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会 議 結 果 報 告 書 

令和元年１０月３日 

 

会議の名称 令和元年度 第１回  

東栄町総合計画戦略会議 

開催年月日 令和元年９月２７日（金） 

開始終了時刻 午後７時００分～午後８時３０分 開 催 場 所 東栄町役場会議室 

出 席 者 

外部有識者：愛知大学地域政策学部学部長岩崎正弥 

東栄町：町長村上孝治 副町長伊藤克明 経済課長夏目明剛 〃商工係中野隼人 

     地域支援課支援係長尾崎あゆみ 住民福祉課長伊藤太 〃介護保険係長伊藤輝美 

    総務課長内藤敏行 

事務局：参事兼振興課長丹羽貴裕 〃企画政策係長佐々木和歌子 〃企画政策係西勇哉 

資 料  資料１、２ 

会議の概要  

＜議事の概要＞ 

１ あいさつ 

２ 趣旨説明 

３ 評価 

  テーマ「暮らしを支える産業とまちの活性化」 

  外部有識者：愛知大学 地域政策学部長 岩崎正弥教授 

 

＜協議・報告事項 詳細＞ 

【開会 １９:００（あいさつ）】 

（事務局） 

これより、令和元年度第１回総合戦略会議を開催します。開催にあたりまして、町長から、御

挨拶申し上げます。 

（町長） 

本年度は東栄町に限らず、全国の自治体において、自治体ごとのまち・ひと・しごと創生総合

戦略を改訂する年になっております。また東栄町は来年度、第６次総合計画前期計画を改訂する

年でもあります。まちづくりを次の段階に進めるためには、外部からの評価や効果検証は大変重

要です。 

昨年度の総合計画戦略会議において岩崎先生からいただいた御指摘については、役場内での組

織間連携の仕組み化や、投資回収に視点を置いたイベントの見直し、官民の役割分担を目指した

地域おこし協力隊の採用など、様々な分野で改善に向けた取組みに繋がっています。 

町では昨年４月にまちづくり基本条例が制定されました。今年度改訂する総合戦略は、条例の

基本理念に沿って策定する初めての計画となることから、基本的な考え方をまとめ、現在計画づ

くりに取り組んでいます。まちづくりには「思想」が必要です。私たちは都市とは異なる、心豊

かな社会を実現する可能性こそが、東栄町の存在価値であり、こうした「思想」を共有すること

がまちづくりの力を一層強めるものだと考えております。今後は町の「ヒト・モノ・カネ」とい

った経営資源を適切に管理し、次世代につながるまちづくりを進めていきます。そのためには、

町のオーナーである町民の皆さんが、町の価値を実感しながら将来に向けて今を判断できるよう
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にしていかなくてはなりません。また売り上げではなく利益を重視する発想で、町全体が稼ぐ仕

掛けづくりを町民の皆さんとともに行いたいと思っています。 

大変残念ではありますが一部で今日も街宣をしておる方がおります。非常に町民に対して混乱

を起こすようなことではあると思いますが、そういったことに対してもしっかり我々が真摯に受

け止めて、先ほども言いましたように、将来に向けた今を判断していくことがやはり大切だと思

いますので、しっかりこのことを踏まえて住民の皆様にも御理解いただきながら次の計画につな

げていきたいと思います。本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

（事務局） 

申し遅れましたが私本日進行を務めさせていただきます参事の丹羽でございます。 

まず初めに、この総合計画戦略会議の趣旨及び本日の進め方につきまして、事務局より説明し

ます。 

 

【趣旨説明】 

（事務局） 

はじめに資料の説明をします。まず資料１ですが、それぞれの事業について、総合戦略の計画

策定時の数値と比較するために、平成２８年度から平成３０年度の実績数と目標値を並べてあり

ます。また、数値的な振り返りだけでなく、令和２年度の目標値に向かって今後どのように取り

組んでいくかを一番右側の枠に記載しています。これは平成３０年度において、総合計画の実施

計画に基づく事業について内部評価した内容となっています。次に資料２ですが、総合戦略の中

で国の交付金を活用して実施した事業についてさらに細かく効果検証をしたものになっていま

す。 

さて、本評価会議は東栄町が行う政策や事業の重要な指針となる「第６次総合計画」と「まち・

ひと・しごと創生総合戦略」を毎年度評価を行い実効性のあるものとするために、平成２９年度

より外部有識者による評価を実施しております。 

この会議は行政が行った自己評価をもとに、総合計画や総合戦略が目指す目標の視点から評価

をします。個別事業の評価や仕分けを行うものではありません。そうすることによって、これら

の計画が目指す目標に向け、外部からの指摘により行政の自己変革を促すことを目的としていま

す。 

なお本年度は、本評価会議を有効なものとするため、資料１の３０年度実績値が基準値を下回

っている事業の中で、まちづくりを行う上で政策間連携が重要となる「暮らしを支える産業とま

ちの活性化」と「まちの活力を支える暮らしのセーフティネット」にテーマを絞って評価をいた

だきます。 

評価は、愛知大学の岩崎地域政策学部長にお願いしております。 

なお、評価いただいた内容につきましては、各担当課において今年度改訂する総合戦略及び来

年度改訂する総合計画のほか、各種計画への反映及び新年度予算へ反映するなど、調整の運営に

役立てていきます。説明は以上です。 

（事務局） 

では評価を実施してまいります。 

ただ今事務局より説明がありましたが、本日のテーマは「暮らしを支える産業とまちの活性化」

です。さっそく岩崎先生から質問や助言をいただき、担当課から回答をする一問一答形式で行い

ます。では岩崎先生、よろしくお願いいたします。 

 

【評価】 

（岩崎学部長） 

改めましてこんばんは。先ほどご紹介いただきました岩崎でございます。本日はよろしくお願

いいたします。 

先ほども事務局から説明がありましたように、本日は２回のうちの第１回目ということで、「暮

らしを支える産業とまちの活性化」と、こういうテーマをもとに色々と質問をさせていただきた

いと思います。 

まず、資料１の基本目標の「⑤暮らしの安全を支える地域づくり」から、巡回販売について、
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いくつか確認をさせていただければと思います。こちらの巡回販売ですが、令和２年度指標が１,

