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会 議 結 果 報 告 書 

令和元年１１月１３日 

 

会議の名称 令和元年度 第２回  

東栄町総合計画戦略会議 

開催年月日 令和元年１１月１２日（火） 

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 地域支援課長加藤文一 〃課支援係長尾崎あゆみ 

住民福祉課長伊藤太 〃介護保険係長野行宏 

    総務課長内藤敏行 〃財政係長加藤寿基 〃行政係原寿則 

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 〃企画政策係西森政智 

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「町の活力を支える暮らしのセーフティネット」 

  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２回総合計画戦略会議を開催します。開催にあたりまして、町長より、

御挨拶申し上げます。 

（町長） 

改めましてこんばんは。 

今お話がありましたように、第２回の総合計画戦略会議ということでございます。これまで総

合計画を、総合戦略に基づいて行ってきました。 

その施策につきまして、この場でいただく指摘や助言から施策を行う視点や考え方等を見直す

場でありますので、よろしくお願いします。 

まちづくりは当然一人一人の暮らしが重なり合って成り立っております。そして一人一人の暮

らしを支えるのが、個別の事業ではなく、政策どうしの連携でもあります。行政内部だけでは気

付くことのできない点に触れることができるこの会につきまして、時代が変化していく中でまち

づくりを進めるにあたって大変貴重な場となっております。 

今参事からお話がありましたように９月に第１回を開催しております総合計画戦略会議では、

介護を初めとする暮らしのセーフティネットの問題、それから産業の地域経済にも直結する課題

である点、また町のオーナーである住民の皆さんが町の資源管理をするには行政からの適切な情
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報提供が必要という点について御指摘をいただいたところでございます。 

こうした点については、行政内部や関係機関では認識されていなかった潜在的な課題でござい

ます。外部有識者である岩崎先生から御指摘をいただき、改めて認識をすることができたところ

であります。 

またこうした開かれた会を開催することで今日も傍聴されております、町民の方々にも多くの

方と共有することができるということも期待をしているところでございます。 

今年度は町では総合戦略の改訂作業を行っております。先日の第１回の推進会議におきまして

は、暮らしやすい町を次世代に繋げるために、資源管理意識を持ったまちづくりを行うことで、

将来に渡って賑わいを保ち続ける町を目指すという基本方針を確認させていただいたところで

あります。 

この会議での気づきをさらに現在の戦略案に反映させていただきたいというふうに考えてお

りますので、本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

（事務局） 

申し遅れましたが本日進行を務めさせていただきます東栄町参事の丹羽でございます。以降着

座にて進行させていただきます。 

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） 

振興課の佐々木と申します。よろしくお願いします。 

まず初めに資料の説明をします。第１期の総合戦略において２０４０年の将来展望人口を２１

００人確保するという目標を達成するため、６つの基本目標ごとに数値目標および具体的施策を

定めました。資料１はその施策ごとに平成２８年度から平成３０年度の実績数値が書かれたもの

です。青色のセルは目標数値を達成しているもの、赤色のセルは策定時点の基準値を下回ってい

るもの、黄色のセルは策定時を上回るが目標値は下回っているものです。 

また、一番右側の枠には平成３２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

記載しています。これは行政の内部評価です。 

次に、資料２です。こちらは国の地方創生関連の交付金を活用して実施した事業について、詳

細に効果検証したものです。 

次にこの会議の趣旨についてです。行政評価では第６次総合計画と東栄町まち・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、昨年度より外部有識者による

評価を実施しています。 

評価方法としては、担当課による内部評価と外部有識者による評価です。外部有識者による評

価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。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のを目的としています。 

今年度の外部評価は、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」の２つのテーマを絞って評価をいただきます。 

なお、「暮らしを支える産業とまちの活性化」につきましては９月２７日に既に実施していま
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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、評価いただきました事項については、各担当課において今年度改訂する総合戦略および

来年度改訂する総合計画の他、各種計画への反映および新年度予算へ反映するなど、町政の運営

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。 

本日のテーマは「まちの活力を支える暮らしのセーフティネット」です。それでは岩崎先生か

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。ではここからの進行

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。前回に引き続きですが、第２回目のいわゆる行政評価ということでよ

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、先回は「暮らしを支える産業とまちの活性化」

というテーマで質疑をさせていただきました。 

本日は「まちの活力を支える暮らしのセーフティネット」というテーマのもと、大きく４つく

らいの項目に分けて質問を順次させていただきたいと思っております。 

それではまずは、おいでん家から質問をさせていただきたいと思っております。 

東栄町での暮らしを支えるセーフティネットを考えるうえでおいでん家の存在、これは欠かせ

ないものだと理解をしています。昨年度のこの総合計画戦略会議におきましても質問をさせてい

ただきましたが、確認も含めていくつか質問をさせていただきたいと思います。先ほど事務局か

らの説明にもありました資料１を見ますと、裏面にある小学校区での高齢者等の生活支援拠点施

設の設置数、ここがおいでん家に相当するものだと思いますが、平成３２年指標の１１に対して

１２ということで順調に推移しているように見えます。まずはそのおいでん家の現状について教

えていただけますでしょうか？ 

（住民福祉課長野主事補） 

住民福祉課の長野です。よろしくお願いします。現状について報告させていただきます。 

資料は平成３０年度の実績のため、地域の集落施設等を活用して１２か所で開催されていまし

たが、現在は１１か所開催となっております。 

なお、延べ参加人数、延べ開催日数を申し上げさせていただきますと、平成２８年度は延べ参

加人数９，３５２人、延べ開催日数は９３４日です。平成２９年度は延べ参加人数１２，５４８

人、延べ開催日数１，２８４日、平成３０年度は延べ参加人数１２，４３８人、延べ開催日数は

１，２５２日、平成２８年度と平成２９年度で数字が大きく違うのは平成２８年度途中からおい

でん家が新たに８か所参加したために数字が大きく変わっています。以上です。 

（岩崎学部長） 

今延べの参加人数と参加日数をご説明いただきましたが、開催日数は延べで１２００日、昨年

は１２か所ということですから１か所平均１００日開催しているということで、各おいでん家に

おきまして週に２回ぐらいという勘定になるのでしょうか？  
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（長野主事補） 

これは地区ごとに開催日数が違いまして人口が比較的に多いところは週４日程度、人口が少な

いところは週２日、一番少ないところは月２回といった開催日数になっています。 

（岩崎学部長） 

なるほど、地区によってバラバラということですね。 

延べ参加人数も先ほど大体１２，０００人ぐらいということをお聞きしましたが、そうすると

これまでの単純平均すると一つのおいでん家で年間１，０００人ぐらい。これは延べということ

ですが実人数というのは分かりますでしょうか？ 

（長野主事補） 

 実人数というのも日誌で実数を出しているので人数は把握しているのですが、おおよそなので

すが、平均すると１開催について１０人程度です。 

（岩崎学部長） 

 正確な人数でなくても大丈夫です。ありがとうございました。それで特に足の悪い方や集会所

に行けないという人たちもおられると思いますが、その対応というのはきめ細やかなものになっ

ていると理解してよろしいのでしょうか？ 

（長野主事補） 

 送迎車を各おいでん家に用意していまして、ご自宅まで迎えに行って送迎を行うといった形で

す。足がない方、足が不自由な方にも対応できるようになっています。 

（岩崎学部長） 

分かりました。ありがとうございました。先ほどの説明で、１２か所開催されていたわけですが、

現在は１１か所ということのお話をいただきました。この理由はなぜなのでしょうか？ 

（長野主事補） 

まず最初に、減った地域の支援員の方から相談で、支援員自身の高齢化や家族との事情により、

支援員の人数が少なくなっており、２名体制での施設の維持が難しくなり、当初は地区でのおい

でん家の運営を辞めたいという要望がありました。ですが役場では支援員の派遣や他地区との合

同開催を提案しましたが、支援員や参加者が地域での運営を強く望んでいる状況でした。役場か

らは継続を希望し、協議の結果自主運営として継続する形となりました。 

（岩崎学部長） 

 分かりました。自主運営ということの説明がありましたが、これはおいでん家自体は役場の運

営ということで、それと自主運営との具体的にはどう違うのでしょうか？支援員の数が違うとい

う理解でよろしいのでしょうか？ 

（長野主事補） 

 まず自主運営と申し上げていただいたのですが、通常の今おいでん家として運営させていただ

いている１１地区に関しましては開催時間が午前１０時から午後４時まで、支援員が必ず２名い

るというような体制、あと支援員には今時給をお支払いしているような状況です。 

 自主運営に関しましては地域での運営になりますので、支援員というかボランティアで地域の

方が一緒に参加者と参加しているといったイメージです。 

（岩崎学部長） 

ありがとうございます。すると自主運営に変わったことに関して、どのように分析をされてい
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るのでしょうか？ 

