聞

きながら、公園樹木の剪定を進めてまいりたいというふうに考えています。以上でご

ざいます。 

 議  長  河内議員 

 河内議員  課長が見たところは、採光を遮るような箇所は見当たらなかったということです

が、今後ともですね、十分見回っていただいて、そういうところがあったら、町民の

方に言われたからというのではなくですね、役場のほう、行政が率先して、それに対

応していただくようにお願いいたします。 

 安の里公園でもう１点お尋ねします。 

 子ども広場で子どもを遊ばせていたら、上から毛虫が落ちてきた、という話をよく

耳にします。 
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 公園内の樹木の害虫駆除は、現在どのように行っているのか、お尋ねをいたします。 

 議  長  都市計画課長 

都市計画課長  お答えいたします。 

 町が管理している公園の樹木の消每につきましても、専門家である造園業者に委託

している状況です。公園によって異なりますが、年に２回から３回、病虫害防除とし

て薬剤散布をしています。 

 薬剤防除にあたっては、農薬取締法など関連法規やメーカーの使用安全基準を順守

するとともに、使用料を最小限にとどめるよう仕様書に明記しています。 

 公園の害虫対策につきましては、年間を通して、造園業者の専門的知識により、適

切な時期に薬剤散布を行うことで、防除に努めていますが、気象条件の異常変動など

により害虫が異常発生し、住民からの通報もあります。 

 このような場合は、職員が現地を確認し、必要に応じ臨時的に薬剤散布を委託業者

で行っている状況です。 

 公園は緑化スペースが必要であり、自然を相手にする生態系がありますので、年間

を通しての完全害虫駆除が困難であることもご理解いただきたいと思います。 

 また、今年は特にですね、１年を通しまして、スズメバチの飛来が多いということ

で、２、３件ほどの通報がございまして、そのことに対しましては、スズメバチの巣

が、樹木に作っていないかとか、それから、行ったときにはなかなか見つけられずに

右往左往するんですけれど、その後また飛来してきては困るので、造園業者のほうに

忌避剤というか、そういう薬剤を散布して対応させていただいた事例もございます。

以上でございます。 

 議  長  河内議員 

 河内議員  せっかく憩いの場へ来て楽しく過ごしているときに、毛虫に刺され病院へというこ

とがないよう、十分な配慮をお願いしておきます。 

 次に、水道布設後、供用開始していない世帯への対応はについて、お尋ねをいたし

ます。 

 町では、水道は、現在の私たちの生活だけでなく、次世代の子どもたちにとっても

なくてはならない施設であり、全国の水道普及率９７％も鑑み、早急な整備を目指す

ということで、平成１７年度より水道事業に着手し、２１年７月から一部給水開始を

しているところです。 

 まず、現在、普及率はどこまで進んでいるのか、世帯数と率をお尋ねします。 

 議  長  上下水道課長 

上下水道課長  お答えいたします。 

 平成２６年度末現在で、給水人口は１１，０６７人となっております。普及率は、

対行政区域内人口比で３７．８％、対計画給水人口比率で５０％となっております。

以上です。 

 議  長  河内議員 

 河内議員  ただ今言われたその中で、水道加入金未納世帯はあるのか、お尋ねをいたします。 

 議  長  上下水道課長 

上下水道課長  お答えいたします。 

 筑前町では、普及を進めるために、事前加入制度というのを設けております。 

 その中で、加入金の未納世帯につきましては、今現在で９世帯となっております。 

 対策といたしましては、督促状の発行、電話での催告及び戸別訪問により未納者対

策を行っています。 

 また、未納者と話をし、分納誓約を取るなど、未納者世帯数を減らすようにしてお

るところでございます。以上です。 
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 議  長  河内議員  

