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会 議 結 果 報 告 書 

令和 2年 10月 6日 

会議の名 称 令和 2年度 第 1回 

東栄町総合計画戦略会議 

開催年月 日 令和 2年 8月 28日(金) 

開始終了時刻 午後 7時 00分～午後 9時 00分 開 催 場 所 東栄町役場会議室 

出 席 者 評価委員：愛知大学地域政策学部学部長岩崎正弥、東栄町区長会長原田邦夫 

イベント実行委員山本貴子、愛知東農協東栄支店長後藤佳史 

東栄町商工会会長村本敏美、椙山女学園大学准教授阿部順子 

東栄町：町長村上孝治、副町長伊藤克明、参事村松元樹、総務課長内藤敏行 

経済課長夏目明剛、経済課農林係長藤田智也、経済課商工係岩崎心人 

振興課情報観光係山下康晴、地域支援課支援係長尾崎あゆみ 

住民福祉課介護保険係長杉山知実、住民福祉課介護保険係長野行宏 

住民福祉課社会福祉係長夏目佳樹、医療センター事務長前地忠和 

医療センター管理係長高尾公彦 

事務局：振興課長長谷川伸、振興課企画政策係長佐々木和歌子 

    振興課企画政策係西森政智、振興課企画政策市野瀬貴史 

資 料 資料１、２、３ 

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「歳を重ねても東栄で暮らす」 

 

＜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 2年度第 1回総合計画戦略会議を開催します。開催にあたりまして、町長より挨拶

申し上げます。 

（町長） 

皆さん改めまして、こんばんは。委員の皆さまはお忙しい中ご出席を賜り、誠にありがとうござ

います。 

昨年度のこの総合計画戦略会議において、産業の活性化と暮らしのセーフティネットは、循環す

る関係であり、循環することで将来にわたって安心した暮らしと賑わいを保ちつづけることの実現

につながることや戦略的に政策を推し進め、セーフティネットを張り巡らすことの重要性、そして

情報の可視化で共有が地域の気づきに繋がり、地域の判断や決断材料になること等、多くのご指摘

やご助言をいただきました。 
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これらの考え方は、昨年度策定させていただきました「第２期東栄町まちひとしごと創生総合戦

略」に反映をし、今年度から五か年計画を期間として取り組みを始めておるところでございます。 

皆さんご承知のとおり、今年度は東栄町第６次の総合計画の後期の計画を策定する年になってお

ります。 

これまでこの会議を通していただいたご指摘やご助言等を踏まえるのはもちろんのことでありま

すが、再度これまでの 4年間を総合的に振り返り、まちづくり計画を練り直す必要もございます。 

総合計画の思いは「将来にわたって暮らし続けられるまちの実現」であります。依然として続く

人口減少に起因する担い手の不足、財源の脆弱さ、新型コロナウイルス感染症による社会の変化

は、今後も向き合うべき大きな課題でございます。そのような中にあって、この町が目指している

ところは、今の暮らしを守るだけではなく、将来にわたってこの街で暮らし続けることの実現であ

ります。町が一丸となり乗り越えるためには、暮らし続けられるまちをみんなでイメージ想像し

て、拠り所となるまちづくり計画を共有する必要があると思っております。 

本日、委員の皆様方からいただくご指摘やご意見等は、その計画の基礎となる大事なものである

というふうにとらえております。限られた時間の中でありますが多くの意見、ご助言等をいただき

たいと思っております。本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

 

（事務局） 

まず初めにこの総合計画戦略会議の趣旨および本日の進め方につきまして事務局よりご説明させ

ていただきます。 

 

【趣旨説明】 

（事務局） 

では資料の説明です。資料がたくさんありますが、まず資料 1をご覧ください。 

「第 1次東栄町まちひとしごと創生総合戦略」の実績の一覧表というふうになっております。 

こちらは、それぞれの事業について、第 1次総合戦略の計画策定時の数値と比較をするため、平

成 28年度から令和元年度の実績数と目標値を並べて記載してあります。また、数値的な振り返りだ

けでなく、目標値に向かって今後どのように取り組んでいくかを内部で振り返り評価した内容を表

の一番右側に記載をしているものです。詳しい内容についての説明は省きます。また中身を見てい

ただきたいと思います。 

次に資料 2をご覧ください。 

6月に行いました第 1次総合計画第 1回総合計画後期計画策定推進会議で配布をさせていただい

たものと同じ内容になります。第 6次総合計画前期計画期間の進捗状況をまとめており、基本政策

ごとの目標値と 2019年度の実績値を記載したものです。 

表の見方ですが、一番左側の黄色くなっている部分が基本構想として本計画で掲げている将来イ

メージ、そして七つの基本目標を記載してあります。そして緑色の部分は、その基本構想の実現に

向け施策ごとに設定した目標値に対し振り返りをした内容となっております。こちらもたくさんあ

りますが、お時間ある時にご確認ください。 

次に資料 3の説明に移りたいと思います。こちらは、総合計画の内部評価において事業ごとに進
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捗状況を 5段階で評価したものの総合的な結果を記載しています。事業ごとの評価は、その事業目