（長野主事補） 

分析としまして、まず自主運営に切り替えた最大の理由は、今回支援員の確保が困難であるた

めでした。おいでん家を始めるにあたっては、役場が地域に投げかけて始まった事業ということ

もあったため、運用方法を統一して運用しています。そういった点で自由度が少ないと思ってい

ます。特に今回の事例では支援員数の確保が地域によって持続が難しいものでした。今回の地域

に関しては自主運営することにより、地域の考えをより反映できるものと考えています。この事

例のように住民の意見をより反映するために、自主運営化することも一つの考え方だと思ってい

ます。 

（岩崎学部長） 

そうしますと、その自主運営に切り替えた地域というのはその後どのような形になったのでし

ょうか？ 

（長野主事補） 

 おいでん家という集まりがあった中で、地域で集まる場所を無くしてはいけないという思いが

支援員の中であり、継続して集まって現在月２回その地区では開催しています。自主運営化する

以前は週１回の開催でした。また積極的に地域への声掛けなどを行うだけでなく、町内の飲食店

に昼食を食べに行くなどの活動もしています。またおいでん家として開催していた時の支援員等

が中心となって介護予防の体操を継続して行っています。合わせて関係機関では他のおいでん家

と同じように、地域の人が集まる場所として活用しています。例えば保健師による健康教室等、

以前と変わらず行っています。総合計画戦略会議の KPI 指標事業一覧では目標地区を１１地区

としており、平成３０年までの実績は１２地区となっています。今回１か所が自主運営化したこ

とにより、おいでん家の開催地区としては１１地区となっていますが、ただしこれは１地区減っ

たというよりも他の地域に先駆けて次の段階に進んだ地区が１地区あると、担当課としては捉え

ています。 

（岩崎学部長） 

 減ったのではなくて、他の地区に先駆けて次の段階に進んだとおっしゃいましたが、これは言

い換えたら発展的解消というように捉えてもよろしいでしょうか？ 

（長野主事補） 

 今回の事例で言いますと、元支援員だった方も積極的に参加していただいて、地域の方の意見

をより一層反映できるものであるので、今回の事例に関しては発展的なものと捉えています。 

（岩崎学部長） 

 分かりました。ありがとうございました。 

 それではそもそものところでお聞きしたいのですが、これは昨年度も確認をさせていただいて

いたかと思いますが、おいでん家のそもそもの目的というのは一体何だったのか、改めて教えて

いただけますでしょうか？ 

（長野主事補） 

 東栄町地域多機能拠点事業運営要綱より、目的の部分を読み上げさせていただきます。町内の

集会施設等を利用し、生きがいおよび健康づくり、生活支援ならびに多世代交流につながるため

の事業等を参加者の実情に合わせながら実施する。また地域住民が拠点事業を日常的に利用する
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ことで、住民どうしの仲間づくりおよび、ふれあいの場を広げながら地域の絆を再構築できるよ

う支援することを目的としている、というような要綱になっています。 

（岩崎学部長） 

 要綱だけあって頭に入らないところもあるのですが、いろいろな目的が複雑に絡まりあってい

るというのか、錯綜しているというのか、そんな印象を受けたのですが、もう少し分かりやすく

言い換えると、どうなるのでしょうか？ 

（長野主事補） 

 まず目的を大きく分けると二点あると考えています。まず一点目としまして生きがいづくりや

健康づくりをして、地域での生活を自助および互助の面から支えること。二点目としまして、多

世代交流など、地域住民の交流を通して地域の絆の再構築をすることだと考えています。 

（岩崎学部長） 

 今二点にまとめられるということで、まず最初がいわば介護予防としてのおいでん家という位

置付けでしょうか。二番目が場を活用した地域づくりというように捉えてよろしいのかなと今お

話を聞いて思いました。 

 先ほど冒頭でお話しいただいた延べ参加人数というのは２つの事業の合計ということで理解

してよろしいのですね？ 

（長野主事補） 

はい。２つの事業に参加していただいた方の合計になります。 

（岩崎学部長） 

はい、わかりました。 

 それでは今２つに簡単に目的を分けていただいたので、まず第一点目の介護予防について少し

掘り下げてお聞きしたいと思います。確か生きがいづくりや健康づくりというようなことをおっ

しゃっていたように思いますが、これ具体的にはどのような取り組みをされているのでしょう

か？ 

（長野主事補） 

 現在している取り組みといたしまして、毎回体操の依頼をしています。また脳トレなどもして

います。脳トレといたしまして、新聞についているクロスワードや手の体操など、指を動かした

りして脳の活性化などをしています。また出前講座を通して健康に対する知識を増やしたりする

などの活動をしています。 

（岩崎学部長） 

毎回の体操というのはどういうことなのでしょうか？ 

（長野主事補） 

支援員の方が書く日誌がありまして、その日誌の中に体操記入欄というものがありまして、必

ず毎回簡単なラジオ体操でも構わないので体操をしていただくように依頼をしています。 

（岩崎学部長） 

 そうすると大体１０名くらいの方が、このおいでん家に来られて、今のようなことを毎回行っ

ているということですね。 

（長野主事補） 

 体操に関しては毎回していますが、脳トレなどはその地域によってやる日、やらない日という
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ものがあります。 