 河内議員  先ほど課長が言われましたように、事前加入制度を利用した場合、公道部工事費の

免除を受けられるのですが、いろいろと条件が付いています。 

 その中で、給水開始後１カ月以内に、蛇口との接続工事を申請するとありますが、

事前加入者で工事申請をしていない世帯数とそれへの対応はどうされたのか、お尋ね

をいたします。 

 議  長  上下水道課長 

上下水道課長  お答えいたします。 

 一応事前加入制度を利用された方は、供用開始後１カ月以内に、内線部の工事をし

ていただくようになっております。 

 内線部工事をしていただいて、一応５年間は水道を使用していただくということに

なっておりまして、年数に応じて１年以内で１０分の１０、これは、設置期用のです

ね、１０分の１０返還していただく、あと２年以内で１０分の８、３年以内で１０分

の６、４年以内で１０分の４、５年以内で１０分の２ということになっております。 

 接続されていない世帯やったですかね。 

 議  長  河内議員 

 河内議員  まだ未納部分に、返還部分については聞いておりません。 

上下水道課長  失礼しました。 

加入金の未納世帯については９世帯ですが、金額にしまして４４５，５００円とな

っております。 

 未納世帯である９世帯のうち、分納で納付されている世帯が５世帯、こちらは毎月

定期的に納付があっております。 

 残り全４世帯のうち３世帯は自己破産で、残りの１件は死亡により、相続放棄でさ

れているということになっております。 

 水道料金につきましては、公債権と違いまして、私債権となっておりますので、時

効による消滅というか、不納欠損等ができませんので、一応これはまだそのまま債権

として残っている状況でございます。 

 議  長  河内議員 

 河内議員  今、私がお尋ねしたのは、事前加入制度を利用して、１カ月以内に工事申請をして

いない世帯数と、それへの対応をどうされたのかということをお尋ねしたんですが。 

 議  長  上下水道課長 

上下水道課長  失礼いたしました。 

 事前加入制度を利用されている方で、未接続されている世帯につきましては、今現

在で４５７世帯が、工事の申請をされておりません。 

 対応としましては、工事説明会や給水開始前の説明会時にお願いをするとともに、

工事申請がない世帯につきましては、文書での発送、電話での依頼、戸別訪問により

早急に接続していただくようにお願いをしておるところでございます。以上です。 

 議  長  河内議員 

 河内議員  この公費でやっている公道部工事費の、およその金額はどれくらいか、分かったら

教えていただきたい。 

 議  長  上下水道課長 

上下水道課長  お答えいたします。 

 公道部工事の金額につきましては、前面道路での状況や水道本管が道路のどの部分

に布設されているかにより、給水装置までの距離が違ってくるため、それぞれで変わ

ってきますが、一般的な町道で、平均しますと、約２０万円程度かかっている状況で

ございます。以上です。 
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 議  長  河内議員 

 河内議員  ５年以内に給水装置を撤去した場合は、返還金が発生するわけですが、５年以上経

過した場合の返還金の発生はどうなるのか、お尋ねします。 

 議  長  上下水道課長 

上下水道課長  お答えいたします。 

 事前加入制度を利用されている方につきましては、使用開始から５年間は水道を利

用していただくようになっておりますが、５年間利用されずに使用を取りやめる場合

は、公道部工事費を使用期間に応じて返還していただく、先ほど説明したとおりでご

ざいますが、撤去費用も同じくご負担していただくようになっております。 

 ５年を経過した場合は設置費用の返還は発生いたしませんが、５年間を経過しても

引き続き水道を利用していただくようにお願いをしているところでございます。以上

です。 

 議  長  河内議員 

 河内議員  町民の皆さんの貴重な税金を使って、町が工事を行ったわけです。それが使われず

にそのまま朽ち果てていく、撤去しなかった場合ですね。朽ち果てていくというので

は、全くのムダ金としか言いようがありません。 

 事前の説明は、住民の方々が十分に納得できるものだったのかと思わざるを得ませ

ん。接続されていない世帯が４５７世帯もあるということで、これはたいへんな数字

になると思います。２０万としても９千万。９千万の工事が地下に眠っているわけで

す。給水装置があるわけです。それが使われなかったことを、よく考えていただきた

いと思います。 

 今後も町では、さらに水道の普及を目指していくことになりますが、事前の説明で、

住民の方々に、接続しなかった場合は、返還金の発生が生じるということを十分に納

得していただいた上で、加入の促進を図っていただくことをお願いします。 

 次に進みます。 

 次に、暮らしを守る取り組みについて、２点お尋ねをいたします。 

 まず初めに、国民健康保険税について、お尋ねをいたします。 

 本定例会に、国民健康保険税の税条例の一部を改正する条例の制定として、１人当

たり約１万円もの、実に１０％を超える保険税改正の条例が提出されています。 

 １２月２日の全員協議会のおりにいただいた、国民健康保険事業財政健全化計画案

では、国民健康保険の構造的な課題として、低所得の加入者が多い、年齢構成が高い

こと等により、医療費水準が高い、所得に占める保険料の負担が重い、を上げていま

す。 

 所得１５０万円以内の世帯が６割を超え、所得に占める保険税は、１０％を超える

大きな負担となって、今、現在なっています。 

 それに加え、年金の引き下げ、消費税の増税、円安による日用品や食料品の値上げ

で、家計が圧迫されています。 

 そういう状況の中、政府でさえ消費税の再増税を先延ばしせざるを得ないという事

態に陥っています。 

 低所得が多く加入し、保険税に事業主負担もない国民保険は、元々国の適切な財政

支援があってこそ、初めて成り立つ医療保険ではないでしょうか。 

 国民健康保険の総収入に占める国庫支出金の割合は、８０年代に５０％だったもの

が、２００８年には２４．１％と半減しています。赤字の補てんを保険税の引き上げ

に求めるのではなく、国に対し強く国庫負担の復元を求めていくべきと考えます。 

 町議会としても、議長名で、平成２３年９月に、健全な国民健康保険制度の構築を

求める意見書を国に提出しています。 
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 見解をお尋ねいたします。 