０００万円になっております。実績値では、平成２８年度から３カ年書かれていますが、いずれ

もこの目標値を超えています。にもかかわらず資料１右側の「今後の対応方法等」、この中で、「事

業者の利益が出ていない」となっています。この点からまず確認をさせていただきたいと思って

おります。 

まずはこの事業の目的と概要について説明していただければと思いますので、よろしくお願い

します。 

（経済課中野主事補） 

経済課の中野です。よろしくお願いします。まず事業開始の経緯からご説明させていただきま

す。 

平成２６年度に行った住民意識調査において、東栄町から移転した理由のトップが「買い物に

不便」という結果を受け、町では買い物弱者対策を喫緊と課題ととらえ、町から買い物弱者支援

対策事業を町商工会に委託し、商工会が公募により選定した地元小売業者に再委託する形で平成

２７年１１月から移動販売事業を開始しました。各区長へのアンケートや高齢者世帯への実態調

査により巡回販売箇所やルートは決定され、平成２８年３月に策定された第６次総合計画や東栄

町総合戦略には、買い物弱者である高齢者が安心して生活できるように移動販売などによる買い

物支援策の拡充を図ることが明記されております。以上が本事業の目的となります。 

続いて概要についてですが、具体的には、東栄町商工会に無償貸与する移動販売車等により、

週４～５日間程度、比較的店舗が集中する本郷地区以外の地区を重点的に巡回･宅配し、食材や

飲料、調味料等に加え即食性のある惣菜や弁当など、また洗剤などの日用品や乾電池などの生活

雑貨といった町内商店の商品を販売しております。 

なお、この事業開始に当たっては、買い物に困難を抱える高齢者への支援になる他、移動販売

を行うことによる事業者の存続や、高齢者が買い物をすることによる介護予防にもつながること

が期待されておりました。 

（岩崎学部長） 

そうしますと、買い物弱者対策ということのご説明があったかと思いますが、この買い物弱者

である高齢者とはどういった方を指すのでしょうか？ 

（中野主事補） 

食料品等の日常の買い物の機会が十分提供されていない地域に住んでおられる、車などの移動

手段を持たず買い物に困難を抱えておられる高齢者の方を指します。 

（岩崎学部長） 

   実際にはどういった方が利用されているのでしょうか？ 

（中野主事補） 

実際には高齢者や障害者の方が主に利用しています。 

（岩崎学部長） 

利用者は、車が運転できない人など、日常の買い物に困難を抱えている人という理解で良いで

すね？ 

（中野主事補） 

はい。 

（岩崎学部長） 

実際の利用者の反応は色々あるかと思いますが、具体的にどんな反応があるのでしょうか？ 

（中野主事補） 

実際の反応ですが、大変喜ばれております。しかし、さらにきめの細かいサービスを利用者の

方から求められておりまして、利用者の方からの要望に応じて立ち寄り先を増やすことで利便性

を向上しています。 

（岩崎学部長） 

そうしますと本来は「おいでん家」１１箇所って今聞きましたが、そちらに訪問するという拠

点を持って、というよりはそれ以外にも、プラスアルファで色々なことをやっているということ

なのでしょうか？ 

（中野主事補） 

おいでん家以外にも比較的人の集まりやすい個人宅付近等で販売を行っております。 
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（岩崎学部長） 

分かりました。そうなりますと資料１に売り上げが書かれておりますが、利用者数とかその他

その数字の部分でもう少し詳しく教えていただけますでしょうか？ 

（中野主事補） 

実績といたしましては、協力店舗は３店舗ありまして、食料品店の他、電気屋、和菓子屋がカ

タログ販売で参加しております。平成３０年度の実績は、年間売り上げが、１４,９４５,８０４

円、購買延べ人数は７,７００人、平均客単価は１,９４１円でありました。 

（岩崎学部長） 

平成３０年度の数字を示していただきましたがその前、これまでの年との経年比較を考えたら

どうなのでしょうか。数字が上がっているのか、横ばいなのか、下がっているのか。そのあたり

教えていただけますか？ 

（中野主事補） 

購買延べ人数は、平成２８年度が７,１１６人、平成２９年度は７,４８０人、平成３０年度は

７,７００人と増えていっております。稼働日数は、２４１日、２２３日、２１３日と少しずつ減

少しております。しかし、年間販売額は、資料１のとおり、１,６６１万円、１,４４４万円、１,

４９５万円となっており、いずれの年も目標である１,０００万円を上回っております。 

（岩崎学部長） 

そうすると稼働日数は少しずつ減っている、また年間販売額も若干減っているという状況があ

るということが分かりました。ちょっと気になるのは稼働日数ですが、年によって変動がある。

先ほど週４日から５日であるとおっしゃられておりましたがこれは何なのでしょうか？ 

（中野主事補） 

雨天は商品が濡れてしまうため、移動販売は中止しております。天候によって稼働日に差が出

ているため稼働日が変動しております。ただ、移動販売は中止しますが、個別に宅配をすること

で利用者が困らない様にしております。 

（岩崎学部長） 

雨の日は移動販売を行わずに個別訪問で販売をするということですか？ 

（中野主事補） 

はい。希望者の方に対して宅配のサービスを行っております。 

（岩崎学部長） 

それは例えば朝、雨が降っていた場合に「届けてくれ」と事前に予約をするということなので

しょうか？あるいは降った時には届けてもらうように事前に登録されてあってそれをもとに雨

天の時は回るということなのでしょうか？ 

（中野主事補） 

雨天時の宅配についてなんですが、雨天の場合、当日の朝に広報無線を利用して移動販売を本

日行わない旨を説明し、その際に宅配を希望する方はスーパーまでご連絡くださいという旨を伝

えております。 

（岩崎学部長） 

なるほど分かりました。つまり雨がたくさん降った年は稼働日数が減るという理解でよろしい

わけですね。もう少しこの宅配サービスについて伺いたいのですが、雨の日以外に例えば「明日

は行くのがしんどいから家まで届けてくれ」という希望もあるかと思いますが、雨の日以外に宅

配サービスを行うことはあるのでしょうか？ 

（中野主事補） 

その場合についてですが、現状ありません。悪天候で移動販売が行えない場合のみ宅配を行っ

ております。 

（岩崎学部長） 

そうするとこの宅配サービスを受ける人の基準というのはあるのでしょうか？例えば足が悪

くて歩くのも非常に大変とか。そのあたりはどうでしょうか？ 

（中野主事補） 

それについてですが、基準はありません。 

（岩崎学部長） 

希望者にはすべて宅配をしていただいているということですね。通常ですと宅配をするような

場合には手数料等々がかかってくるのかなと思いますが、そのあたりはいかがですか？ 
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（中野主事補） 

手数料等は利用者から徴収しておりません。 

（岩崎学部長） 

では本当にこれはサービスということでやっているということですね。ではもう少し実績につ

いてお伺いしたいのですが、客単価の推移というものはどうなのでしょうか？ 

（中野主事補） 

客単価の推移についてですが、１年目は２,２３２円でしたが、その後は少し減っているもの

の、いずれも１,９００円ほどに落ち着いています。 

（岩崎学部長） 

そうすると、いずれにしても２,０００円前後ぐらいということで理解できると思います。では

コストはどれくらいなのでしょうか？ 

（中野主事補） 

コストについてですが、仕入れ値を除いて人件費等のコストは一人当たり約５００円ほどで

す。 

（岩崎学部長） 

一人当たり約５００円。分かりました。先ほどお聞きした宅配サービスというのは今お聞きし

た実績には含まれているのでしょうか？ 

（中野主事補） 

実績の中に含まれております。 

（岩崎学部長） 

はい、分かりました。そうすると冒頭で申し上げましたが、資料１に売り上げは１,０００万円

を超えている。しかし事業者の利益に繋がっていないということが書かれているのですが、今お

話を伺っているとコスト面もそんなにかからずまた客単価も２,０００円前後、コストも約５００

円ほどということでした。にもかかわらず事業者の利益に繋がっていないということなのです

が、その中身がよく見えないのですが、具体的にどのあたりが利益に繋がっていないのかご説明

をいただけますでしょうか？ 

（中野主事補） 

具体的には先ほどの宅配サービスの他に、巡回販売箇所以外で呼び止められた場合、停車して

販売を行う等のサービスのように個別に対応する案件が増えていっております。そのため、販売

事業者の人件費の増加や、作業が増える等実質的な負担が増えております。 

また、移動販売の商品に料金を上乗せすることや、宅配サービスには宅配手数料を徴収する等

の利益を増やす方法がなく、あわせて、車両については、連日山道を走行するため故障などが多

く、修繕費が嵩んでおります。 

（岩崎学部長） 

巡回販売箇所以外での対応ということですが、呼び止められれば停車をするということをおっ

しゃっていましたが、もうちょっと教えていただけますでしょうか？ 

（中野主事補） 

販売箇所から次の販売箇所に向かう移動中に、買い物をしたい人が移動販売車に向かって手を

上げるなど、呼び止めをおこなった際には、停車しその場で販売を行うサービスをしております。 

（岩崎学部長） 

そうしたサービスはこの移動販売を開始した当初から行っていたものなのですか？ 

（中野主事補） 

そのサービスの経緯についてですが、事業開始当初はないサービスでした。事業を行う中で住

民からの要望があり、それに答える形で実施するようになりました。 

（岩崎学部長） 

なるほど、分かりました。当初からサービスが増えたということですね。それ以外にも途中で

追加されていったといったサービスはありますでしょうか？ 

（中野主事補） 

初めは対象外地区だった店舗から近い地区についても、住民からの要望により移動販売を行う

ことになりました。また、販売箇所については、より多くの町民に利用してもらえるよう住民福

祉課を交えて月１回程度協議を行い、町内各地区からの要望を反映しております。 
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（岩崎学部長） 