（岩崎学部長） 

出前講座というのは例えば外部から講師を招いて何か健康づくりに関する講演をしていただ

くということなのでしょうか？ 

（長野主事補） 

外部からというよりは役場内の保健師が、出前講座としまして例えば糖尿病の口座であると

か、そういったことをしています。 

（岩崎学部長） 

 こういったことに関して、やはりこれは需要が高いと思うのですが、参加している方の満足度

というか、生の声というのはお分かりですか？ 

（長野主事補） 

生の声といったところでは、アンケートは取っていないのでアンケートといった形では把握し

ていませんが、皆さんに聞くとやはり出前講座等をやると参加人数が多くなったりするので、か

なり皆さん関心がある事柄なんだと把握しています。 

（岩崎学部長） 

はい、分かりました。ありがとうございました。 

 それではもう一つの目的として挙げてくださった場を活用した地域づくりというふうに捉え

ることができると思うのですが、これはどんなことを行っているのでしょうか？ 

（長野主事補） 

 まずおいでん家という場が参加者同士の交流の場としての機能があります。またおいでん家で

作成したものを町の文化祭へ出展するなどの活動をしています。 

（岩崎学部長） 

交流の場ということなのですね。町の文化祭に出品するのは例えば絵手紙とかそういうものな

のでしょうか？ 

（長野主事補） 

 折り紙など皆さんかなり日数をかけて丁寧に作られた作品を文化祭に出品しています。 

（岩崎学部長） 

 分かりました。確か昨年のこの会議でこのおいでん家に関して今後は地域の多機能拠点として

考えているといったご回答があったと記憶しているのですが、その点はどうなっているのでしょ

うか？ 

（長野主事補） 

 町の方針として、多機能拠点が必要という考え方は変わっていません。また、岩崎先生から防

災など、他の事業などとの連携が必要とのご指摘をいただいているかと思います。ただし住民福

祉課だけでは解決できないため、そうした点を踏まえ、今年度は各課横断によるプロジェクトチ

ームを立上げて、関係する部署などこれまでの分析や今後の検討をしている最中です。 

（岩崎学部長） 

なるほど。各課横断によるプロジェクトチーム、これは若手の方が中心になって組織されてい

るのですか？ 
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（長野主事補） 

 このチームは若手が中心ではなくて、関わってくる課の人になるので、係長から課長まで幅広

く参加してもらっています。 

（岩崎学部長） 

分かりました。そうするとこのプロジェクトチームではどんなことを議論しているのか、教え

ていただけますでしょうか？ 

（長野主事補） 

 プロジェクトチームで議論されている内容としまして、先ほど先生にご指摘していただいたと

おり、介護予防や高齢者の集いの場としておいでん家と、地域の拠点としてのおいでん家と分け

て考えていくという議論になっています。介護予防としてのおいでん家は住民福祉課で対応する

ことになりますが、地域の拠点をいかに活用するか、活かしていくかは、いろいろな課や関係機

関も交えて考えていく必要があります。その拠点に様々なものが集まった結果が地域の多機能拠

点と呼ばれることになると考えています。 

（岩崎学部長） 

地域の拠点ということですが、具体的にはどういうことなのでしょうか？単なる場という意味

で地域の拠点ということをおっしゃっているのでしょうか？ 

（長野主事補） 

 現時点でプロジェクトチームの中での話し合いの内容を申し上げますと、現在と同じように移

動販売の立ち寄り所としての活用を継続すること、また今後公共交通のバス停や、防災との連携

など議論の中で意見が出ています。 

（岩崎学部長） 

分かりました。初めにも少し言いましたが、セーフティネットとしてのおいでん家はとても重

要な役割を持っていると私も考えています。 

１２か所のうち、１つがいわゆる発展的解消と言うのか、先駆的な形での次の段階へ移行した

とおっしゃっていただきましたが、今後の展望と言いますか、多機能拠点としても含めて、もし

何か利用している住民の要望なども念頭に置きながら今後の展望というものがお考えがあるよ

うでしたらお聞かせいただければと思います。 

（長野主事補） 

 今後の展望としましてはプジェクトチームで話し合ってはいるのですが、地域の住民の方が望

む形が望ましいと思います。まずは地域の住民の方々の意見を取り入れることが重要だと考えて

いまして、その意見を取り入れるためにどうしていくかということを話し合っている最中です。 

（岩崎学部長） 

どうもありがとうございました。とりあえずおいでん家に関しては以上で終わりにさせていた

だきたいと思います。 

続いて２つめの項目としまして、防災についてお聞きしたいと思います。 

まず第１番目ですが地域での防災拠点、これはどこに指定されているのでしょうか？ 

（総務課原主事） 

 総務課行政係の原と申します。地域での防災拠点がどこに指定されているか、についてですが、

町内１４の自主防災会があり、各自主防災会の本部となる避難所が地域での防災拠点として指定
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されています。 

（岩崎学部長） 

 避難場所とか避難所というのは、地区住民の安全を確保しなければならないわけですが、その

点は十分確保できている場所というふうに理解してよろしいのでしょうか？ 

（原主事） 

 まず前提として、避難場所、避難所についてお話しさせていただきます。 

避難場所は災害発生の恐れ、または災害発生時等、町が避難勧告を発令した際に緊急的に避難

する施設や場所を指します。 

避難所は災害発生後、自宅での居住が困難な場合に施設等の安全が確認されたうえで、被災者

が生活する場所を指します。 

そのうえで避難場所については地震災害時に身の安全を守るための広い場所が確保されてい

ることなどを基準に指定しており、避難所については想定される被災者などが収容可能な施設か

どうかといったことを基準に選定しています。 

しかし土砂災害警戒区域ですとか施設の耐震基準等、施設によっては安全が確保されていると

は言えないものもあるため、避難所については災害の種類に応じて適切に開設する、避難所の再

指定や、県など関係機関と連携した土砂災害防止対策など取っていく必要があると認識していま

す。 

（岩崎学部長） 

 避難所ですが、これは集会施設を避難所にしているということですね？ 

（原主事） 

   集会施設もありますが、その他にも町の食生活支援センターや結の里といった施設、小学校や

旧小学校も避難所としています。ですが中心地域にこういった施設が限定されていることなど、

避難所として必要な機能を持つ施設が、集会所に限られている地域もあります。 

（岩崎学部長） 

 つまりいろいろな施設があるわけですが、避難所としてはやはり集会施設が一番適切であると

いう理解でよろしいわけですね？ 

（原主事） 

 そうです。 

（岩崎学部長） 

分かりました。災害時におきまして避難所に必要な機能というのはどのように理解されている

のでしょうか？ 

（原主事） 

   避難所の機能ですが、まずは被災者の安全の確保。続いて生活に必要な機能が備えられている

ことです。そのうえで交通手段や通信手段が確保されることで必要物資の調達や情報伝達など、

避難所の円滑な運営が可能であることが必要な機能であると思います。 

（岩崎学部長） 

分かりました。実際に災害が起こった時、災害時においてはやはり地域と行政の役割分担がと

ても大切だと思います。さきほど１４地区で自主防災会が作られていると。自主防災会は地域だ

と思うのですが、その地域と行政の役割分担をどのように考えているのか、教えていただけます
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でしょうか？ 

（原主事） 

 地域においては自分たちの身は自分たちで守ること、行政はそのために必要な措置や支援、

情報提供を行うことが役割だと認識しています。具体的には避難所を例にしますと行政の役割

は避難所の開設やその後の情報提供、物資輸送等の後方支援、地域で対応が困難な救護などの

対応になります。地域の役割については避難所の運営や簡易な救護など、住民同士での支えあ

いが役割になります。 

（岩崎学部長） 

 避難所の運営は誰が行うのでしょうか？ 

（原主事） 

 避難所の運営は被災者や地域住民が行うことが望ましいと認識しています。具体的な担い手と

しては、各地域の自主防災会を想定しています。 

（岩崎学部長） 

 分かりました。今は主に場所というか施設、ハードの面をお聞きしましたが、やはり防災で必

要なのは今自主防災会の話も出てきましたが、担い手、人だと思います。東栄町では防災士の育

成にも力を入れているということですが、そもそも一般論として防災士というのはどのような資

格なのか教えていただけますでしょうか？ 

（原主事） 

これについてですが、防災士というものに明確な役割が示されたものはありません。防災士を

取った方それぞれが、自分の問題意識ですとか、得意分野に応じて地域防災に関わることが防災

士です。 

（岩崎学部長） 

 NPO の認定ですよね？ 

（原主事） 

 はい、そうです。 

（岩崎学部長） 

 そのためにはそれなりの研修を受けるとか課程があるのでしょうか？そのあたりも教えてく

ださい。 

（原主事） 

 年に２回防災士の試験がありまして、その試験を受講しまして、試験を通じて資格取得するこ

とで防災士と認定されます。 

（岩崎学部長） 

分かりました。そうすると東栄町での防災士の現状はどのような状況になっているのでしょう

か？ 

（原主事） 

 町は昨年度から防災士の資格取得に対する助成を行っております。昨年度１４名が取得し、今

年度も１０名が取得予定です。 

防災士についてですが、自分の身は自分で守るという住民の防災意識の向上のために取り組む

こととしておりまして、今年度から防災士会として昨年度受講した防災士が集まり、活動内容に
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ついて意見交換をしています。 