 議  長  健康課長 

 健康課長  お答えいたします。 

 国保税につきましてはですね、今回の議会におきまして、見直しについて、ご提案

をさせていただいておるところでございます。 

 今、河内議員が申されましたように、構造的な問題によりまして、国保財政が全国

的にも悪化をしているという状況の中で、国の財政支援がですね、全く追いついてい

ないといったようなことでございます。 

 当然このことにつきましてはですね、議会のほうでも要望活動をされてきておりま

すし、地方からも要望が続けられております。 

 そういった中で、国と地方の協議が、現在も重ねられているといったような状況で

ございます。 

 今申されましたように、被保険者の方々の負担増ということになる内容でございま

すけど、以前にも説明しましたように、国に対してそういった要望を続けていくとと

もに、今ある現状の中でですね、今後のことをきちんと見通しとかを立てたうえで、

今後、今現在対応すべきことをですね、することが必要だということで考えておりま

す。 

 今後も２億円の赤字ということで見込んでおりますので、国からの財政支援措置が

ですね、増えないという状況においてはですね、やはり２億円という赤字は見込まれ

るというふうに考えております。 

 現在、国と地方の協議の中で、１，７００億の追加公費というのがですね、社会保

障と税の一体改革の中で、既に決められております。 

 ただ、この１，７００億の追加の実施時期というのがですね、未だに示されていな

いという状況もございます。 

 また、消費税増税の先送りといったような状況も出てきましたので、この１，７０

０億についてもですね、本当に確保ができるのかといったような不安の声もですね、

今上がっておるところでございます。 

 当然、この早期実施に向けた要望をしていくことは必要でありますけど、先ほど言

いましたように、現状における状況をきちんと分析を行い、今後の国保財政の安定化

を図るためにはですね、国保税増税もやむを得ないという考え方を持っております。 

 また、近隣の状況を見てみますと、同じ医療圏であります朝倉市、そして小郡市、

大刀洗、うきはにつきましても、今現在の税率がですね、もう数年前からですけど、

本町よりも相当高い税率となっております。 

 ご存じと思いますけど、朝倉市のほうでもですね、１２月議会において、さらに１

人当たり１０，６００円ほど引き上げを行うといったようなですね、提案がなされて

いるという状況でございますので、たいへん厳しい内容ではありますけど、近隣等の

状況も検討させていただき、提案をさせていただいたということでございます。 

 議  長  河内議員 

 河内議員  このまま引き上げをすれば、今でさえ県内６０市町村中高いほうから１８番目とい

う、１人当たり保険料の順位がさらに上がることは間違いありません。 

 住民の命と健康、財産を守る地方自治体として、国の悪政から住民を守る防波堤と

なっていただくことをお願いし、次に進みます。 

 次に、医療・介護総合法について、２点お尋ねします。 

 安倍自民・公明政権は、先の通常国会で、医療・介護総合法の可決を強行しました。

この法律は、多くの高齢者を介護サービスの対象から外し、入院患者の追い出しをさ

らに強化するなど、公的介護、医療保障を土台から突き崩す大改悪法といえるのでは
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ないでしょうか。 