そうすると１１か所のおいでん家に加えて、呼び止められたらそこで販売をする。それ以外に

もいろんな箇所でそういった販売をする、という場所が増えていっているということなのです

ね？ 

（中野主事補） 

はい、そうなります。 

（岩崎学部長） 

分かりました。先ほど事業者の利益に繋がっていないという質問に対する御説明で宅配手数料

を徴収することが難しい、あるいは料金の上乗せをすることが難しいということをおっしゃいま

した。なんでそういったことが難しいのかといった所をご説明いただけますでしょうか？ 

（中野主事補） 

移動販売を利用される町民の方から「商品の値段が他地域に比べ高い」との意見があり、その

ため、移動販売で取り扱う商品について料金の上乗せや、宅配サービス手数料を徴収しづらい形

になっております。そのため店舗と同額で販売をしておりますが、仕入れや販売に係る人件費な

どを差し引くと赤字になってきております。 

（岩崎学部長） 

なるほど。つまり住民の方の不満とかそういったものがあるために中々手数料なり上乗せは難

しいということなのですね。そうしますと、この事業に対して、受託している民間の事業者の方

がおられると思うのですが、こういう事態をどのように考えておられるのでしょうか？ 

（中野主事補） 

行政が始めた事業であり、また住民の方からは喜ばれていることから、住民の要望には応えな

ければいけないこととして対応している様子です。しかし、これ以上のきめ細かな対応は人的、

金銭的にも負担が大きく対応が困難です。今後の事業継続に不安を抱いている様子でした。 

（岩崎学部長） 

分かりました。もう少しまた初めの所に戻るのですが、元々この事業は町から商工会へ委託を

したという説明を受けたかと思うのですが、これは補助金を活用したということなのでしょう

か。そのあたりを説明していただけますでしょうか？ 

（中野主事補） 

平成２７年度は国の交付金を活用し、事業の立ち上げを行いました。平成２８年度は、町単独

事業として商工会へ委託し、平成２９～本年度は、愛知県の「げんき商店街推進事業費補助金」

を活用しております。 

（岩崎学部長） 

つまり補助金事業として、この事業を行っているということですね。そうすると改めて伺いま

すけれども、この事業によって事業者に利益は出ていないわけですね？ 

（中野主事補） 

実際に販売に出向く人件費や仕入れ額の他、注文受付や販売準備などに係る人件費を計算しま

すと、利益はなく、むしろ赤字です。 

（岩崎学部長） 

先ほど今後の事業の継続に不安を抱いているということをおっしゃいましたが、そうなるとこ

の事業者は利益が出ていないということに対しては、どのように捉えているのでしょうか？ 

（中野主事補） 

   行政が始めた事業であり、また、補助金を活用した事業であることから、利益にならないのは

仕方ないと捉えている様子です。 

（岩崎学部長） 

この事業は補助金を使った事業ということですが、利益が出るのを禁じているのですか？ 

（中野主事補） 

商店街活性化のための補助金であることから、利益を出すことを認められております。 

（岩崎学部長） 

分かりました。そうすると当初設定した１,０００万円という目標ですが、それはあくまでも売

上金額ということで、利益ではないということで理解してよろしいでしょうか？ 

（中野主事補） 

   はい。年間の売上金額を指しております。 
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（岩崎学部長） 

分かりました。そうすると今まで話を伺ったことをもう一回確認させていただきますが、事業

の本来の目的は「車などの移動手段を持たず買い物が困難な高齢者への支援」ということにあっ

たわけですよね。しかしながらその業績指標は年間売上金額１,０００万円になっています。そ

うすると目的は「暮らしを支えるための福祉」に設定をして、しかしながらその目標とする指標

は売上１,０００万円ということですから、「商業の充実」という風に捉えることができると思い

ます。つまり、本来の目的と実際の目的とが一致していない、不一致を起こしていると考えられ

ないでしょうか？ 

（中野主事補） 

目的と指標は不一致に見えますが、相互に関係しております。目的である「買い物の利便

性」を向上すれば、結果的に消費活動は増えることになり、消費活動が増えれば、商店の儲け

につながると総合計画及び総合戦略策定当初は考えました。 

（岩崎学部長） 

なるほど分かりました。そうしますとこれでもちろん良いというわけではないわけですね。今

後どうしたら良いかというのは考えざるを得ないと思いますが、今後のこの事業の現時点での方

針などがありましたら教えていただけますでしょうか？ 

（中野主事補） 

現時点での方針ですが、事業者の負担が年々増えていっていることから、また来年度には現在

受けている補助金がなくなる可能性もあるため、事業継続のための見直しが必要だと考えており

ます。これ以上のサービス拡大または現サービスの継続は事業者への負担が大きく、事業継続が

困難です。その結果、当初事業の目的であった「車などの移動手段を持たず買い物が困難な高齢

者」への支援ができなくなります。 

見直しの具体的な方向性としては、利用者について一定の基準を設け、また販売箇所を限定す

る等、サービスを絞ることを検討したいです。 

また、複合的な目的にもなっている「事業者の存続」「買い物をすることによる介護予防」につ

いては、あくまでも副次的なものであることを整理し、当初の目的に立ち返る必要があると感じ

ております。 

（岩崎学部長） 

はい。どうもありがとうございました。そうすると今後はサービスを絞ることで、なんとか利

益が出る方向で対応をするというふうに理解をいたしました。とりあえず、巡回販売に関しての

質問は以上ということにしたいと思いますが、今の質疑応答の中で感じたことをいくつかコメン

トをさせていただければと思います。 

まず第一点目ですが、当初の目的から実際に事業を運営する過程で、町民の様々な要望を受け

入れて、つまり生活の利便性向上に注力しておられると、そういった実態は大変よく分かりまし

た。しかしそうすることで、逆に事業者にとって持続可能な仕組みになっていない、自分で自分

の首を絞めている状況があるということを認識しなければならないことだと思いました。例えば

移動販売は全国各地で行われています。例えば有名な徳島県のとくし丸がございますが、移動販

売をする時は店頭価格にプラス１０円を上乗せして売っています。例えばそういったことも含め

て町民の方への理解を促すことが必要だと感じました。 

それからそもそも住民の生活を支えることを目的として事業が始まったと思うのですが、その

際大切なことは本来その人ができることを奪っては意味がない、ということだと思います。よく

言われることは「魚を与えることよりも魚を獲る方法を教えることが大切だ」ということです。

どうしても町民の要望を受け入れてそれに応えていくことで、やりすぎる支援になってしまって

いると思います。つまり「魚を獲る能力」が本来あるのにも関わらず、その獲る能力を奪ってし

まうことになっていないかということです。逆の言い方をするとやりすぎない支援によって「魚

を獲る能力」を守り、そして育てること、住民は本来様々な能力を持っているわけですから、そ

の力を発揮できるまちづくりこそが、持続可能な地域づくりになるのかなと思います。冒頭村上

町長からもまちづくり基本条例の話をされましたけれども、まさにまちづくり基本条例の中にあ

る自治、あるいは協働というのはそういった力を育てることにつながることだと思っておりま

す。これが二点目です。 

次三点目に、資源管理意識ということです。これも冒頭町長からの話にもありました、「ヒト・

モノ・カネ」、この資源は限られているわけです。今回のこの事業に関しては、発注する行政側
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に資源管理意識がなければ、受注する側は疲弊してしまう、つまり人件費の増加、あるいは作業