今年度は平常時における啓発活動として文化祭での展示や広報誌への掲載、防災訓練における

地域での講話などを行いました。その他、意見交換の中では防災まち歩きなど、平常時における

防災意識の向上につながる取組みについて、検討を進めています。 

（岩崎学部長） 

 そうしますと、防災士の活動というのはむしろ平常時での活動がメインということなのでしょ

うか？ 

（原主事） 

 先ほどの説明が不十分だったところもあったかもしれませんが、防災士の活動自体に明確な役

割ですとか、平常時に活動する、災害時に活動するというように、いつの時点に活動するという

ものは特別定まっているものではないと認識しています。 

その中で地域の防災に関わる個人としてそれぞれの問題意識や得意分野によって活動内容も

異なるものだと考えています。 

そういった中ですが、東栄町においては防災士会で意見交換をした中で、町で行う防災訓練は

発災後を想定した訓練に限られているなど、特に平常時における事前準備に重点を置いて災害を

軽減するという面での防災の重要性について、１４名の防災士の意見が一致したため、防災士会

としての活動としては平常時における活動に重きを置いて取り組んでいます。 

（岩崎学部長） 

 なるほど、分かりました。それではその防災士、今１４名でさらに今年度は１０名増やす予定

だということですが、どんな方が防災士になるのでしょうか？ 

（原主事） 

 今防災士になっている方ですと、消防団の OB の方や、役場の職員もおりますが、そういった

若い世代に限らず、男性女性に限らず、幅広い世代、職種の方が防災士になっています。 

（岩崎学部長） 

 役場としても恐らく地区に上手い形で分散する方が望ましいのだろうと考えていると思いま

す。声掛けというのか、「どうですか？」みたいな働きかけはやっているのでしょうか？ 

（原主事） 

 地区の自主防災会に働きかけているほか、昨年度取得した方の中に消防団の OB の方もいるの

で、そういった方の伝手を通じて輪を広げている状況です。 

（岩崎学部長） 

そうすると先ほど１４の自主防災会があるとご説明いただきましたが、１４名の防災士とい

うのはそれぞれの自主防災会に１人ずついるということなのですか？ 

（原主事） 

そうではないです。 

（岩崎学部長） 

 そうしますとこれからの東栄町としては、防災士をどんどん増やしていくようなことをお考え

なのか。それとも今は、言葉が悪いかもしれませんが質を向上させると言いますか、そういった

ことをお考えなのでしょうか？そのあたりはどうでしょうか？ 
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（原主事） 

 今各地区の自主防災会に防災士がいる状況でないということからも防災士の人数を増やして

いく必要はあるとともに、防災士自体は自分の身は自分で守るという一住民として防災意識の向

上とそれを周りに広めるといった役割もあることから増えれば増えるほどいいと認識していま

す。 

それと合わせてですが、防災士が自主防災会や地域の関係者と一緒になって平常時の防災も含

め防災にいろいろな形で関わっていただくことで質の向上と言いますか、地域とのかかわりを深

めていただく取り組みを今後は進めていく必要があると考えています。 

（岩崎学部長） 

 そうしますと、地域、自主防災会ではこの防災士の活動をどのように捉えたらいいと考えたら

いいのでしょうか？ 

（原主事） 

 自主防災会とは、会議などで情報交換をする機会を設けておりまして、そういった場で防災士

の紹介、東栄町の防災士会として取り組んでいきたいといった役割について情報共有を図ってい

ます。活動内容や、役割についてはおおむね自主防災会においては理解していただいているもの

と認識しております。具体的に申しますと、ある地区でですが、自主防災会と防災士が、積極的

に意見交換を重ねまして今年度実施した地域の防災訓練において、防災士が講話をするという事

例があり、防災士の位置づけや認知を地域の中で高めていこうと積極的に取り組んでいる地域も

あります。防災士の活動自体は今年度から始まったものになりますので、平常時における防災と

いう役割を１つの柱としてこのように防災士の役割や取り組みが地域の中に作られていくこと

が理想であると考えています。 

（岩崎学部長） 

 なるほど、分かりました。少し整理をさせていただきたいのですが、担い手としては地域には

自主防災会がある。それから消防団ももちろんあります。それから防災士もいる。この三者の関

係あるいは役割分担というのはどういう整理をしたらよろしいのでしょうか？ 

（原主事） 

 あくまでも避難所ですとかそういった地域における防災の主体は地域の自主防災会であると

考えています。消防団としての役割は消火活動ですとか人の救助ですとか、自主防災会から求め

られて行う活動になると思います。防災士については明確な位置づけがないという点で自主防災

会と防災士、それぞれが地域の中で関係性を作っていく、防災士自体も主体として入る場合もあ

るし、地域の住民の側に平常時に防災について伝えるといった役割もあるという流動的な役割に

なるのかなと考えています。 

（岩崎学部長） 

 なかなか難しいところがあると思いますが、分かりました。先ほど 1 つ聞き忘れたことがあり

ます。防災士の具体的な活動として、防災まち歩きというようなことを先ほどおっしゃっておら

れたかと思いますが、これは具体的にはどういったものなのでしょうか？ 

（原主事） 

 これも防災士会の意見交換の中で出たものなのですが、防災まち歩きを企画していきたいとい

うものですが、防災まち歩きとは自分が住む町にどのような危険があるかなど実際に町を歩いて
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地図を作成するというものです。多くの参加者で側溝ですとかブロック塀といった危険個所を確

認したり、コンビニやガソリンスタンドなど、防災資源を確認することで、それを地図にして多

くの住民や関係者とそういった情報を共有するが出来ます。参加者が自分の目で確かめることと

それを共有することで、防災意識の向上や地域の共通認識作りを進めていただくことを目的とし

ています。 

（岩崎学部長） 

分かりました。いわゆる行政が作っているハザードマップのようなものとは違って、地区住民

自らが自分の足で歩いて目で見てここが危険だとか、そういったことを地図に落とす、そういう

ものだというふうに理解していいわけですね？ 

（原主事） 

 はい。 

（岩崎学部長） 

分かりました。どうもありがとうございました。防災に関してはハード、施設の面から人、担

い手の面で御質問させていただきました。 

では以上で防災についてはとりあえず質問は終わりということで続いて３つめの項目に移ら

せていただきたいと思います。 

３つめは公共施設の管理ということでございます。さきほどのおいでん家での質疑の中で集会

施設を多機能拠点にというお話がございました。これからその地域の中心となる多機能拠点化を

進めるにあたって施設そのものの管理運営をどうしていったらいいのか、ということは非常に大

きな課題だと思われます。従いましてこの点についていくつか質問をさせていただきたいと思い

ます。 

まず始めに地域の集会施設の管理運営、これはどのように行われているのか教えていただけま

すでしょうか？ 

（総務課加藤係長） 

 総務課財政係の加藤と申します。よろしくお願いします。地域の集会施設の管理運営について

ですが、現在地区、東栄町には行政区が６つあるのですが、そちらの方へ指定管理という形で運

営の方を委託しております。 

（岩崎学部長） 

６地区に指定管理委託をしているということで、その内容はどのようなものなのでしょうか？ 

（加藤係長） 

 内容についてですが、施設の維持管理一切、浄化槽の手入れ等々も含めてそういった維持管理

ですとか、施設の予約を管理すること、あとは軽微な修繕、こういったことに関するもの一切が

対象となっております。 

（岩崎学部長） 

 分かりました。集会施設は東栄町内に全部でどれぐらいあるのでしょうか？ 

（加藤係長） 

 集会施設の数でございますが、現在指定管理を行っているものすべてで４３施設ございます。 

（岩崎学部長） 

 それではその４３施設すべてに対して指定管理委託料が発生しているというふうに考えても
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よろしいのでしょうか？ 