標値に対する実績が大きく上回っていれば 5、上回っている場合は 4、目標通りであれば 3、下回っ

ていれば 2、大きく下回っている場合は 1、という基準で事業の評価をしています。全体で見ると平

均が 3.0になっており、事業ごとの目標に対する進捗状況は順調に推移しているというふうに見ら

れます。 

次の資料ですが、こちらは後ほど質疑応答・皆さまからの評価の中で使わせていただくものにな

りますので私からの説明を控えます。 

資料の説明は以上になります。 

さて本評価会議は町が行う政策や事業の重要な指針となる第 6次総合計画と東栄町まちひとしご

と創生総合戦略を毎年度評価して実効性のあるものとするため、外部有識者による評価を実施して

いるものです。今年度は総合計画後期計画を策定する年であり、これまで以上により総合的な評価

を踏まえて策定作業を進める必要があることから、評価していただく委員の方を総合計画策定委員

の皆様にお願いすることにしました。今回は 6人の委員の方に評価をお願いしております。 

評価の仕方ですが、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

標の観点から評価をしていただきます。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

すことを目的にしています。 

なお、例年この評価会議を有効なものとするため、テーマを絞って評価をいただいております。

先ほど申し上げました通り、今年度は後期計画を策定するために、これまでの前期計画期間中のま

ちづくりを総合的に振り返り今後のまちづくりに繋げる大切なポイントとなる年です。 

今回の後期計画の策定については、「暮らしの安心安全の整備・強化・再構築」が大きなテーマに

なっております。そうしたことから、今年度のこの評価会議については暮らしに焦点を当て、本日

の 1回目も「歳を重ねても東栄で暮らす」。そして次回の 2回目を「東栄で育てる・育つ」というテ

ーマ設定をしております。 

なお、紹介いただきました内容については、各担当課において総合計画や総合戦略の他、各種計

画への反映および新年度予算へ反映するなど、今後の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。ただいま説明の通り本日のテーマは「歳を重ねても東栄で暮ら

す」です。本日の流れは、まず委員の皆さんから質問をいただき担当課から回答する一問一答形式

で行います。そして質問に答えられる職員は、課名と名前を言って発言をお願いしたいというふう

に思っております。その後、委員の皆様方から気づいた点等について評価や助言のコメントいただ

きます。最後に岩崎座長から総括の評価をいただき終了となります。進行につきましても岩崎座長

にお願いします。よろしくお願いいたします。 

 

【評価】 

（岩崎座長） 
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はい、それでは皆さんよろしくお願いいたします。既に説明がございましたように、第 1回のテ

ーマは「歳を重ねても東栄町で暮らす」ということでございます。言い換えましたら、安心して暮

らし続けることができる東栄町づくりとそのための質疑応答だというふうに理解をしております。 

今回、大きく六つの分野に分けて質問をさせていただきたいと思います。保健医療、福祉、移動

販売、公共交通、地域コミュニティ、基盤整備ということでございます。 

時間的には 9時までには終わる予定で進めてまいりますので、ご協力よろしくお願いいたしま

す。 

初めに、保健医療の分野から質問をさせていただきます。 

 

（原田委員） 

医療センターにつきまして、これまで地区懇談会などで住民への説明がなされてきたかと思いま

すが、その間、何点か状況がかわったところがございます。そういうところの情報提供をどのよう

に行ってきたかご説明をお願いします。 

 

（医療センター高尾係長） 

医療センターについては、平成 30年 3月策定の医療センター（仮称）基本構想・基本計画策定段

階の平成 29年度に 10地区の地区懇談会を開催しました。また、町広報誌にも平成 29年 7月号、30

年 5月号、7月号、31年 3月号の 4回掲載するなど、細かな情報提供に努めてまいりました。 

 

（原田委員） 

2点目に、医療センターでの透析中止や無床化とすることが発表されてきましたが、その理由を

端的にご説明願います。 

 

（高尾係長） 

透析につきましては、今後の医師、臨床工学技士、看護師の確保の目途が立たないことにより、

安心安全に継続していくことができないと判断したため中止に至りました。入院につきましては、

患者数の減少とそれに伴う収益悪化、看護師の確保が困難なこと等により無床化の方針を決定させ

ていただきました。 

 

（原田委員） 

医師や看護師のみならず専門性のあるスタッフの維持確保が困難であること、入院患者の減少に

よる収益悪化の２点が、透析中止と無床化の理由と理解させていただきました。そうした状況を改

善するために今まで取り組んできたことは具体的にはどのようなことがありますか。 

 

（高尾係長） 

医師派遣につきましては、愛知県などへの派遣の要望活動を実施しています。全国的、またはこ

の北設楽のへき地を見ても医師不足でありまして、県としても重要事項と認識していただいていま

す。また、看護師につきましては、当院で勤務する者に就職の準備金として支度金の貸し付け事
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業、またハローワークやチラシで求人募集を実施しました。また、郡の協議会でも、郡内の看護師

の就職支援のための就職助成金交付制度も定めています。 

 

（原田委員） 

そういった施策の中で質問ですけれども、実際に看護師の要請や補助金などを出した実績は具体

的にありますか。 

 

（高尾係長） 

実績につきましては、看護師は 29年度に１人就職支度金を使用して採用されています。 

 

（原田委員） 

ありがとうございます。続いて、収益悪化については、無床化することにより、赤字ではあるも

のの赤字部分が抑制され現在よりも経営状況が良くなる見通しなのか、それとも今後稼ぐことので

きる病院に転じていくのか、将来性についてお聞かせください。 

 

（高尾係長） 

赤字が抑制され町からの繰入金が減ることを想定しています。無床化によって稼ぐことのできる

診療所になるわけではありません。 

 

（阿部委員） 

医師や看護師など専門性のあるスタッフの維持確保が困難であることは全国的なことですのでこ

こでも仕方ないのかと思います。入院患者の減少による収益悪化の２点が透析中止と無床化の理由

と理解しました。こうした状況を踏まえれば東栄町の規模で透析や入院機能を維持していくことは

大変難しいことだと思いますけれども、５年先、10年先を見据えた代替案をどのようにお考えです

か、教えてください。 

 

（高尾係長） 

透析につきましては、新城市の医療機関をはじめとする医療機関で対応していただいています。

入院についても、在宅療養されている方は当院で責任をもって診療に当たり、また入院が必要な場

合は同一医療圏で唯一の公立病院であります新城市民病院にお願いすることとなります。また、在

宅介護体制の強化も、人員不足で困難ですが進めていく必要があります。なお、現在、在宅介護体

制の強化としまして看護師などが自宅やおいでん家に訪問する取り組みを行っています。この取り

組みは、医療センタースタッフが暮らしの中に出向くことでより暮らしに近い場面で心身の健康状

態を把握することにつながるものであり、暮らしを支える医療として、無床化への代替策の一つの

取り組みを始めています。 

 