量がどんどん増加しているのですが、それをコストと捉えられない、コストという認識を持てな

くなってしまう、そのようなことが起こっているように見受けられました。そのことが事業者が

本来別の事業、スーパーをやっておられるということですが、本業の方に悪影響を与えて結果的

に町民の暮らしに必要な買い物が町内で出来なくなってしまえば、これは住民の生活に甚大な悪

影響を与えてしまうことになります。そういったことを考慮する必要があるということです。 

そして四点目ですが、要望をたくさん聞くということ、これはとても素晴らしいことのように

見えますが、先ほども申し上げましたが能力を奪ってしまうんじゃないかということです。別の

言い方をしますと、自助とか互助といった言い方をしますが、その自助や互助という能力、領域

をダメにしてしまう。そして公助にお金がかかる、公助に負担が集中するそういう仕組みを行政

自らが作り出しているように思うわけです。これはきつい言い方かもしれませんが、行政の方は

どうしても住民を助けてあげる存在、対象として捉えがち。これはやっぱり行政の驕りではない

のかなと思います。行政と住民の共倒れ、それが起こらないようにすることが重要だろうと思い

ました。 

ですので、これは五点目になりますが、生活を支えるための移動販売、これは福祉的側面です

ね、そして商店の儲けにつながる、これは副次的な効果である事業者の活性化という側面だと思

いますけれども、これをやはり先ほども話がありましたが改めて整理をして目的と成果を明確に

するべき、もう一度初心に帰って、本来の姿に立ち返って再検討をするべきではないのかなと感

じました。 

最後第六点目ですが、そもそもこういう生活の不便さ、利便性を向上させる、これはとても重

要なことだと思いますが、それを一つの施策だけで解決しようとするというのは難しいと思いま

す。複合的に色々な施策との組み合わせをすることで解決することではないかと思います。 

この様々な施策の組み合わせということについて、まずは移動販売という事業について質問さ

せていただきましたが他の施策ということで公共交通と組み合わせて考えてみたいと思います。 

そこで本日の第二点目ですが公共交通について質問をさせていただければと思います。 

先ほどの買い物支援、これは移動手段を持たない人が商店など日常生活に必要な店舗がない地

域からまちなかまで来る方法、こちらから行くのではなく、逆に人が来ていただくという逆の方

向も当然あるかと思います。その場合は公共交通が非常に重要な役割を果たすかと思いますが、

東栄町におきまして、その周辺の地域からまちなかまで来る方法についてはどのようなものがあ

るのでしょうか？ 

（総務課内藤課長） 

お答えさせていただきます。主に路線バス、予約バス、タクシーといった公共交通があります。 

（岩崎学部長） 

その運営はどのようにされているのでしょうか？ 

（内藤課長） 

路線バス予約バスは、町が運営しております。タクシー運行、路線バス運行、貸し切りバス運

行を行うことができる町内のタクシー事業者に運行を委託しております。 

（岩崎学部長） 

予約バスもあるということですが、予約バスとはどのような制度なのでしょうか？ 

（内藤課長） 

予約バスでございますが、町内に点在する集落と、本郷及び東栄駅周辺地域とを結ぶ予約制の

バスであります。利用者が直接乗車を希望する日の前日までに予約をする。予約バスは予約があ

った場合のみ運行いたしますので、空車での走行がないためその分コストの削減になっている。 

具体的には、町内の集落にあるバス停から、本郷まちなか地区、または東栄駅地区のバス停ま

での乗車ができる仕組みとなっております。また、一日３往復で時刻表もおおよその時刻で決ま

っており、運行につきましては一日おきです。料金につきましては利用するバス停に応じて、一

乗車あたり１００円又は３００円の設定になっております。 

（岩崎学部長） 

分かりました。そうしたら本郷まちなか地区と東栄駅地区というのは具体的にどこを指すので

しょうか？ 
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（内藤課長） 

本郷まちなか地区でございますが、商店や金融機関のある町の南に位置する本郷の万場地区、

役場周辺およびとうえい温泉を結ぶエリア。東栄駅地区に関しましては、東栄駅と東栄医療セン

ターを結ぶエリアとなっております。 

（岩崎学部長） 

どういった方が予約バスを利用されるのでしょうか？ 

（内藤課長） 

まちなかから離れた集落に暮らす移動手段を持たない高齢者がほとんどでございます。 

（岩崎学部長） 

実績はどの程度なのでしょうか？ 

（内藤課長） 

予約バスの登録者数が町内で４００名ございまして、平成３０年度の実績ですが運行回数が５

２８回、利用者が延べ８５３名でございます。５つの路線がありますが、その合計でございます。 

（岩崎学部長） 

そうするとですね、先ほどの移動販売は売る側から向かうというものですが、予約バスは周辺

の集落からまちなかにやってくる、そういう意味では移動販売の対象者、つまり買い物支援の対

象者とこの予約バスの対象者が重なっているように見えるのですが、先ほどの買い物支援との連

携というのはどのようにお考えでしょうか？ 

（内藤課長） 

予約バスの活用による、本郷まちなか地区への乗り入れは買い物など日常の用事を済ませるの

に有効であり、現在もそのための利用者がいらっしゃいます。 

合わせて東栄駅にもつながっているため、鉄道を利用して町外への買い物などにも利用できる

仕組みとなっております。 

（岩崎学部長） 

分かりました。予約バスで町の中心部に来た場合に中心部の移動はどうされているのか気に

なります。東栄町の中心部は坂が多いと聞いていますので、バスを使うことが想定される高齢

者には中々歩いて移動するというのは大変だと思うのですが、中心部での移動はどうなってい

るのでしょうか？ 

（内藤課長） 

令和４年４月には、町の中心部に医療センターが新設される予定でございます。現在、町の中

心部での移動の利便性を向上させるために、医療、教育、集客施設、金融機関、商店などを結ぶ

循環バス路線の新設を専門家や交通事業者を交えて検討している最中でございます。例えば、医

療センターでの診察を終えたあと、循環バスに乗って金融機関に移動し用事を済ませ、その後ま

ちなかで食事をし、再び循環バスに乗って食料品店に行く、というように、生活に必要な点を結

ぶ公共交通を目指して行く所存でございます。つまり、予約バスによって周辺地域から乗り入れ

をする町の中心部を大きな面、「まちなか全体をターミナル」として捉えております。そうするこ

とで、住民はもちろん、観光客も町歩きできるまちなかの再生につながると考えております。 

（岩崎学部長） 

「まちなか全体ターミナル」、非常に面白い言葉だと思います。これが間もなく令和４年度に

循環路線バスが新設されることで可能になるというストーリーを描いているということですね。

小さな拠点とかワンストップサービスとかよく言われますが、そういう意味ではまちなか全体を

ターミナルと捉えるというのはそれをやろうとしているのかなと理解をいたしました。 

公共交通に関しましても少しここでコメントをさせていただければと思います。今最後のご説

明で私大変夢があるなと思ってお聞きしました。循環バス路線の新設、まさに今後の東栄町を見

据えた、先ほどストーリーと申しましたが、夢を与えるストーリーではないかなと大変意味があ

るものだと感じました。私はこの話を聞いて思い出すのが、２０年ぐらい前になるのですが、フ

ランスのトラム（路面電車）のことを調べたことがあります。その時に非常に印象に残っている

のが３つの言葉でして、トラムというのは「つなぐ・めぐる・たまる」仕組みであるということ

を聞きました。つなぐというのは郊外とまちなかをつなぐということです。これはかなりのスピ

ードが出て郊外からまちなかに入ってきます。まちなかに入ると今度はまちなかをめぐるんです

ね。この時はスピードが非常にゆっくりになります。それでそれぞれの駅の周辺にお店ができて

いて、そこに人がたまるわけです。つまり「つなぐ・めぐる・たまる」ということです。それを
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今思い出しました。東栄町が数年後目指そうとしているのはこの「つなぐ・めぐる・たまる」、そ