（加藤係長） 

 はい、その通り、すべての施設について、施設の面積ですとか火災保険料、借地料、そういっ

たものを加味して指定管理委託料を支出しております。 

（岩崎学部長） 

 つまり指定管理料が発生していない集会施設はないということでしょうか？ 

（加藤係長） 

 発生していない施設はございません。 

（岩崎学部長） 

 分かりました。地区の数と比べて集会施設はかなり多いと思うのですが、その理由は一体どこ

にあるのでしょうか？そもそも集会施設はどのような経緯で地域にあるのか、複数ある場合は施

設ごとに目的が異なっているのか、そのあたりお聞かせいただけますでしょうか？ 

（加藤係長） 

 施設の数が地区数より多いということですが、集会施設というものについては地元で集会、会

合、祭礼、そういったことに主に利用されております。過去には地域、地区からの要望により補

助金を町の方で用意して設置されてきたと把握しております。基本的には、さきほど東栄町は６

区あると申し上げたのですが、その下の括りということで、大区の中に小区があったり、組とい

う昔の五人組の名残のような小さな括りもあるのですが、多くの集会施設に対しては複数の組や

小区、こちらの方で共同運営されているものが多いように思いますが、地区によっては一番小さ

な組で集会所が設置され、管理されているところもあります。ある程度の範囲内に複数の集会施

設があるという地区もございますが、それぞれの目的について、明確に差があるかということは

まったくなく、ほぼ差がないものと認識しております。 

（岩崎学部長） 

 なるほど分かりました。どうしても施設は維持管理が難しい、お金の面もありましてよく閉鎖

される、あるいは統合されるというケースがあると思うのですが、東栄町ではここ１０年ぐらい

の間に廃止をした集会施設というのはございましたでしょうか？もしあればどのような理由で

廃止に至ったかというあたりを教えていただけますでしょうか？ 

（加藤係長） 

 廃止に至った施設、ここ１０年あたりで、ということですが、なかったと私共としては把握し

ております。 

（岩崎学部長） 

 分かりました。さきほどおいでん家も集会施設を使っているということを確認させていただき

ましたが、おいでん家を開催する場所になっている集会施設とそうでない集会施設との違いとい

うのはあるのでしょうか？ 

（長野主事補） 

 おいでん家の構想を各区長に相談しまして、その後各区長から地域の施設として利用の提案が

ありました。その提案していただいた施設をもとに役場と区で相談し、おいでん家の拠点としま

した。おいでん家の拠点として、地方創生加速化交付金を活用し、段差の解消やトイレの改修も

合わせて行いました。 
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（岩崎学部長） 

 おいでん家の施設として使われているものは国の補助金がそこに投入されて改修がされてい

るということですね。 

それでは一般的な、と言いましょうか、集会施設の老朽化が当然進んでいくわけですが、その施

設改修の費用負担はどのようになっているのでしょうか？ 

（加藤係長） 

 集会施設の老朽化等に伴う費用負担について、指定管理を委託している地区の財源で修繕を行

ってもらっております。しかしながら町の補助金交付要綱がございまして、そちらの対象になる

場合には、その地区が役場の方へ申請して補助を受けて修繕等を行うことも可能です。 

（岩崎学部長） 

 町はどの程度の補助を行うのでしょうか？上限額の決まりはあるのでしょうか？ 

（加藤係長） 

 補助の方ですが、維持補修のような修繕の場合は、かかる費用の２０万円を差し引いた残額に

対して４０％の補助を行っております。 

 施設の増改築といった場合には同様に２０万円を差し引いた残額に７０％の補助ということ

で交付しております。これは災害等による補修が必要になった場合等につきましては補助の方が

増高されまして、維持補修の場合は２０万円を差し引いた残額の６０％、増改築の場合は２０万

円を差し引いた残額の８５％の補助ということで、行っております。 

特に上限額についての定めはありません。 

（岩崎学部長） 

 はい、分かりました。そうしましたら老朽化に伴って改修作業が必要であるのか、必要でない

のか、そのあたりの判断はその各地域が決めているという頃でよろしいのでしょうか？ 

（加藤係長） 

 はい。その通りでございます。 

（岩崎学部長） 

 複数の施設を抱えている地域もあるということですが、地域はこうした集会施設を今後どのよ

うにしていきたいと思っているのか、これは複数の施設を維持管理していくのは大変じゃないか

なという思いもあるのですが、地区の財源で改修や維持をし続けていくということは可能なのか

どうかというあたりが気になるところなのですが、そのあたりの見通しはいかがでしょうか？ 

（加藤係長） 

 地元が施設に関する将来の見通しということでございましたが、今現在そのような話で地元の

打合せをしたというようなこともなく、現状では把握できておりません。 

（岩崎学部長） 

分かりました。いずれにしても老朽化して改修が必要だと、町は補助金を出す立場にあるとい

うことですが、今後必要な予算額等の試算はされているのでしょうか？ 

（加藤係長） 

 今後公共施設等に関する改修、補助金も含めた試算ということですが、平成２８年度に公共施

設管理計画を策定しております。その中では集会施設だけではなく町が管理する公共建築物の将

来の施設更新費用につきましても資産を行っております。老朽化等のため、更新や整備を行う場
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合には令和７年度まで、これは道路等インフラも含めるわけではございますが、毎年１０数億円

程度は必要になってくるような見通しが出ております。その後につきましても耐用年数ですとか

そういった関係で同じ規模で建て替えを行っていった場合には、さらに多額の費用が必要になる

ような試算を出しております。 

（岩崎学部長） 

ここ６、７年ぐらいはやはり相当なインフラへの費用がかかると、そういう認識を持っておら

れるということだと思います。施設は同じ時期に建てられたものが多々あるかと思うのですが、

そうなると耐用年数がほぼ同じ時期に来てしまうと。各地区から同じように老朽化が進んでいる

ので、直してくれとそういう要求が来るということがあると思います。複数のものが同時に改修

要望を出してきた場合には、両方やるだけのお金があればいいのですが、そうでない場合はやは

り優先順位をつけるしかないと思います。そのあたりはどのように判断しておられるのでしょう

か？ 

（加藤係長） 

 御指摘のとおり今後、同じようなタイミングで同じような修繕が増えてくるのかなというのは

感じております。しかしながら優先順位ということなのですが、破損等施設の現状、緊急性、施

設の利用状況等を総合的に勘案して順位付けしていかないと、やはり財政的な面からすべてを一

から対応するというのは不可能なことかと思います。 

（岩崎学部長） 

分かりました。ありがとうございます。さきほどお話にありました、公共施設管理計画につい

て少し詳しくご説明いただければと思います。計画の概要に関して、まず教えていただけますで

しょうか？ 

（加藤係長） 

 公共施設管理計画の概要について、かいつまんでご説明いたします。人口減少が今後も進むと

いう見通しの中で、公共施設の管理につきまして、財政負担の軽減および平準化と公共施設等の

適正な配置を実現することを目的として策定しております。そのために公共施設については、現

状および今後の見通し、その中にある課題等の分析を通して今後の管理に関する基本的な方針と

いうことで定めたものであります。課題や現状からは公共施設に対する町民ニーズの変化、老朽

化と安全対策、財源の限界、こちらが認識されてきました。そこから町内全域の公共施設のあり

方や集約化に対する方針を策定していく必要があると判断しました。 

その中で基本方針１つめに事業の選択と集中による公共施設の有効活用、これにおきましては

既存事業の見直しによる事業の縮小や廃止、それに伴った施設の統廃合、複合化を実現すること

で、施設への戦略的な投資を重点的に行うことや、民間活力の導入を目指しております。 

２つめの基本方針としましては安全、安心な暮らしづくりと定住を促進する、まちづくりに資

する公共施設では住民ニーズに合致した公共行政サービスと、安心かつ安全に利用できる施設の

提供が必要となることから、住みよい町づくりの土台となる運営と管理の適正化を目指しており

ます。 

その他統廃合の推進や、耐震化、住民への情報提供と相互理解、６つの実施方針など定めてお

ります。 

なお、施設ごとの今後の方針について定めた個別計画というものを策定する必要があるわけで
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すが、令和２年度中に策定することを目指して現在、庁内各課と調整をしている段階であります。