（村本委員） 

今、町内を騒がせている透析中止の問題や来年度からの病院の無床化の問題について、行政が一
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方的に透析中止や入院患者の無床化などを決めたわけではないと思います。そこで、例えば、医療

従事者、センター長なり看護師長たちが住民地区懇談会等で、どうしてこのようなことになったの

かという説明をしていただいたら、町民も少しは納得してくれるのではないかと思いますけれど

も、その辺はどのように取り組んでいらっしゃいますか。 

 

（高尾係長） 

これまで、透析患者やその家族には、センター長や看護師から直接説明させていただきました。

入院の病床につきましても、今後、医療従事者から直接説明できる機会を検討したいと考えていま

す。 

 

（原田委員） 

医療センターの新設については住民の関心が高いことでありますしまた高まってきています。今

後のスケジュールを進めていくに当たりまして課題となっていることにはどのようなものがありま

すか。 

 

（高尾係長） 

透析および入院につきましては、新しい医療センターでは実施しないことが既に決定していま

す。しかし、一部の住民の方などから存続を求める動きがあります。人材や財源確保等の制限があ

る中で、将来にわたって暮らしを支える医療の提供という考え方からの選択であることをご理解い

ただくことが重要だと考えています。 

 

（村本委員） 

これから、われわれもそうですけれども、徐々に核家族化が進んでお家での看取り、看取られが

なかなか難しくなってくると思います。本人は、なるべくなら最期はお家で迎えたいという希望を

持っておられると思いますけれども、その場合のセンターのフォロー体制は今後どうされていくか

をお伺いしたいと思います。 

 

（高尾係長） 

東栄町地域包括ケア推進計画では、計画の目的を地域存続のためにできるだけ家で支えるために

と掲げ、さまざまな地域包括ケアシステムの構築のための施策を挙げています。それを実行するこ

とが、暮らしを支え、暮らし続けられるまちを実現するための体制づくりにつながるものと思いま

す。なお、医療センター自体ではこの一部のみを担う立場であり、町全体として取り組む必要があ

ると思われます。 

 

（岩崎座長） 

どうもありがとうございました。私自身は、外部に住む者としてこの医療センターに関する問題

というのは新聞報道でしか分かりません。新聞報道だけを見ていますとかなり情報が偏っていると

いう感じを受けます。恐らく同じことが今のご質問の中でも町民の皆さんに対してもあるのではな
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いかと感じました。ですから、住民の皆さんに対して代替案を示しながら十分な情報提供が必要だ

ろうと思いました。ただ、代替案というのはとても難しいところだと思います。住民の声に真摯

（しんし）に耳を傾けて、この町で安心して暮らし続けたいという思いに寄り添うことでしかない

のではないかと思っています。 

例えば、今行っている医療センタースタッフなどによる地域への訪問も重要な代替機能といえる

と思います。超高齢社会と言われて久しいですけれども、今後ますます在宅の方が多くなっていく

はずですので、訪問診療、訪問看護、訪問介護、さらには傾聴ボランティアのようなことの拡充を

目指すべきだと考えました。どうもありがとうございました。 

それでは、続きまして２番目のテーマで、福祉についてご質問させていただきたいと思います。 

 

（後藤委員） 

行政の中に住民福祉課や社会福祉協議会、地域包括支援センターなどありますが、それぞれの業

務分担が分かりにくいと思いますので説明してください。 

 

（住民福祉課杉山係長） 

参考資料１の図を使って説明させていただきたいと思いますので、ご準備をお願いします。この

図は地域包括ケアシステムを、花を咲かせる仕組みを使ってそれぞれの分野がシステムの中でどん

な役割を果たすのかを分かりやすく示したものとなります。町が地域包括ケア推進計画の中で目標

としている、地域全体が支え合いつながり合うまち、安心して暮らし続けられるまちという花を咲

かせようと考えます。そうすると何が必要かとこの図で示していきますと、まずはこの葉の部分、

医療、看護、リハビリ、こういう葉の役割を担う機能が必要となります。その花や葉を支える役割

は土になりますが、この土の役割を保健福祉、生活支援や予防の分野が担います。これらをしっか

り受け止める植木鉢は、住まいの確保ということが挙げられ、その全部を受け止めるお皿の役割を

本人や家族の選択や心構え、こういったものが地域包括ケアの根底になります。 

その中で、ご質問に挙がった、住民福祉課、包括支援センター、社協の役割というのは、この上

の部分のじょうろなのではないかと考えています。私たち行政は、この葉にしっかり水分、効果の

ある仕組みづくりや、活躍できる場をつくることが一つの役割で、この土の部分にしっかり仕組み

づくりという水分や養分を送り込むことが私たち行政の役割であると思います。ただ、この水分や

養分は何でもいいわけではないので、それを地域の実情に応じてどのようなものをまいたらいいの

かを包括支援センターが情報収集して行政につなげる役割を果たします。 

黄色の社協については何が違うのかというと、基本的に地域を支える仕組みとしては同じとは考

えますが、見えているものが違うといいますか、私たち介護保険係は介護保険制度の下で動いてい

るのでどうしてもやはり 65歳以上の方の花を咲かせることが中心になりますけれども、社協は子ど

もから大人まで、障害の有無も関係なくより広い、たくさんの花を咲かせる役割を担っているので

はないかと考えています。今回は少し抽象的な表現なので分かりにくいかと思いますけれども、今

度、建設予定の保健福祉センターはこういった機能が全部、医療センターとともにつながるという

ことで、住民の安心な生活につなげられる一つの拠点となることは間違いないと思っていますの

で、そのように私たちの機能を理解していただけたらと思います。以上です。 
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（後藤委員） 