れを通して町民がここでまち歩きができる、あるいは観光客が来てここに留まって楽しむ、そう

いう空間になるのかなと、そういう意味で大変夢があるなと思い聞かせていただきました。 

大切なのはやはりこうしたストーリーを住民と共有することだと思います。夢を語って夢を共

有するということは冒頭町長もおっしゃいましたが町のオーナーである町民がそのオーナー意

識を高めていくことにつながるのだろうなと思いました。 

それから先ほどの移動販売の例でも言えることですが、一般的に補助金頼みの事業運営という

のは限界があるとよく言われております。確かにそうだなと思います。補助金が切れたと同時に

事業が終了すると結局持続可能ではないということですので、地域の課題にはつながらない、そ

ういうケースが多々あるということを私も色々な所で聞いております。でも補助金は大切だと思

います。補助金はあくまでもきっかけだと思います。そして大切なことは小さなことでも良いの

で身の丈に合った、持続的な事業を行うこと。そのためには実際に利益を実感できる取組み、仕

組みが大切だと思います。別の言葉で言えば成功体験ということだと思います。利益を得るとい

う成功体験は小さな一歩、スモールステップかもしれませんが、これを色々な所で行う、あるい

は同じ人でもそれを繰り返すことで次のステップに踏み出す原動力になります。そして私はまち

づくりというのはハードの面ももちろんありますが、ソフトの面ではこう考えています。人々が

地域資源に働きかけて活動を起こすこと。これが多数、多様な形で起こることでそれが積み重な

ることでまちづくりからまちそだてに変わっていくと思っています。ぜひそういう形で公共事業

を、先ほどお話しいただいたストーリーを共有することで積み重ねが出来ることを願っていま

す。 

ところで町の賑わいということを考えると、お金を使う場が必要だと思います。「まちなか全

体ターミナル」という構想もお金が地域の中で回る仕組み、これをしっかりと作っていかないと

構想倒れに終わってしまうという懸念があります。 

そこで本日の第三点目ということですが、まちなか再生ということに関して質問をさせていた

だきたいと思います。まちなか再生ということでまず初めに思いつくのはやはり、事業を行うに

あたって空き店舗を活用するということがあろうかと思いますので、空き店舗のあてということ

の確認を最初にしたいと思います。東栄町にも空き家がたくさんあるかと思いますが、まちなか

に空き家はどれぐらいあるのかまず教えていただきたいと思います。 

（尾崎係長） 

空き家の数について、回答させていただきます。まちなかを本郷・下川地区ととらえ、回答し

ます。本郷地区には、全体の件数、世帯数と空き家の数を足したものが４１９件あり、うち５２

件が空き家です。下川地区は、全体の件数が３１０件あり、うち３３件が空き家です。町全体の

空き家のうち、本郷地区が１２.４％、下川地区が１０.６％の空き家があるとなっています。な

お、この数字は地域支援課で調査した空き家の件数でして、公営住宅等はカウントされていない

ので実際の数字とは異なることがあります。 

（岩崎学部長） 

ありがとうございました。そうするとまちなかの空き家の管理は一体誰がしていることになる

のでしょうか？ 

（尾崎係長） 

空き家の管理責任は所有者ということになります。 

（岩崎学部長） 

そうすると、このまちなか再生に空き家を活用できるかどうかはその所有者の意志にかかって

いると考えていいわけですね？ 

（尾崎係長） 

はい。その通りだと思います。中には第三者による空き家の活用を求めて、行政が行っている

空き家バンクに登録している所有者もみえます。空き家を活用したいという人がいた場合、建物

の管理をしている所有者と入居希望者を結びつける役割を現在は役場で行っています。例えば、

本郷地区の場合、地域支援課で把握した空き家５２件のうち、空き家バンクに登録しているのは

８件となっています。 

（岩崎学部長） 

先ほどまちなかを本郷と下川と考えるとお答えいただきましたが、下川の空き家バンク登録は

いくつぐらいあるのでしょうか？ 
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（尾崎係長） 

下川地区の空き家件数が３３件、空き家バンクに登録されている件数が７件というふうになっ

ております。 

（岩崎学部長） 

分かりました。そうするとまちなかである、本郷・下川を考えた場合空き家バンクに登録して

いる、つまり活用しても良いよとおっしゃっている所有者の方は１５件あるということですね。

実際に物件があっても活用したいという人がいなければ何もならないと思うのですが、実際の所

活用したいという人はいるのでしょうか？ 

（尾崎係長） 

はい、あります。例えば、東栄町出身者を含む数名が浜松から空き家を探しに来庁し、役場を

通して本郷地区の空き家を借りて自分たちでリノベーションをして、この９月８日に囲炉裏バー

というものをオープンしました。囲炉裏バーは毎晩オープンしており、今のところ連日多くの町

民が訪れているようです。また、そこは夜遅くまで開いているため、これまでまちなかになかっ

た２件目の需要というものにも対応しているようです。 

（岩崎学部長） 

ありがとうございます。これは所謂普通の居酒屋ということでしょうか、何か特徴はあるので

しょうか？ 

（尾崎係長） 

特徴としましては、２件目需要ということで作られたものなのですが、全て自分たちの手作り

でリノベーションをしたことと囲炉裏を囲んで色々な方たちとコミュニケーションが取れると

いうことで、店内には囲炉裏が設置されており、多くの方のコミュニケーションが図られている

ようです。 

（岩崎学部長） 

こうしたバーの設置には町の側から「作ってよ」という声に応えて作られたものなのか、町は

全く関与せずにこの物件を活用したいという方が独自にバーをやろうと決めたのか。そのあたり

はどうなのでしょうか？ 

（尾崎係長） 

町としましては空き家バンクの活用というところで関わりをさせていただいています。そこで

空き家の紹介や、もうひとつ大事な役割があると思っていまして、地域への関わりというのも町

の役割として地域の方へ一緒に挨拶に行ったり、地域の付き合いはこういうものがあるとか、そ

ういった事で町としては関わっております。運営、リフォーム、リノベーションについては特に

大きな関わりはありません。 

（岩崎学部長） 

囲炉裏バーをオープンしたいというその業態については借りたい、活用したいという方の一存

で出来たということですね？ 

（尾崎係長） 

もちろん所有者の意志とマッチングしているところではあります。 

（岩崎学部長） 

なぜこのようなことを聞いたかというと、空き家、空き店舗の活用というのを考えたときに、

外から来た方がしたいことをしてもらう、というのも大切かもしれませんが、むしろ大切なのは

こちら側、こういう物が足りないからこういう人たち、こういう職業の人たちに来てほしいとい

うのを知っておかないと、後になって大変なことになると思ったのでお聞きしました。一般的に

バーというものは先ほどフランスの話をしましたがヨーロッパなどではたまり場になっていま

す。先ほど「つなぐ、めぐる、たまる」という言い方をしましたが、「たまる」という意味では実

際に地元の方々が溜まっておられるということですのでとてもいい形態ではないのかなと思い

ます。この囲炉裏バーの実績があるということなのですが、これはまちなか再生というふうに考

えられると思うのですが、こうした動きが今後どのように続くのか。これは特異な例なのか。そ

のあたりの見通しについて教えていただきたいです。 

（尾崎係長） 

先ほど公共交通により循環バス路線を新設する予定となっています、本郷、下川、中設楽地区

は比較的空き家バンク登録数が多い地域でとなっています。空き家は、それぞれの空き家ごと、
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または管理者ごとに対応の仕方も多様で専門的な知識も必要になってきます。まちなか再生に効