以上でございます。 

（岩崎学部長） 

 そうしますとこの計画は、基本方針が２つあって、１つは施設への戦略的投資、それから２つ

めが公共施設の適正管理、この２つが定められているということだと理解しました。今後公共施

設管理計画に基づきまして、行政として今後公共施設の方向性あるいは方針といったものがある

のでしょうか？お聞かせいただければと思います。 

（加藤係長） 

 施設に対しては今後の具体的な方向性や方針といったものですが、現時点まだ検討段階であり

まして、具体的にお示しできるものは今現在ございません。しかしさきほどの公共施設管理計画

の全体計画と同様に個別の集会所ごとに現状、今後の見通しですとか、課題等の分析が必要なこ

とは感じております。その際には地域がその集会施設をどのように活用したいか、ということを

確認することが、大切だと感じております。現在地域支援課と各区の集落カルテ作成事業とも連

携して地域のニーズを掴みながら、より良い個別計画を策定することで、個々の施設ごとの方針

を打ち出す方向で検討をしております。以上です。 

（岩崎学部長） 

 さきほど過去１０年ぐらいに施設が廃止されたケースはないということでした。そしてさきほ

どの計画の中に、施設への戦略的投資を考える場合には既存施設の統廃合も視野に入れてという

ことでした。しかしその地域の側からするとやはり今ある施設は使われているということですか

ら、やはりそのまま残していきたい、全部維持していきたいとどうしてもそういう要望が当然出

てくると推測されます。もしそのような要望が出された場合に、行政として対応が可能なのか、

可能でなければその理由は一体どこにあるのか、といったあたりはいかがでしょうか？ 

（加藤係長） 

 確かに既存の施設につきまして、現在利用されている方々の思いというのもありますので、そ

ういったことも判断に加えて良いのかというところもございますが、客観的に見てその地域の実

情、複数の集会施設を維持していっても、それが合理的であろうと客観的に判断できるか、この

あたりが施設を今の数ほど置くのか、減らしていくのかというところが判断の分かれ目になるか

と思います。むろんそれには、かかる費用やそういったことも判断の材料となってくると思いま

す。実際地元の方と調整していくうえで、やはり統合やむなしという判断にいたるということも

あるかと思いますが、その場合につきましても、地元の方々が「自分たちで維持管理していくの

で、残してください」ということでありましたら、地元へ譲渡するというのも選択肢の 1つとし

て入ってくるのではないのかなと思っております。以上です。 

（岩崎学部長） 

さきほど防災のところで、防災まち歩きを通して地区住民が実際に自分たちが住んでいる場の

点検をするという話もございました。またこの後の集落カルテとも関わってくるかもしれません

が、地域の方が実際利活用している施設をこれからどうしようかという話し合い、地域の中での

話し合いというのは現段階で特に優先順位をつけたりというようなことは、今のところ特にはま

だないということですね？ 
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（加藤係長） 

まだ、そのような話し合いがあるというようなことは私たちの方では把握しておりません。 

（岩崎学部長） 

 どうもありがとうござました。では、とりあえず以上で公共施設の管理運営についての質問は

終わりにさせていただきたいと思います。 

 最後４番目ですが、集落カルテについて伺いたいと思います。集落カルテの作成につきまして

は、昨年度の総合計画戦略会議においても質疑の中で紹介をしていただきました。その後の進捗

状況をまずは教えていただけますでしょうか？ 

（地域支援課尾崎係長） 

地域支援課支援係、尾崎と申します。よろしくお願いします。集落カルテの作成状況について

は、先月１０月３日の区長会で全区長に作成しますという旨と、カルテ作成の目的を伝えました。

集落カルテ作成の目的としましては、まちづくり基本条例が制定され、それに基づいて行政運営

を行う中で、地域の現状を可視化して今後の集落、地域のあり方を行政と地域住民が考えるきっ

かけとすることです。 

また、集落の実態を把握して、統一した情報を行政の各課、住民等と共有することを目的に作

成しようとしております。区長会での説明では１０月中に大区長６人に個別に訪問して再度カル

テ作成の趣旨等を説明しながら、具体的に作成する地区の単位の相談と地域情報の収集、行政だ

けでは分からない情報もありまして、例えば地域行事ですとか、区費等の内容については区の方

で教えてくださいということで依頼を行いました。１２月末まで、今年中に一旦完成させる予定

で、今後は毎年内容等を精査しながら更新をしていく予定となっております。以上です。 

（岩崎学部長） 

 そうすると、特に集落カルテのマニュアルみたいなものがあって、その作成地区単位も含めて

一律でやるというものではないと。これはあくまでも地区の状況に応じて異なったものが作られ

るだろうということですね？ 

（尾崎係長） 

 最初は統一した情報共有というところが目的になっていますが、毎年更新していくことで地域

の独自性ですとか、使い勝手の良いカルテになることで、内容が地域ごとに変わるということは

有り得ると思っています。 

（岩崎学部長） 

 分かりました。昨年度は２地区で作成を行っているとおっしゃっていましたが、その後どうな

ったのでしょうか？ 

（尾崎係長） 

 昨年度は地域支援課としてもどのように集落カルテを作ればいいのか、集落カルテを通して地

域課題を解決するか、住民自治を進める方が良いかなど手探りな部分が多かったというのが現状

です。 

昨年度具体的には西薗目地区、足込地区に入らせていただきました。 

西薗目地区においては、おいでん家で地域の皆さんと暮らしの状況などをワークショップ形式

で可視化をしました。その際には当初課題だと思っていた地域の方の足の確保について、車を持

っている人や車を持っていなくて助けてもらっている人を地域の皆さんと共有すると、意外とそ
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の時点では困っていないという状況でした。実際の困りごとというのは、何かあった時の連絡手