ありがとうございました。続いて、おいでん家ですが、確か 2015年から５年弱の活動でもう定着

した事業だと思いますが、実際の活動内容等を教えていただけたらと思います。 

 

（住民福祉課 長野主事補） 

おいでん家の開催内容ですが、おいでん家は現在、町内の 11地区で開催しており、各地区、週２

回、10時から 16時まで開催しています。町民の誰もが、いつ来てもいい、いつ帰ってもいい、地

区の居場所として機能しています。地区で特色があるため主に開催している内容はさまざまです

が、介護予防に取り組む視点から、体操については全地区で毎回取り組むようにしています。運営

は参加者の要望を反映し支援員が中心となって行っています。メニューは、工作やゲームなどの

他、保健師や包括による出前講座を行い、介護予防や健康学習も行っています。現在は、コロナウ

イルスの影響により県内や近隣市町村の感染状況を加味しつつ感染予防を行いながら開催していま

す。以上です。 

 

（後藤委員） 

ありがとうございます。５年間やってくる中で、やはり最初と同じような事業とはいかなかった

と思いますが、その中で常時に改善してきた点など何かありましたら教えてください。 

 

（長野主事補） 

まず、おいでん家は町内で定着した事業であると思います。支援員の創意工夫により参加者にと

っては充実した内容になっている反面、参加者が固定されているところが大きな課題と考えていま

す。そうしたことを加味しまして、本年度より参加者だけでなく地域の住民にとっても必要とされ

るおいでん家になるように、支援員による地域住民への声掛けや見守り活動を行っています。 

 

（後藤委員） 

現状、課題になっていることはありますか。 

 

（長野主事補） 

担当課としては現状５点、問題として考えられることがあると思っています。まず１点目は新し

い支援員の担い手不足です。そして２点目は参加者の固定化、高齢者の方が中心となっていまし

て、特に女性が大半となっています。また、参加人数が開催当初からあまり大きく増加していない

ということです。３点目は地域多機能拠点としての運営方法の検討が十分できていないことです。

４点目は防災拠点としての活用など拠点事業としての活用方法を明確に示すことができていないこ

とです。５点目は開催内容による参加者の片寄りがあることです。 

 

（後藤委員） 

ありがとうございます。今、支援員の話がありましたが、どのような人が支援員になっているの
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か、あとは、結構かなりの頻度でやっておられると思いますのでスタッフ体制を聞かせてくださ

い。 

 

（長野主事補） 

支援員の方は本年度より個人との委託契約となっています。現在は、おいでん家開設当初に募集

して採用された方が継続して支援員として携わっていただいています。参加者の送迎があるため運

転免許が必須条件となっています。他には東栄町在住であることが条件ですが、年齢制限等は特に

設けていません。体制としましては全地区に毎回２名の支援員が在駐しています。送迎や声掛けで

１名が外出しても１名は拠点に残るような体制となっています。 

 

（後藤委員） 

おいでん家の支援員がマンネリ化といいますか、各地区のおいでん家の支援員があるということ

で、その方々の研修会や行事に対する町民の声の集約など、意見交換はやっているのか、また今後

やる予定なのかをお聞かせください。 

 

（長野主事補） 

参加者やイベントが固定化、定着化しつつあるとは思いますが、参加者の要望や必要と思われる

内容を各地区で取り組む中で支援員にも新しい試みにチャレンジしていただいています。また、支

援員の代表者会を毎月行い意見交換や情報交換も行っています。地域にとって必要なおいでん家で

あるように地域への声掛けも行っており、住民福祉課としてはマンネリ化しているとは考えていま

せん。 

 

（後藤委員） 

支援員のあり方について課題になっていることはありますか。 

 

（長野主事補） 

支援員のあり方についてですが、来てくれた参加者への支援という視点から地域全体のおいでん

家支援員という視点を持って活動できる支援員が今後必要となるのではないかと考えています。そ

れぞれに考えがあり取り組む姿勢は異なりますが、地域にとってのおいでん家、多機拠点としての

活用方法等、今後のあり方を共に検討していける人材を増やしていきたいと考えています。以上で

す。 

 

（後藤委員） 

ありがとうございました。 

 

（岩崎座長） 

おいでん家に関しましては、昨年もこの場で質問させていただきましたけれども、地域に定着し

ていると強く感じます。その役割の重要性も、地域の皆さんも十分認識しているのではないかとい
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う印象を受けました。先ほど医療センターの質疑の際にも代替機能に関して触れましたけれども、

医療センターの入院機能がなくなるということで地域ではやはり不安を感じている住民の方も多い

と思います。その意味でも、おいでん家の役割はますます重要になるだろうと思っています。介護

予防や病気予防など予防部分の普及啓発ができれば、総合計画のテーマである、安心して暮らし続

けることができるまちにつながるのだろうと思っています。 

その場所として、もちろんおいでん家ということですけれども、特に高齢者は「きょういく」と

「きょうよう」が大切だとよく言われます。「きょういく」というのは、いわゆるエデュケーション

の教育ではなくて、今日どこに行くという「今日行く」です。それから、「きょうよう」というの

も、教養の有無ということではなく、今日何か用があるという意味で「今日用」が大切です。この

「今日行く」と「今日用」を担う場がおいでん家だと思います。おいでん家の多機能拠点というこ

ともなかなか難しいところだということでしたけれども、今、全国で地域の茶の間的な動きがどん

どん進んでいます。そこでもやはり、どうしても高齢者が中心ということで、多機能拠点、多世代

交流ということをうたっているけれども、なかなか広がっていかないという問題もおいでん家には

あると思います。でも、焦らず地道にこういう取り組みを続けていくことで、５年後 10年後にはこ

の事業が地に足の着いたものといいましょうか、地域にとってなくてはならないものにますますな

っていくのだろうと強く感じました。 

では、福祉ということは以上にさせていただきまして、続きまして三つ目の分野、日常に必要な

買い物ですけれども、これは移動販売ということで、また質疑をさせていただきたいと思います。 

 