果的に結び付けていくためには、空き家に専門的な立場からかかわる人材が必要ではないかと考

えました。そのため、先ほどの町長の挨拶にもありましたが、地域おこし協力隊で不動産業を担

う方を６月１日から採用させていただいております。現在は、８月に不動産業を立ち上げ、協力

隊の活動とは別で民間の事業者として空き家の管理業務を行なっています。具体的な実績はまだ

ありませんが、今後は現在地域支援課で行っている管理業務を委託することで空き家の適正管理

につなげていきたいと考えております。また、空き家管理や流通を促進することによって、地域

内経済循環も期待できて、まちなか再生に一役買う事業者の一つになると思われます。 

（岩崎学部長） 

地域おこし協力隊の方が不動産業を始められたということは素晴らしいなと思います。先ほど

の囲炉裏バーのような形で他にも開業したいというかたはおられるのでしょうか？ 

（尾崎係長） 

はい。いくつかの業種の方から回答を検討しているという相談を受けています。具体的にはパ

ン屋や美容院など開業したいという方が相談に来られています。 

（岩崎学部長） 

ありがとうございます。まちなかでの消費活動ということに関しては明るい兆しが見え始めて

いるのだなということが分かりました。ではまちなかだけではなくて町全体で見たときに事業者

数がどのような傾向にあるのかということを少しお尋ねしたいと思います。資料１に町内で操業

する法人企業数が載せられています。これは①しごとづくりのところの指標になります。これを

見ますと令和２年度の指標が５０となっていますが、平成２８年度が４９、翌年が４７、さらに

昨年度は４５と徐々に減ってきています。これは法人企業数ということですが、個人事業者も含

めて町全体の傾向を教えていただければと思います。 

（中野主事補） 

町全体の事業者の減少傾向ですが、個人、家族経営の小規模事業所が減少傾向にあります。 

（岩崎学部長） 

商工会に登録していない個人事業主などもおられると思います。そうなると中々把握しきれな

いと思いますが、もし他に何か情報があれば教えていただきたいです。 

（中野主事補） 

商工会に登録していない個人事業主などもいるようで明確な数字は分かりませんが、こちらが

把握していない事業者も増えていっていることは確かです。近年では、町内で小さな起業が起こ

っているようです。しかし、一方で既存事業者の廃業も続いていまして、昨年度もこの行政評価

でお話ししたとおり、毎年３～４事業所近くが減少しております。特に、生活に必要な食料品や

雑貨を取り扱う事業者が廃業しております。 

（岩崎学部長） 

やはり全体でみると廃業傾向がみられるということですね。そうした中で行政はどういった役

割を担っているのか、あるいは具体的に取り組んでいることがあれば、教えてください。 

（中野主事補） 

はい。現在商工会と連携して事業継承や起業者への支援、事業所の誘致などの検討を行ってい

ます。 

（岩崎学部長） 

事業を継続することに関する相談は商工会あるいは経済課で受けているのでしょうか、そのあ

たり教えていただきたいのですが。それと最近の相談内容の傾向が分かれば、なぜ廃業をするの

かの理由にもなるかと思いますので、そのあたりの傾向が分かれば、分かる範囲で良いので教え

て欲しいです。 

（中野主事補） 

現在、事業継続等の相談は商工会で受けております。相談内容の傾向に関しては廃業届、商工
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会の会員の方が届けられる脱退届の提出に来られるだけで事業継続に関する相談はありません。 

（岩崎学部長） 

そうすると先ほど生活に必要な食料品や雑貨を取り扱う事業者の廃業が目立つというような

ことをおっしゃっていましたが、これは個人、家族経営の小規模事業所の減少と捉えていいわけ

ですよね？ 

（中野主事補） 

はい、その通りです。 

（岩崎学部長） 

町内には個人事業主あるいは家族経営といった小さな規模の事業所がどの程度あるのかお分

かりでしょうか？ 

（中野主事補） 

商工会の独自調査から１９８企業中１８５企業が小規模事業所となっております。製造業その

他で従業員数が２０人以下または商業・サービス業で従業員数が５人以下の事業所を小規模事業

所としております。 

（岩崎学部長） 

そうすると圧倒的に小規模事業所が多いということを理解しました。先ほど相談に関してお尋

ねした時に事業の継続に関する相談は特に無いとおっしゃいましたけれども、廃業が毎年こうい

う形でどんどん起こっていて、その廃業の相談というのがあるのかどうか分かりませんが、その

原因が分かれば、少し詳しく教えていただきたいと思います。 

（中野主事補） 

事業主本人の高齢化、後継者不足や先生のおっしゃられた通り、儲けに繋がらないことが原因

となっている傾向がある。具体的には、事業主本人が介護等を必要とする状態になる前に、廃業

及びそれにかかる処理まで完了することを考えて、まだ動けるうちに廃業する事業主が目立つと

のことでした。中には廃業後、町外に転出した事業主もおられます。そのため、世間から見ると

もう少し働けるように見える年代の事業主の廃業が起きております。後継者不足については、自

分の子供たちに事業を引き継ぐことを多くの事業者は積極的に望んでいないということでした。

その理由としては、今後人口が減っていく中で、この地域で事業を行うことによって家族を養う

だけの儲けを得られる見通しが立たないため、とのことでした。 

また、現在は事業を行っているが、今後家族に介護が必要な状況になった場合には廃業もあり

得ると考え不安を抱えている事業者もいることが分かりました。 

（岩崎学部長） 

ありがとうございました。先ほど最後の点、非常に気になるのですが、家族の介護による廃業

ということをおっしゃったかと思うのですが、それはどういう状況なのでしょうか？ 

（中野主事補） 

家族の病気や高齢化などに伴い、介護等が必要になった場合、介護等必要になった人と、介護

等をする人の二人が事業から離れることになります。家族経営の場合、事業継続が即座に困難に

なるケースも想定されます。 

（岩崎学部長） 

なるほど分かりました。事業継続と介護の問題というのはあまり語られたことの無かった、で

も非常に喫緊の課題ではないかなというふうに受け取りました。ただ、家族の中での介護の負担

という問題は今に始まったことではありません。ではなぜ今課題として取り上げられているのか

というところを少し確認させてください。そこでまずは介護保険制度についてお聞きしたいので

すが、まずはその概要について教えていただけますでしょうか？ 
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（住民福祉課伊藤係長） 

介護保険制度の概要についてご説明します。介護保険は、介護を必要とする人を社会全体で支

える制度で、市町村や広域連合が保険者として運営します。介護保険への加入は４０歳以上で、

保険料を出し合って、介護を必要とする方がサービスを利用できる仕組みとなっています。 

（岩崎学部長） 

ありがとうございます。サービスにはどのようなものがあるのでしょうか？ 

（伊藤係長） 

介護が必要と判断されれば、サービス提供事業者や介護保険施設と契約をしたり、地域包括支

援センターに依頼するなどして、ケアプランに基づいてサービスを利用できます。 要介護の区

分は要支援１，２と要介護１から５の７段階になります。要介護１から５に認定された方は在宅

サービスか施設サービス等から選択できます。要支援１，２に認定された方は介護予防サービス

を利用できます。在宅サービスの種類としてはホームヘルパーが訪問し、食事、排せつなどの身

体介護や掃除、洗濯などの生活援助を行う訪問介護や、通所介護施設に通い、日帰りで入浴や食

事の提供、日常生活での介護や機能訓練などをうける通所介護、いわゆるデイサービスがありま

す。施設サービスについては特別養護老人ホーム、介護老人保険施設、グループホーム等があり

ます。 

（岩崎学部長） 

ありがとうございます。それでは在宅サービスによる介護に焦点を絞って質問させていただき

たいと思います。先ほど事業者における家族間介護による負担という話が出ました。２世帯以上

で同居しているご家族もいるかと思いますが、そういうご家族を応援するサービスというものは

あるのでしょうか？ 

（伊藤係長） 

昼間８時間以上独居となる世帯であれば、お弁当を配達する配食サービスが受けられますが、

それ以外の物は特に今はありません。 

（岩崎学部長） 

そうですか。ではなぜ２世帯以上で同居している家族を支援するサービスが少ないのでしょう

か。 

（伊藤係長） 

今のところどのような応援を必要としているのかというのを把握できていないという部分が

あります。東栄町では６５歳以上の高齢者が人口の半分を占めております。独居老人世帯や高齢

者夫婦のみの世帯増加による、老老介護も増えています。基本的には介護保険制度のサービスは

どの人も平等に利用できる制度となっています。 

（岩崎学部長） 

分かりました。そうするとこうした事業者の事業継続に関わる家族間介護の負担について、ど

のように分析されておられるのでしょうか？ 

（伊藤係長） 

事業継続と介護についての課題は、最近になって少しずつ顕在化してきたものです。介護をす

る家族の状況は様々であり、事業をしていれば事業の状況やその先の展望も様々であります。し

かしながら介護者が身近にいる場合は、独居世帯や高齢者のみの世帯の要介護者に比べ、家族の

負担が大きくなることも考えられます。こうした場合は、必要に応じてサービスを利用したり、

地域包括支援センターに相談をしたりすることで家族の負担を減らすことができるようにしてい
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ます。個別の事情に対応する中で今後の動向をつかみつつ、関係機関と連携しながら対応をして