段が困るということでしたので、地域の皆さんと緊急連絡先を掲載したものを作成しておいでん

家に渡しました。 

 もう１つの足込地区では、集落支援員制度を活用しまして集落支援員の方と一緒に集落の課題

ですとか、具体的には役の負担ですとか、地域の人が集まる場所について、地域の皆さんと話し

合いを行いました。 

 この２地区に関わらせていただいて、地域ごとに住んでいる人も、地形も状況も異なるので、

何をもって集落カルテとするか、答えが見つからないというような状況でした。 

（岩崎学部長） 

 そうしますと、昨年度と比較して現在の集落カルテと構想が変わったわけですね？その変わっ

た理由というのはどういうところにあるのでしょうか？ 

（尾崎係長） 

 移住定住ですとか、不動産業をミッションとした地域おこし協力隊を、この６月１日から採用

をしまして、地域支援課でこれまで担っていた移住定住を民間の不動産業に渡すという仕組みが

今現在出来つつあります。その際に地域支援課の役割は移住定住の窓口としてだけではなく、地

域側の立場で情報を可視化して移住者と地域のギャップを極力減らすということが重要ではな

いかという考えに至りました。そこで必要になってくるのが、地域ごとの情報を可視化して行政

内や地域で共有することが重要ではないかということに気が付きました。 

（岩崎学部長） 

 先ほど確認したことを今一度確認することになるかもしれませんが、どのようなカルテになる

のか、現段階での見通しをお聞かせいただければと思います。 

（尾崎係長） 

 行政が持っている情報を一元的に集約して共有するということを第一の目的とした、集落カル

テにしようと考えております。内容につきましては、防災の担当、介護保険の担当者と話をしま

して、そこに暮らしている人の状況、例えば人口や高齢化率ですとか、公共施設の状況、避難所

や地域行事を掲載する予定です。また先ほども言いましたが、先日の区長会で、区長に説明をし

まして、行政だけでは出来ない部分に関しては区長さんに協力を得て、作成をしているところで

す。またカルテについては、毎年更新していく予定ですので、内容につきましても地域ですとか

関係部署と話をしながら、使い勝手の良いものになっていけば良いなというふうに考えておりま

す。 

（岩崎学部長） 

 分かりました。特に個人情報ということは昨今特別な配慮が必要となってくると思います。そ

のあたりに関しては特に考えなくてよろしいのでしょうか？ 

（尾崎係長） 

 個人情報が出るものは、今現在掲載はないと考えております。ただ、防災士ですとか、アマチ

ュア無線を所有している方というのは個人名が出るということはあるのですが、これの目的につ

きましては、地域の方に防災の認識を高めて、啓発に努めるというところで、掲載を考えており

ます。 
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（岩崎学部長） 

 では特に大丈夫ということですね？ 

（尾崎係長） 

 はい。 

（岩崎学部長） 

 そうすると、集落カルテを作成することによって、作成した地域側ともちろん役場側にもメリ

ットがあるということだと判断しているということですが、それぞれのメリットというのはどこ

にあるのか、教えていただけますでしょうか？ 

（尾崎係長） 

 集落カルテの使用方法に関しましては、それぞれの主体に任せようというふうに思っていま

す。 

例えば地域支援課としましては、移住希望者に地域の状況を伝えること、また地域おこし協力

隊が立ち上げました、不動産屋にも共有をして、民間でも地域の状況が把握できるなどの活用を

想定しております。 

例えば防災担当はアマチュア無線ですとか、防災士を掲載することで、住民の意識を高め、啓

発に繋げることが想定できると思います。 

このような活用方法については基本的にそれぞれの主体に任せたいと考えているため、そのメ

リットを行政側が決めるということではなくてそれぞれの主体が感じていただければと良いの

ではないかなと考えております。以上です。 

（岩崎学部長） 

 先ほど一番最初のご説明で、１０月に全区長に集落カルテを作成する旨と目的をお伝えしたと

いうことでしたが、区長さんの反応はどういうものだったのでしょうか？「これは良いことだか

らどんどんやろう」というようなお気持ちだったのでしょうか？ 

（尾崎係長） 

 絶対良いこと、ということは言われてはいないですがこちらの趣旨は理解していただいて、ど

の区長さんも協力に前向きでした。 

（岩崎学部長） 

 分かりました。この集落カルテを活用して、いわば集落点検だと思うのですが、これを活用し

て地域づくりに取り組んでいる、先進的な事例など特に調査はされていますか？なぜそのような

ことを聞くのかというと、諸手を挙げて賛成ではないということですとこういうメリットがある

んだと強調する必要があると思います。その時に地域のこういう事例でこういうふうに変わった

よ、ということがもしあれば、説得材料になるのかなと思いますので、こういった質問をさせて

いただきました。そういったところは今はまだ調べきれていないということですか？ 

（尾崎係長） 

 こういうふうになったから上手くいった、という地域は存じ上げないのですが、例えば豊田市

ですとか高浜市が集落カルテを作成されていると思います。 

高浜市の場合は小学校区単位で作成をしていて、地域住民が自ら作成していると聞いておりま

す。ただその活用方法でこのカルテが役に立っているというような結果を住民の方からは出てい

ないと勉強したことはあります。 
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豊田市につきましては、行政主導で毎年作っているようなのですが、行政内に掲示をしている

のですが、作ってそのまま終わっているというような情報も聞いています。 

ですので東栄町としましては、まずは情報を一元化して住民と共有するところから始めようと

いうことで今回の集落カルテ作成に至りました。 

（岩崎学部長） 

 今事例に出していただいた高浜市は私も以前生涯学習の関係で関わったことがあるのですが、

５つの小学校区でそれぞれまちづくり協議会が、いわゆる自治会とは違った形で立ち上がってい

まして、それでまちづくり計画がそれぞれの小学校区ごとに作られています。これは本当に住民

が自主的に自分たちのまちを点検して、いわゆる「あるもの探し」をして、いかにあるものを磨

くのかということで、かなり独自の、オリジナリティの高い計画が作られているところです。 

 豊田市に関しましても、これは地域自治区の制度なのでかなり住民の意識が高いというところ

から、今の事例を挙げていただいたと思います。 

恐らくこの集落カルテ作りというのは、これは当然行政だけでは出来ないわけで、地域住民と

の協働が必要になってくると思います。それはまちづくり基本条例のまさに実践として集落カル

テ作りがあるのだろうなと、そのような思いを抱きました。 

それで最後の質問ですが、これも冒頭でお聞きしたことに関わることですが、更新をしていく

段階でカルテの要素が地域ごとに変わっていくと、そういうことはあるのかということですが、

これはあるということでしたけれども、ではこれから先はそれぞれの地区ごとにオリジナリティ

のある集落カルテができると、そういうことを想定しているということでよろしいですか？ 

（尾崎係長） 

 先ほど先生からの御指摘にもありましたように、まずは行政だけで作るものということもある

のですが、住民と共有していくうえで本当に地域のものになったら良いなという思いがあります

ので、地域主導でできたら良いなと考えております。 

（岩崎学部長） 

 ありがとうございました。それではちょっと時間も早いのですが、初めに私４つぐらいの項目

でご質問させていただきたいと言いましたが、とりあえず以上で終わりということにしたいと思

います。 

 最後に総括コメントとして、今回２回目ということもございますので、前回のことも最後少し

お話しさせていただければと思います。 

 まずおいでん家についてですが、今日のお話で自主開催に、これはあえて発展的解消という言

葉を使わせていただきましたが、地域の状況を地域が見極めて、地域が運営可能な形へ変化をし

たということで、これはまさに担当課の分析のとおり消極的な「減った」ということではなくて、

新たなステージに移行したと位置付けられていると、今日の話を聞いて私もそう思いました。 

今後は行政のやりすぎ支援、これは当然良くないと。逆に一方的な地域への押し付け、丸投げ

もよろしくないと。そうではなくて、こうした合意のプロセスを経て住民とまちづくりを行って

いくということが重要だろうということを改めて確認いたしました。 

それから、またおいでん家に関してですが、いろいろな目的が重なっていて、少々分かりにく

いところがあったのですが、今日のご説明の中で介護予防という点と、地域の人が集まる場所、

この２つの意味があると、そういう整理をしていただきました。こうした整理をしていただいた
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ことで、単純に地域の人が集まる場所という意味から、暮らしに必要な複数の分野が重なり合う