 厚生労働省は、７月の全国介護保険担当課長会議で、市町村が新総合事業を実施す

る際の指針となるガイドラインの案を示しました。 

 今後、この案に対する都道府県、市町村の意見を集め、今年度末までに成案を策定

する方針となっています。 

 ガイドライン案は、新総合事業への転換によって、費用の効率化、つまり介護給付

費の抑制を図るよう市町村に要求し、市町村は、以下のような取り組みにより、効率

的な事業実施に努めるとして、３つのやり方を示しています。 

 第１が、低廉なサービスの利用普及、第２が、認定に至らない高齢者の増加、第３

が、自立の促進を示したうえで、現行制度のままなら、毎年５％から６％の割合で増

えている要支援者への介護給付費を、後期高齢者の人口の伸び率である３から４％に

抑え込むよう指示しています。 

 サービス切り捨てによる給付費削減こそ、制度改革の本質であることを、自ら宣言

しているといえるのではないでしょうか。 

 安上がりサービスへの流し込みが、要支援者の状態を悪化させ、結局重度化による

給付費膨張をもたらすだけではないでしょうか。 

 そこでお尋ねしますが、本人や家族の声もよく聞いて、国に意見を上げていくべき

と考えますが、見解をお尋ねいたします。 

 議  長  福祉課長 

 福祉課長  お答えいたします。 

 医療・介護総合法に関する国のガイドラインと申しますと、医療と介護を合せて５

本ほど出ておるようでございます。 

 ただ今の質問は、介護保険を中心にということであろうかと思いますけれども、先

ほどおっしゃったように、７月２８日付で、全国の介護保険担当者会議、これは、県

の課長が出席しておるわけでございますけれども、その中で案が示されまして、その

後、また１０月１日付で、ガイドラインに対するＱ＆Ａを含めて、厚生労働省は、さ

らに内容を検討するということで通知があっております。 

 案の内容は８部構成からなっておりますけれども、一例を申し上げますと、例えば

市町村を中心とした生活支援、介護予防サービスの充実という項目の中ではですね、

好事例を取りまとめたので、参考にして実施をしていただきたいとか、サービスの分

類については、サービス内容に応じ、適切な枞組みを活用するとか、あるいは体制整

備を充実していくことが重要、あるいは望ましいと、そういう案がありまして、さら

にＱ＆Ａの回答ではですね、地域の実情において取り組んでいただきたいと考えてい

るとか、必要な事業を組み合わせ、実施することが望ましいと考えているとか、いろ

いろですね、どちらかというと、こういうやり方でしなさいとか、指示的な指針では

なくて、市町村の取り組む体制についてですね、あくまでも市町村の責任でやってく

れというような内容になっております。 

 そういうことで、ガイドラインの内容は総合事業をですね、市町村の創意工夫のう

え円滑に実施できるような目的で示されておりますので、現状で町からですね、具体

的な意見を上げるような例は多くないのではないかというふうに考えておりますし、

実際町が取り組む中でですね、いろいろな疑問が出てきた時点でですね、そういうこ

とを国に確認をしたいというふうに考えております。以上でございます。 

 議  長  河内議員 

 河内議員  要支援者サービスの新総合事業への移行については、市町村の条例で実施を遅ら

せ、２０１７年３月末まで現行の仕組みを継続することができることになっていま

す。 
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 今の福祉課の人員体制では、とてもやっていけないのではと考えます。２年間の実

施延期を考慮すべきと考えますが、見解をお尋ねいたします。 

 議  長  福祉課長 

 福祉課長  お答えいたします。 

 介護保険の制度改正により、創設されました総合事業の実施時期は、議員、今おっ

しゃいましたように、平成２４年４月１日というのが原則になっておりますけれど

も、地域の受け皿の整備や地域の特性を生かした対応をするために、経過措置が設け

られまして、介護保険広域連合とも協議をしておりましてですね、そういう体制整備

ができる、あるいは作り上げていく中でですね、この経過措置を十分活用して、筑前

町に合った総合事業を開始したいというふうに考えております。以上です。 

 議  長  河内議員 

 河内議員  政府は２０２５年の高齢化のピークに備え、高齢者を地域全体で支える地域包括ケ

アの体制を確立すると宣伝しています。 

 しかし、その看板の下で、安倍政権が出した総合法は、国の社会保障費を抑制する

ために公的制度を縮小する従来の削減路線の復活、強化でしかありませんでした。 

 高齢化のピークに備えるというのなら、公的保険による介護、医療は、抑制でなく

充実こそ必要です。 

 公的保険、自治体福祉、地域福祉が各々の職分、役割を発揮しながら、連携してこ

そ、地域全体で高齢者を支える取り組みも前進するということを申し述べ、私の今期

最後の質問を終わります。 

 議  長  先ほどの河内議員の質問の中で、上下水道課長から、発言の申し出があっておりま

すので、これを許可します。 

上下水道課長 

上下水道課長  失礼します。 

 先ほど１点目の、現在の普及率はという質問の中で、平成２６年度末とお答えして

おりましたが、まだ２６年度は終わっておりません。平成２６年１０月末現在でござ

います。 

 なお、普及率は、今、まだ全国に比べて低ございますけど、ご存じのように、まだ、

本管の布設工事をまだやっている途中でございまして、これが完了した後に、ある程

度理解が進んでくると、また伸びてくると思われます。以上です。 

 議  長  これにて、一般質問を終結します。 

 散  会  

 議  長  本日の日程は、全部終了しました。 

 本日は、これにて散会します。 

 どうもお疲れさまでございました。 

（１１：３７） 

 