いきたいと考えております。介護が必要とする状態になっても安心して生活が送れるように、介

護が必要な人を社会全体で支えていくことが介護保険制度の目的です。介護が必要な人にはおい

でん家などの集いの場での活動が楽しめる介護保険を利用するまでではないが少しの手助けが必

要な人、デイサービスなどの介護保険サービスを受けながら自宅での生活を維持できる人、自宅

での生活が困難になり施設等への入所が必要な人の大きく分けて３つの段階があります。介護を

受ける人の状態は多様であり、介護サービス事業所が少ない東栄町においては、介護が必要な人

に対するサービスは十分とは言えません。特に、介護保険を利用するまでにはいかない人へのサ

ービスは不足していると感じています。 

（岩崎学部長） 

どうもありがとうございました。今のお話の中で次のようにご説明がありました。実質的に介

護者が身近にいる場合に独居世帯、あるいは高齢者のみの世帯の要介護者に比べて、家族への負

担が大きくなっているというようなご説明がありましたけれども、これは具体的にはどのような

意味なのでしょうか？ 

（伊藤係長） 

先ほども申し上げた通り、基本的には介護保険制度のサービスはどの人も平等に利用できる制

度となっています。しかし、同居しているために、「介護保険制度を使いづらい」という声を耳に

することがあります。その背景には「介護は家族で行うことが前提」という昔からの考え方や、

制度を活用することへの遠慮などが、介護保険制度の申請に繋がりにくい一面があると思われま

す。一方で、独居世帯や老老世帯の場合は、離れて暮らす家族等による日常的な介護は困難であ

ることは明らかであり、介護保険制度の申請が比較的速やかに行われる傾向にあります。 

（岩崎学部長） 

分かりました。「介護は家族で行うことが前提」ではないということですね？ 

（伊藤係長） 

基本的には家族で行っていただきたい部分もありますが、介護保険制度においては社会全体で

支える制度となっているので、その家族で行うことが前提というふうには考えておりません。 

（岩崎学部長） 

分かりました。介護は家族で行うことが前提ではないと、介護保険制度はそうなっていないと

いうことですが、なぜ前提でないのか、という背景を少しお話いただけないでしょうか？ 

（伊藤係長） 

平成２７年度に策定された東栄町人口ビジョンによれば、平成１２年と平成２２年度を比較す

ると、１５歳～６４歳の生産年齢人口を６５歳以上の老年人口が逆転しています。また、世帯の

状況も３世代同居の割合は２７.４％から平成２２年度は２０.７％、直近の平成２７年度では１

８.１％に減少しています。一方で、単独世帯の割合は、１２年度が１９.８％、２２年度は２７.

２％、２７年度は３３.４％と増加しており、２０年前の３世代同居の割合と逆転しています。つ

まり、高齢者の割合が増え、同時に世帯の状況も単独や夫婦二人のみの世帯が増えており、家族

間による介護が困難であることから、社会全体で介護が必要な人を支える仕組みとして平成１２

年度に介護保険制度が導入されました。実際に制度を利用する際には、まず「自分でできること」

「家族でできること」を確認したうえで、どのようなサービスが必要なのかをケアマネージャー

を中心に本人や家族と決めていくものです。「自助」「互助」でできない場合に「公助」として利

用してもらうのが、介護保険制度です。制度の説明でも述べましたが、介護保険制度はあくまで

も、保険料を出し合って制度が成り立っているものであり、財源も人手も無限にあるものではな

いと思っております。サービスを利用する人が増えれば、保険料も高くなっていくことが考えら
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れます。 

（岩崎学部長） 

ありがとうございました。介護保険以外のサービスもいくつかあると思いますが、どのような

ものがあるのでしょうか？ 

（伊藤係長） 

介護が必要な状態にならないようにするため社会福祉協議会、地域包括支援センター、ＪＡ愛

知東によるミニデイサービスなど、様々な団体による活動や保健師による介護予防教室などの事

業が行われております。また、旧小学校区単位ごとに集会施設等を利用した多機能拠点施設「お

いでん家」を開設し、地域住民が日常的に利用することで住民同士の仲間づくりやふれあいの場

となるよう参加者の実情に合わせて実施しています。ただし、介護の専門知識のあるスタッフが

常駐しているわけではないため、介護や介助が必要な方が参加する場合は事前の相談が必要とな

っています。また、高齢のために独立して生活するのが不安な方や家族による援助を受けること

が困難な場合に利用が可能な東栄町生活支援ハウスは、家族の介護負担の軽減につながっている

と考えますが、利用には身の周りのことが概ね自立してできる方が対象となっています。 

（岩崎学部長） 

ありがとうございます。そうすると、家族間介護の負担により廃業を検討する事業者がいるこ

と、そして必要な介護サービスがまだまだ不足している状況があること、さらに世帯のあり方が

かなり変化してきていることが分かりました。こうした状況の中で今後介護を必要とする人、あ

るいはそれを支える家族をどのように支援していくのかといったところの考えをお聞かせくだ

さい。 

（伊藤係長） 

介護保険制度だけでは限界があり、在宅での生活をフォローしきれないところがあることか

ら、介護保険制度以外のサービスの充実が必要となってくると考えます。介護保険制度と介護保

険制度以外のサービスにより、本人及び家族を支援していく仕組みづくりに今後取り組んでいく

予定です。 

（岩崎学部長） 

仕組み作りについてですが、具体的な方向性はあるのでしょうか。特に家族間介護をする人へ

の支援はとても大切だと思うのですが、これは言い換えたら働く人への支援でもあるからです。

その仕組みづくりの中で検討していることがあれば教えてください。 

（伊藤係長） 

独居老人や高齢者世帯が増える中、自助の力だけでなく互助の力も減少しています。平成２９

年度に策定した地域包括ケア推進計画では「地域全体がつながり合い 安心して暮らし続けられ

るまちの実現」を基本理念としております。地域包括ケアシステムとは、「医療・介護・介護予防・

住まい・生活支援」が身近な地域で一体的に提供される仕組みのことで、この仕組みを構築して

いくために自分のことは自分で行う「自助」をベースにお互いに支え合う「互助」を活用する。

また、専門的なサービスが必要な場合には介護保険や医療保険といった社会保険の「共助」や、

福祉サービスとして行政が提供する「公助」を組み合わせながら、社会全体で在宅生活を支えて

いくことを目指しています。そのためには、介護保険制度以外のサービス、特に生活支援を充実

させていく必要があると考え、現在話し合いを行っているところです。 

（岩崎学部長） 

分かりました。最後に同じような質問になりますが、個人事業や家族経営をしている人を含め

て家族間介護をする人は働く世代の人が多いわけです。働く人を支えるという視点から、現在取

り組んでいることや検討していることがあれば教えていただきたいです。 

（伊藤係長） 

介護保険制度以外のサービスを検討する中で、介護による離職を防止するための方策等の議論

が始まっているところであります。家族での負担が個人の事業継続へも影響をする点について

は、今回のやりとりを通じて表に出てきた問題であります。今後は職種に関わらず、離職を防止

するための議論が必要だと認識しております。 

（岩崎学部長） 

以上、まちなか再生ということで、いくつか質問をさせていただきました。このまちなか再生

について、また少しコメントをさせていただければと思います。まず空き家物件を活用して、具

体的には囲炉裏バーが開業していると聞きました。そういう意味でまちなか再生が始まっている
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ことが分かりました。その一方で小規模事業者の廃業には介護の問題を始めとする様々な原因が