（山本委員） 

私はこちらに関わらせていただいていますけれども、とても良いことをしているということで、

今後も継続していただきたいと思っています。今使っている車両ですけれども、私は１年ほど関わ

って毎回ガソリンを入れるときに１リットルでどれだけ走るかを計算していますけれども、だんだ

ん消耗が激しく去年の 10月に関わったときはリッター５でしたけれども、今はもうリッター４を切

っていて、計算上でも出ていますしかなり車両の消耗が激しいと思っています。なので、車両の買

い替えなどに対しての積み立てはしているのかを質問したいと思います。 

 

（経済課岩崎主事補） 

移動販売につきましては、今後も継続へ向けてさまざまな角度から改善点を模索していきます。

車両の消耗、今後の車両の確保につきましては、購入費に対する補助金の活用、またはリース費用

に対する愛知県の補助金を活用するなどの選択肢がある中で、現在検討しています。 

 

（山本委員） 

ありがとうございます。現在、月曜日から金曜日までの週５回で販売をやっていまして、東栄町

は広いので、各地域１回程度で販売に行っていますけれども今後は回数を増加することなど検討し

ていらっしゃいますか、お聞かせください。 

 

（岩崎主事補） 
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現状の販売回数につきましても、実施している事業者の方から、巡回地域がほぼ町内全域になる

など広域化しており巡回にかかる時間と負担が大きいという声が寄せられています。また、今後は

販売時の支援が必要な高齢者等の増加といった将来的な懸念点も加味しますと、現状よりも販売回

数を増やしていくことは難しい状況であると考えています。 

 

（山本委員） 

ありがとうございます。人件費が高くて赤字となっていることは以前も聞いていますけれども、

今後は１人で移動販売するようになるのではないかと少し心配している状態です。実際に行ってみ

て、１人でやるのは本当に難しくて、例えば重いものを買ってくださっている高齢者の方が自宅ま

でそれを持って歩けないのでこちらが玄関先まで運んでいる現状があります。そのとき、他のスタ

ッフが車に残っていないと他の方の対応が全くできないということと、あと車の造りが、他の移動

販売をやったことないので分かりませんけれども、すごく高い位置や奥のほうに物が置いてあって

お客さんが取ることがかなり難しいので実際はこちらが対応している状態です。なので、１人で行

うのはとても難しいのではないかということでこの質問を出させていただきましたけれども、今

後、事業継続のためにスタッフを１人にすることは検討されていますか。 

 

（岩崎主事補） 

ご質問いただいたようなスタッフ１人で移動販売を行う予定は、スケジュールの観点や事業を継

続していくという面から見て今のところありません。以上です。 

 

（山本委員） 

ありがとうございます。あと、雨が降ると中止になっていて、この点については改善案がありま

すか。雨のときは電話注文があり、食彩広場の方が対応して行っている状態ですけれども、屋根の

下で行うような場所など検討案があったら考えてほしいと思います。事業者自身の利益を上げるこ

とを目的にしなければいけませんけれども、現状は厳しいことは私も分かっています。なので、雨

のとき空き家を利用させていただくなどや地区の集会所やおいでん家の場所を使っているのでそち

らを使わせてもらうなど、行政とともに考える必要があるのではないかなと思っていますが、いか

がですか。 

 

（岩崎主事補） 

現在、雨天時の対応案として３点ほど考えていまして、今後、相談、検討をしていく予定です。

まず１点目は、おいでん家に屋根を設置して移動販売の拠点として今後は販売を行っていくという

案になります。２点目は、屋根付きの車庫などを所有している個人宅の土地をお借りしてそちらを

拠点として販売を行うことができないかという案になります。３点目は、雨天に対応できるように

車両自体を改修する案になります。 

 

（山本委員） 

ありがとうございます。では、一番簡単にできそうなのは、屋根付きの車庫を所有している個人
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宅の土地を借りるということではないかと思いますけれども、地域などに聞いていただくことはで

きませんか。 

 

（岩崎主事補） 

現在の移動販売ルートでは、買い物に出づらい人と本当に支援が必要な方の自宅に近い場所に移

動販売の停留箇所を設置するという方針で取り組んできているため、地域内のどこに移動販売のル

ートを設定してもいいわけではありませんので、今後相談していきたいと考えています。 

 

（山本委員） 

この事業が始まって４、５年で、私が関わってまだ１年ぐらいですけれども、移動販売が始まっ

た目的をお聞かせください。 

 

（岩崎主事補） 

移動販売の目的としては大きく２点あると認識しています。まず１点目が、買い物に困難を抱え

ているいらっしゃる方への支援です。２点目が、事業者自身の事業継続の支援を行っていくことと

認識しています。以上です。 

 

（山本委員） 

ありがとうございます。今のことを聞いて、その目的と照らし合わせて本当に必要な人のところ

に移動販売が行っているのかと少し疑問に思います。実際やってみて、移動販売を開始したときと

比べても、買い物に来るお客さま、高齢者の方の生活の環境や質など、ニーズは変わってきている

ように思いますけれども、いかがですか。 

 

（岩崎主事補） 

移動販売事業は、食品をはじめ日常の買い物の機会が十分提供されていない地域の高齢者や障害

のある方等への買い物支援を目的としてスタートしています。宅配では販売に時間がかかるといっ

た背景から停留所を設けて事業を行っています。ただ、事業者側の善意により、現在は停留箇所で

はない場所でも臨機応変に対応してもらっている状況です。本当に必要な方のみに絞って事業を行

っているわけではないという状況です。現在は対象者につきまして明確な基準がないので今後の検

討が必要であると考えています。車を持っていて自分で移動が可能である方が移動販売車を利用し

ている話も聞いていますが、そういった方々につきましては、移動販売が必要でない方とひとくく

りにし対象外とすることは、事業者支援の目的等から照らし合わせると少し難しいと考えていま

す。移動販売が必要だと本人や社会福祉協議会などからの要望を受けてルート上に入れることもあ

りますが、各種関係者と協議して移動販売の位置付けを再度確認していくという必要があると考え

ています。 

 