場へと意味が変わってきました。言い換えれば、住民福祉課の方からご説明いただきましたが、

単に住民福祉課だけの業務ではないということだと思います。このことはとても重要だと思いま

す。つまり１つの施策の効果が複数分野に渡る場合があるということです。ですから常に施策の

効果を庁内で共有して、「１＋１＝２」ではなくて、３になったり、４になったり５になったり

と、いわゆる相乗効果、シナジー効果を生み出すように施策を組み替えること、あるいは重複し

ている分野を見直すことで、効率的な施策の実施につなげるということで今後の行政運営に活か

していただければと思います。 

次に防災についてですが、防災とは実に多数の行政事務が重なって分野であるということが今

日の話の中で明らかになりました。言い換えますと、災害という局面ですべての行政分野の事務

を考える必要があると、そういう特殊な行政分野だと思います。これはいわゆる縦割り組織とは

違い、防災は被災時におけるすべての課を含めて考える必要があると思います。事前復興という

考え方があります。これは災害が起こる前に、事前に復興計画を立てておく、いわば防災まちづ

くりだと思うのですが、人々の暮らしが持続可能な、そういう総合的なまちづくりにつながって

いくという意味で、この防災を考えていくことが大変重要だと改めて確認をしました。さらに防

災については自助、互助、共助、さらに公助ということが言われますが、住民の自助が前提で、

そこが防災の出発点になると思います。さらに互助と共助、その相互の関係を見直すきっかけと

しても捉えることができると思います。 

そして公共施設の管理運営ですが、おいでん家も地域の避難場所も地域の集会施設を使うこと

になるわけです。各地区に集会施設が４３か所あるとお聞きしましたが、今後どのように管理運

営をしていくのか、これは非常に大きな課題だと思います。財政的に非常にこれから２０２５年

度、令和７年度まではかなり厳しい状況が続くというお話もございましたが、お金だけではない、

人、モノという地域資源が減っていきますし、それから地域の中でのニーズも当然変化していき

ます。そういう状況の中で、必要な施設の優先順位を考えて、必要に応じた統廃合を視野に入れ

た議論、これは心情的には行いたくないとは思うのですが、今後避けて通ることはできないと思

います。もちろんその決定を行政が一方的に出来るはずがありません。ですから地域の中で、ど

のように選択をして、施設への集中投資をしていくのか、これを決めるのは簡単ではありません

が、さきほどの質疑の中でも申し上げたように、まちづくり基本条例の理念である協働の実践と

いう意味でもぜひそのあたりを取り組んでいただきたい課題だと思いました。 

そもそも安心した暮らしを次世代につなぐためには住民が納得したまちづくりでなければな

りません。それは住民と行政が、同じ目線、対等な立場で話し合って、住民参加によって施策を

立案する。それから協働できる分野では協働で施策を実施していく、「私たちがするんだ」という

ことです。それから実施をした施策について効果、あるいは課題を住民と行政が共有する、その

ことで次につなげていく、いわゆる PDCA のサイクルにもつながると思うのですが、そうした具

体的な手法として防災、さきほど質疑をさせていただきました、防災が有効ではないかなと思い

ます。 

防災という窓から見たときに、おいでん家も避難所となりますし、それから防災士は地域運営

のまさに重要な人材、要ということになります。補給という意味では、輸送物資が極めて重要に

なるわけですが、その物資輸送ということになりますと、公共交通のあり方を考えなきゃいけな
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いということで、防災という窓から幾重にも重なっていく課題が見えてくるわけです。こうした

点を踏まえてまちづくりの議論を行っていくことが有効になると思いますので、次年度の総合計

画策定の際にはぜひ、こういったことを実践していただけたらなと思います。 

その前提として今日最後にご質問させていただきました、集落カルテの作成の意義があると考

えています。集落カルテは地域の客観的なデータを集め、見える化することで共有するというも

のです。これは住民と行政が同じ目線で話し合う、すなわち協働するということですけども、こ

の協働するためには、まずは正確な情報を共有することが必要です。ですから情報を出し惜しみ

したり、偏った情報だけではなくて、あらゆる情報を公平に出し、共有することがこれからのま

ちづくりには重要になっていくわけです。特に協働という各主体が同じ、対等な立場でまちづく

りを行っていくためには、同じ情報を共有していなければ、これは都合の悪い情報ももちろん入

ります。そういうことをしていく必要があると、そのためにはやはり集落カルテが非常に重要で

あると認識いたしました。集落カルテを通して、気づきにつながり、さらにその気づきから動き

へと移っていく、つまり地域の中で判断、決断していくための材料になることを期待できるとい

うことです。今後まちづくりは単に情熱とか思いだけではなくて、客観的なデータを共有したう

えで、もちろん夢や情熱も大切ですが、その前提としてやはり客観的なデータの共有が必要にな

ってきます。それを通して多様な主体によってまちづくりを行っていく、このことがまちづくり

基本条例の理念だと思いますので、ぜひその点を今後意識しながら、進めていただければと思い

ました。 

それで最後ですけれども、前回の行政評価と合わせて２回目ということでしたが、一応別のテ

ーマで行いました。前回がどちらかというと経済の問題、産業の活性化ということでした。それ

から今日は暮らしのセーフティネットということでした。従来はそれぞれ別の課が担当する別の

テーマだと考えられている面もあったと思いますが、これはそうではなく、やはりお互いに循環

しあっているということです。互いが互いを支えあう、つまり産業が活性化しなければ、暮らし

のセーフティネットもないですし、暮らしのセーフティネットがなければ産業の活性化もない、

そういう意味でやはり両方を考えていく、そのことを改めて考えまして、ぜひ東栄町を１０年後

には全国の過疎再生のモデルになり得ることをこれからしていこうというふうに期待しており

ますので、ぜひ総合計画素晴らしいものを作っていただければと思います。取り急ぎですが私か

らの総括コメントとさせていただきたいと思います。長時間にわたり、ありがとうございました。 

（事務局） 

 それでは岩崎先生、ありがとうございました。本日の行政評価を受けまして、副町長からコメ

ントをいただきたいと思います。 

（副町長） 

副町長の伊藤です。岩崎先生、本日は第１回に引き続きまして第２回も的確な御指摘をいただ

きありがとうございました。 

本日４つの項目で「町の活力を支える暮らしのセーフティネット」というテーマでいろいろな

意見をいただきました。それぞれの４つの項目については今日の御質問への回答を聞きながら、

最後の先生の言葉の中にありましたようにすべてがつながっているし、それぞれが単独で考えて

はいけないということは改めて認識を出来た次第であります。 

今日いただいた課題はしっかり検証させていただいて、これから次の計画づくりもですが、総
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合計画の前期計画があと１年残っております。来年度が総括の年になりますので、まずはこの５

年間の結果を出すこと、そのために今から、そして令和２年度にどういったことに取り組んでい

くか、今まさしくこれから来年度の予算編成が始まるところであります。前期計画の方をしっか

りと再度見直しながら、予算編成にも取り組んでいきたいと思います。 

また今日はお話の中でプロジェクトの話もありました。これはまさしく１つの課題について、

それぞれがやっていてもなかなか上手く解決ができないと、特においでん家などは機能としてそ

もそもサロン的なものから始まりましたが、地域の拠点ということを考えると、いろいろなとこ

ろが関わっていかなければならない、ということでプロジェクトチームを立ち上げさせていただ

いて、少しずつではありますが、いろいろなことができてきたなと思っております。 

他にもいくつかのプロジェクトチームと作らせていただいておりますので、それを次の計画策

定につながっていけるようにさらに来年に向けても取り組んでいきたいと思っています。 

この１回目と２回目の２つのテーマでいろいろな御質問を通しながら、いくつかの課題とか気

づきが出てきたと思いますので、そういうものをしっかりと見直しまして、次の計画づくりにつ

なげていきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。本日はどうもありがとうご

ざいました。 

（事務局） 

それでは本日予定しておりました内容は以上になります。以上を持ちまして総合計画戦略会議

を終了といたします。ありがとうございました。 

 

【閉会 20:30】 

 

 