隠れているということも分かりました。時代とともに家族の形は変わってきます。そして生活の

仕方や質も変化しているわけです。だからこそ介護医療を始めとする暮らしのセーフティネット

は、次代を先取りして変化していくことで、生活を支える産業の土台部分となる必要があると思

います。 

とりわけ東栄町は全国に先駆けて高齢化が進んでいます。人口減少、高齢化とともに、自助は

もちろん互助の力も落ちている中で、地域包括ケア推進計画の基本理念、先ほどのご説明にもあ

りましたが、「地域全体がつながり合い 安心して暮らし続けられるまちの実現」、この仕組みづ

くりを行うことを検討していると聞きました。これは全国モデルにもなり得ると思います。 

実は私は豊橋市に暮らしているのですが、数年前に豊橋市の地域包括ケアの仕組みづくりとし

まして、「お互いさまのまちづくり協議会」に２年ぐらい関わっていました。自助、互助、共助、

公助の４つの〇助が出てきましたけれども、そのベストミックスがもちろん重要になるのです

が、特にこの「お互いさまのまちづくり協議会」というのは互助の部分、お金のかからない地域

の助け合い、支えあい、ここをどのように作っていくのということを協議して、実際に色々な活

動をしている団体に話を聞いたりしました。その中で結局互助を強調するということは行政がで

きないことを住民に丸投げしているだけだという批判もありました。そういう面が全くゼロだと

は言わないですが、私は発想を逆転させて、自助とか互助というものは「自分たちのことは自分

たちでやる」こと、つまり自治を育むことに当然通じているわけですから、これは「やらされて

いる、丸投げされている」ことではない、義務ではなくお互いの能力が可能性を発見して高めあ

う、そしてそれが生きがいに通じる、だからこれは楽しいことなんだという発想の転換、そうい

う意識が生まれる、実はそういう状況もありました。私はそれがとても大切ではないかなと思い

ました。もちろん豊橋と東栄は全然違います。これまでの地域としての履歴も違いますし、いわ

ゆるその姿、形も違います。ですので是非「東栄モデル」を持続可能な地域づくりとして作り上

げて今後全国に発信していただけたらと思いました。 

そのためにはやはり地域包括ケアシステムが目指すまちの姿を住民と共有することが重要だ

と思います。先ほどまちなか再生でストーリーを共有することが重要ではないかと申し上げまし

たが、同じことだと思います。共有すること、それを重視するべきだろうと思っております。 

また地域包括ケア推進計画は、総合計画における福祉基本計画にあたると位置付けられており

ます。これはまちづくり計画の一部を担うものになります。その実現のためには、単に福祉部門

のみだけではなくて、町全体の計画との整合性を図る必要があると思っております。簡単ですけ

れどもまちなか再生について、質疑応答の中で出た意見の中で感じたことを述べさせていただき

ました。 

それでは今日３点にわたる質問ということで進めてきましたけれども、とりあえず個別の質問

は以上終わらせていただきたいと思います。最後に全体の総括コメントということでいくつか考

えていることをお話させていただければと思います。 

この会議の冒頭、村上町長からまちづくりには「思想」が必要だとおっしゃいました。私はこ

れに大変感銘を受けました。今までまちづくりに「思想」が必要だということはほとんど聞いた

ことがありませんでした。多くの場合は「今このような課題があるので、その課題に対応するに

はこうしたら良いんだ」ということがどんどん先行していく、時には近視眼的になったり、ある

いは対症療法的、場当たり的な施策に取り組まざるを得ないということが、ともすると起きがち

だと思います。そうではなくて町民１人１人が、まちのオーナーとして、「ヒト・モノ・カネ」と

いう限られた資源管理を行っていく、ということをおっしゃっていたので、そういう観点からい

くつかコメントをさせていただきたいと思います。 

今回、事業継続と介護の課題が重要だということが分かりました。後継者がいないとなると第

三者に事業を継承するという事業承継の問題、これは最近「継業」ということがよく言われてい

ます。しかしこの介護、これを単に福祉でのみとらえていたと思います。ですが今回必ずしもそ

れだけではないのだと、働く人を支えて、産業を支えるための必要なセーフティネットであると

考えれば、これは攻めの介護医療と言いましょうか、「戦略的な介護医療」だと思うわけです。こ

の仕組みづくりが町の産業の持続を担保して、持続可能な地域づくりにつながるのではないのか

なというふうに思いました。 

ではその具体的なあり方、言い換えれば、地域経済を支える介護医療とはどのようなものなの

か、これを考える必要があるわけです。通常ですと、これは福祉だということで住民福祉課のマ
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ターであると、でもそうではなく先ほど申し上げましたが「戦略的な介護医療」、これは経済産業

にも当然つながっていくわけですから、部署横断的なプロジェクトを作って協働による模索が必

要ではないかということを強く感じました。 

それから商店や公共交通について話をさせていただきましたが、暮らしを支える事業者です。

こうした事業者が廃業してしまえば、暮らしのセーフティネットに穴が開いてしまうわけです。

また町内の消費活動の場が減って地域経済が縮小してしまいます。それは東栄町にとって非常に

大きな経済損失だと言えるわけです。ですからくどいようですが、この介護を始めとする暮らし

のセーフティネットの問題は、産業や地域経済にも直結する課題だということを改めて強く認識

する必要があるということを繰り返し申しておきたいと思います。 

そして「ヒト・モノ・カネ」の資源管理意識、まちのオーナーということはそういうことだと

いう話がありました。しかしこれも口で言うのは簡単で、そういう意識を持つにはやはり時間が

かかるものだと思います。とりわけ住民にその意識が十分に浸透するまでにはかなり長い時間が

かかるという覚悟が必要だと思います。そのうえで行政の役割ですが、やはり住民に対して適切

な情報提供、例えその情報が聞きたくないようなものでも、それを絶えず情報発信、情報提供を

し続ける、そういう責任があるだろうと思います。そのことが行政としての説明責任を果たすこ

とにも通じていくことだと思いますし、そのことで資源管理意識を持つ住民を育成することにな

るのかなと思います。繰り返しますけれども、町民はまちのオーナーだと、この発想は私これま

で聞いたことがございませんでした。本当に大切な考え方だと思います。オーナーであるならば、

町の価値を受け入れて、今を判断するための材料が必要になります。つまり、町の資源が今どれ

ぐらいあって、こういう状況なんだということを正しく住民に理解してもらうための情報提供が

行政にとって重要だと、それが繰り返しになりますが、行政の責務ではないかないうことを最後

に申し上げさせていただきます。それでは私からの第１回目の質問は以上で終わりということに

させていただきたいと思います。どうも長時間にわたりありがとうございました。 

（事務局） 

岩崎先生どうもありがとうございました。せっかくですので、この時点で町長から一言いただ

ければと思います。 

（町長） 

今先生からいただいたことを含めて我々が今計画を立てようとしているものに十分に活かし

ていきたいと思っております。特に行政側がやるものも含めてまちづくり基本条例を作らせてい

ただいたことも含めて、しっかりとした間違いのない情報を伝えながら、皆さんから受けたもの

を含めまして、我々東栄町は財政力指数も０.１９と愛知県でもワーストでありますが、そういう

状況の中でも、先ほどお話しした取り組みも含めて、確かに高齢化率も５０％近くなっています

が、そういった状況の中でも、移住定住施策をして若者が少しずつ社会増減が拮抗し始めており

ます。そういったことがちょうど東栄町にとって我々が目指す方向も変わりつつありますけれど

も、まだ２回目がありますが、今回はこのテーマにさせていただいて産業部分も含め、生活も含

め、それから介護も含め、我々にとって重要な時期に入ってきております。しっかりこのことを

受け止めて、地方創生の部分、それから東栄町の次の第６次総合計画の後期計画作りも来年控え

ておりますので、しっかりと我々が受け持っているエリアの中で再度先生からいただいたものを

受けてもう一度、しっかりと検討して住民にも我々の考えることを色々なところを通じてお話を

していきたいと思いますのでよろしくお願いします。ありがとうございました。 

（事務局） 

それでは岩崎先生どうもありがとうございました。本日予定しておりました内容は以上となり

ます。本日いただきました助言等につきましては、今後の改善に活かしてまいりたいと思います。 

以上を持ちまして、本日の総合計画戦略会議を終了いたします。 

なお、次回は「まちの活力を支える暮らしのセーフティネット」をテーマに１１月１２日（火）、

本日と同じ午後７時からこの会議室で開催します。本日に引き続き多くの方の傍聴をお願いいた

します。本日はありがとうございました。 

 

【閉会 ２０:３０】 

 

 