（山本委員） 

ありがとうございます。対象者について、今は明確な基準がないとおっしゃいましたが、その理
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由は何ですか。 

（岩崎主事補） 

買い物弱者への支援となりますと、車を運転できるかどうかやその人の身体の状況、また家族の

状況等を把握する必要がありますし、住んでいる地域がどこかを考える必要等も出てくるかと思い

ます。そうした情報は経済課だけではなく住民福祉課等、福祉の部分で把握している部分が大きく

なります。また、買い物弱者は交通弱者である場合も多く、公共交通が行き渡っている地域かどう

かを考える場合には総務課や振興課などとの連携も欠かすことができません。そうした点から、買

い物弱者への支援という目的を達成するためには経済課のみでその基準を決めることが現実的では

ないことから、現時点ではその基準を明確にせず買い物に来た人が利用できる移動販売として利用

対象者が幅広くなっているという状態です。 

 

（山本委員） 

ありがとうございます。一つ前の質問の回答に戻りますけれども、各関係者と協議して移動販売

の位置付けを再度確認していくとおっしゃいましたけれども、各関係者とは誰を示しますか。 

 

（岩崎主事補） 

先ほどの質問で回答させていただきましたとおり、住民福祉課や総務課、振興課、地域づくりや

地域の状況を把握している地域の支援課、また必要に応じて福祉分野で関わりのある社会福祉協議

会や地域包括支援センターも関係者となると考えています。 

 

（山本委員） 

 ありがとうございます。では、その関係者の方々と移動販売の場所などの検討はどの程度の頻度

で話し合われていますか。半年ごとに行ってもいいのではないかと思いますけれども、それに対し

てお答えください。 

 

（岩崎主事補） 

 現時点では、販売場所の検討は要望が上がり次第、即時対応できるように事業者や商工会と協議

および検討を行っている状況になります。 

 

（山本委員） 

 ありがとうございます。おいでん家の場所へ販売に行くことがありますけれども、そこの支援員

さんや地域の方と必要な買い物ができているかなど話し合いの場を設けてみてはどうかと私は思い

ます。同じ東栄町でも各地域で全然違っていて、各地域のニーズに合わせて移動販売に求めている

ことを吸い上げていってはどうかと思いますが、いかがですか。 

 

（岩崎主事補） 

 現在、個々から上がっている意見に関しましては協議をした上で対応しているところです。現状

のニーズの把握に関しましては重要な事項でありまして、実際に販売を行う事業者、福祉の関係者
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を交えて随時検討を行っています。ただし、今後につきましては、全ての意見や要望に応えること

は事業の持続性の観点からも難しいとは考えています。 

 

（岩崎座長） 

どうもありがとうございました。移動販売に関しましても、昨年この場で質問させていただきま

した。今回も感じるのは、やはり課題がいろいろあると感じます。特に住民にとって非常に身近な

ものですから、要望が次から次へと出てきます。その要望に対して、やる必要があるものはもちろ

んやらなければいけませんけれども、次から次へと応えていくと事業自体が拡散していってしま

い、もしかしたら、目的が分からなくなってしまうことがあるのかと感じました。先ほど、ご質問

に対して、移動販売の目的は二つあるとおっしゃいました。そもそもの目的は、買い物に困難を抱

える方への支援、それから事業者の事業継続支援の二つだと伺いましたので、やはり、事業の本来

の目的にいま一度立ち戻ることではないかと思います。その上で、やはり事業の継続をしていかな

くてはいけませんので、各種関係者として幾つかの組織の名前が挙がりましたけれども、今後は部

署横断的な取り組みをしていく必要があるのではないかと、ぜひそれらを検討していただきたいと

思いました。 

それでは４番目に、今度は公共交通に関して質問をさせていただきたいと思います。こちらに関

しては原田委員からお願いします。 

 

（原田委員） 

福祉タクシー券という制度があるということですが、具体的な制度について教えていただきたい

と思います。 

 

（住民福祉課夏目係長） 

福祉タクシー券の制度は、東栄町福祉タクシー券交付要綱に基づいて行われています。この要綱

にある要件を満たした方が役場のほうに申請をしていただいてタクシー券を月４回分発行します。

その対象者の方は通院のためのタクシーを手配して利用時にタクシー券を事業者に渡します。事業

者は、ひと月分ごとに役場のほうに請求をすることになっています。 

 

（原田委員） 

ありがとうございます。この制度の具体的な目的と、どのような方を対象にしているか教えていた

だきたいと思います。 

 

（夏目係長） 

制度の目的は交通弱者を支援する公共交通施策の面と、対象者は、参考資料２の１番、交付対象

者および申請者数というところの該当要件のところにあります、身体障害者手帳所持者、１級から

３級、または４級のうち腎臓機能障害者、療育手帳所持者のＡ、Ｂ判定、精神障害者保健福祉手帳

所持者の１、２級、介護保険認定者の要介護１から５が対象者になっています。こういった方々の

通院数が多いと思われる対象者の方に財政的な支援をする補助的側面があります。タクシーを利用
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する高齢者、障害者等の福祉の向上を目的に行っています。 

（原田委員） 

ありがとうございます。福祉タクシー券の助成事業はタクシー券をどのくらい使われているかの

実績があったら教えていただきたいと思います。それから、受診日は比較的予定が立っているとい

うことで、家族の協力もあるようですが、実際にタクシー券を利用している方々は多いのか、その

数が対象者に対してどのくらいの利用者がありますか。 

 

（夏目係長） 

先ほど見ていただいた参考２を見ていただきまして、そこに対象者数とタクシー券の申請者数の

表で、29年度、30年度、令和元年度の３カ年分を掲載させていただいています。こちらを見ていた

だくと、対象者数に対して、申請者数のほうは 20パーセントぐらいと思いますが、対象者数の中で

も、実際に交通弱者といいますか、そうした限られた方が利用しているものと思われます。 

 

（原田委員） 

ありがとうございます。今の説明にもありましたけれども、対象者数に対して申請者数が 20パー

セント前後ということで随分と少ない印象を受けます。今後、対象者や対象サービスの変更など制

度の見直しなどは検討しておられますか。福祉タクシーについては、病院への送迎のみで買い物や

用足しできないということで、特に福祉タクシーを必要とする一人暮らしのご老人や免許返納後の

高齢者世帯など本当の交通弱者にはタクシー券の色を変えるなど、タクシーの運転手が見て、この

方は病院以外にも行かなければいけない人などが分かるような配慮はできないか。そういった制度

の見直しを検討しているようであれば、利用者の意見を聞いて多様な方法を考えていただくことは

できませんか。 

 

（夏目係長） 

申請者数が随分少ない印象を受けるということでしたが、例えば令和元年度の介護保険認定者数

239人のうち、申請者数は 33人ということになっていますが、実際に介護度が高い方はタクシーを

利用できる状態ではないということもあります。そういった面で､対象者については検討の余地があ

ると考えていますが、まだ本格的な検討には至っていません。タクシー券の交付によって買い物な

どをカバーすることは、現時点では考えていません。買い物支援事業、先ほどあった移動販売等の

関係性や自家用車を所有していない高齢者の方で介護認定を受けていない方はタクシー券の交付が

受けられませんから不公平になってしまいます。また、タクシー券の利用を目的に介護申請が増え

るという状況を招きかねないと考えています。 

あと、利用者などの意見を聞いてという話でしたが、利用者の意見を聞く前に、まずは地域資源

のほうを横断的に整理して、できることとできないことの整理をしておく必要があるのではないか

と思っています。利用者の意見を集めるだけではなく、できることとできないことをある程度整理

した状態で、意見を聞くことが重要だと思っています。タクシー券事業単独だけでの買い物などの

拡充は考えていないということで、他の事業との統合や、地域資源を横断的に整理した上で対象者

等の抜本的見直しは可能かと思っています。 
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（原田委員） 

ありがとうございます。今のご説明の中で、横断的に整理するという話がありましたが、横断的

に整理するというのはどのようなことを指していますか。 

 

（夏目係長） 

先ほど、少しご指摘もいただきましたが、例えばタクシー券の制度単独で買い物支援を拡充した

場合、現在、経済課で行っている移動販売は必要かという話し合いが必要になると思います。ま

た、タクシー券を通所に限らず使用することによって、例えば道路運送法上の問題はないか検討す

る必要もあります。買い物支援という目的に対して施策が重複すると捉えられるかもしれないこと

から、課単独での検討ではなく他の課との横断的な検討を行うことによって、役割分担による負担

の軽減や分野別の法的理解により施策見直しのスピードアップが図られると考えられることから、

他の課と横断的かつ複合的に検討を進める必要があるように感じています。 

 

（原田委員） 

ありがとうございます。今言われた、横断的に取り組むための機能や仕組みというのがあるの

か、これから検討しておるのか、その辺はどうですか。 

 

（振興課佐々木係長） 

直接的な仕組みとまでは言えませんけれども、ケースによっては横断的に声を掛け合いながら、

役場の中で関係者が集まって検討をする動きはあります。現在、後期計画の策定中でもありますの

で、暮らし続けられるというところに焦点を当てながら、今ある取り組みの再構築や再確認という

意味で、中で集まって話をしていることは一部起こっていると思います。 

 

（岩崎座長） 

よろしいですか。ありがとうございました。私からのコメントとして、もう既に回答の中で出さ

れていましたけれども、やはり二つのことが重要かと改めて感じています。先ほどの買い物支援や

移動販売もこの公共交通も同じですけれども、いずれも担当課だけでは対応しきれない課題を抱え

ているということです。横断的な連携ということが出ていましたけれども、やはり、その場合に二

つの柱が必要になるだろうと思います。 

一つは明確な指示機能があるかどうかということです。職員の皆さんは、本務を持ちつつ、横断

的な業務に携わるということで、言葉は悪いですけれども、片手間になってしまうなど、本務の後

回し的な扱いにどうしてもならざるを得ない状況に置かれていると思います。ですので、周りの理

解を得ながら本務との役割分担ができるために、例えば町長直轄の組織化として連携を進めるな

ど、誰がこの横断的組織、これはプロジェクトチームでもいいと思いますけれども、誰がこの組織

なりチームなりの責任者になるのか、その責任者の指示機能が重要になるだろうと思います。そう

しないと物事は動かないと思います。 

それから二つ目は、横断的組織のテーマを共有することです。やはり目標を一つにしていない
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と、それぞれいろいろな課から出て事業を行うといいますか、検討するわけですから、これは難し

いです。その場合に、先ほど振興課からの回答がありましたように、やはり暮らし続けられるまち

の実現を共有ビジョンに掲げて、何か問題が起こったら常にそこに戻って、そこから考えていくこ

とをしていく、指示機能の明確化ということと共有テーマの明確化ということが、やはり横断的な

チームなり組織をつくる場合の重要な柱かと思いました。以上です。 

それでは、続きまして、今度は地域コミュニティということで、これは幾つかありますので、ま

ずは集落カルテについて質問をさせていただきたいと思います。 

 

（阿部委員） 

何年か前ですけれども、日本女子大の先生と話をしていて、都会だと隣に誰が住んでいるか、何

をしている人がいるか全然情報がない中で、災害時は本当に困る、何もできなくなるという話を聞

きました。一方で、東栄町ではどうやら集落カルテというものがあって、集落の中の情報を集約し

ているという話を聞きました。これは大変素晴らしい取り組みなのではないかと思っていまして、

全国的にもそれほど数があるものではなく、東栄の町の規模が逆に生きていると思っています。こ

の集落カルテはどのような経緯で作成するに至ったのかを教えていただけますか。 

 

（尾崎係長） 

まず集落カルテですけれども、各地区の数字を羅列してカルテにする方法もあったのかもしれま

せんけれども、それだと作って終わりのカルテになってしまうと思いまして、カルテの目的や活用

方法などを検討しました。その中で、集落支援員や区長、おいでん家など、さまざまな人や地域と

関わる中で、やはり行政が持っている情報を住民や行政の中で共有すること、地域の行事や状況を

可視化することの必要性を実感したことから、少し時間はかかってしまいましたけれどもこのよう

な形に至りました。以上です。 

 

（原田委員） 

このカルテが最初、どのようなものなのか、病院のカルテなのかという気がしましたけれども、

実際に一つずつ積み上げていくと、地域の内容はこれを見ると分かるようになっているのかと感じ

ました。これをどのような手順で作られておられるか、また、現在どのような項目が掲載されてい

て、今後どういったものを作っていきたいのかをお聞きしたいと思います。実際に集落カルテを見

たときに、これは地域において使えると強く感じましたので早期作成をお願いしたいと思います。 

そのためには、地域支援課の支援課員は今、課長さんと担当者のお二人ですよね。これを担当の課

任せで行っているとすごくボリュームの大きい仕事になるのではないかということで、例えば各課

１名の担当者を選定して課を横断したプロジェクトチームのようなものをつくり上げて、より専門

性のあるカルテ、足の速いカルテ作りができるのではないかということで、そのようなカルテ作り

をお願いしたいと思います。 

 

（尾崎係長） 

ありがとうございます。カルテの内容につきましては、お手元の資料の参考 03という３枚目の
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A3横の資料が集落カルテの内容となっています。作成の手順につきましては、地域支援課から各区

長や役場の各課へ、項目の加除や修正の確認依頼をするとともに、地域支援課のほうで各数値の根

拠等を各課から集めてまとめてカルテに落とし込むという作業を行っています。プロジェクトチー

ムの案は、今回、他の区長からもいただいてはいますけれども、カルテ自体を昨年１月に試験的に

作成させていただきまして、本年度作成したものは、実質的には第１回という形になります。です

ので、カルテの必要性やプロジェクトチームの有効性を十分に検討した上で、必要に応じて実施し

ていきたいと考えています。以上です。 

 

（原田委員） 

ありがとうございました。より専門性のあるカルテを作るには、全庁的な取り組みをする必要が

あると思います。地域支援課以外の課の方は、このカルテ作りにどのように関わっていかれるのか

をお聞かせいただきたいと思います。 

 

（尾崎係長） 

今回カルテを作成するに当たり、地域支援課で基本情報の掲載があるカルテを作成しようとして

いましたけれども、それとともに集落カルテの防災版も、まだ情報は少ないのですけれども、一緒

に全地区で作成することになりました。これは区と密接に関係する自主防災会と行政が防災に関わ

る情報を共有することを目的として作成に至りました。ですので、集落カルテを作成するタイミン

グで、併せて地区に相談や依頼をして作成したという経緯になります。このように、各課が専門的

な分野に関して集落ごとのデータを整理するときなどに、集落カルテと同じタイミングで作成する

ことは今後もあり得ると思っています。 

ただし、やはり分野ごとに状況も異なるので、地域支援課が各課に声を掛けて専門的に関わるカ

ルテを作るタイミングを決めるということではなく、分野ごとに必要に応じたタイミングで作成す

ることにしたいと考えています。 

 

（阿部委員） 

すみません、私のほうからまたお願いします。集落カルテは行政と住民が情報共有できるし、行

政の中でも普段縦割りになりがちなのが横でもつながることができて大変素晴らしい取り組みだと

思いますが、東栄町は地域も結構広いし、いろいろな特色のある地域があると思います。そういっ

たときに、地域によって集落カルテの中身は多少変わったりしますか。 

 

（尾崎係長） 

基本となる部分は同じです。ただ、各区長にも項目等必要な事項を確認していますので、一部地

区では独自の内容を記載されている地域もあります。これは作成時に相談しているからそのように

なるということであって、地域ごとの特色が出ていると言えるかと思います。 

カルテというのは数字を並べているもので現状を可視化したものなので、活用する思いや考え方

などは地域によって異なると思っています。地域とともに集落カルテを作る地域支援課の立場とし

ては、その地域の思いや考え方に沿ったカルテ作りができるように地域と相談や支援を行っていけ
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たらと考えています。 

（阿部委員） 

素晴らしいと思います。ありがとうございます。 

 

（山本委員） 

質問させてください。お手元の資料の、今見ていただいた集落カルテを１枚はねていただくと、

参考資料４があって、カラーで付いていると思いますけれども、私が住んでいる地区は粟代地区で

すけれども、今回こういった取り組みをしました。外出自粛による買い物難民とメンタル不調を防

ぐ取り組みということで、既存の資源を活用しながら、お互いできることの検討ということでやっ

てみましたけれども、他の地区でもいろいろな取り組みを多分されていると思うので、もし参考に

できるような内容があればお聞かせください。 

 

（尾崎係長） 

行政が入らないで地区独自で活動している事例を二つ紹介させていただきます。一つは、足込地

区で毎月１回土曜日に生活改善センターを開放して、住民が集まってお茶を飲んだりおしゃべりを

したりする会が開催されています。ただ、現在はコロナの関係で中止となっているようです。もう

一つは、古戸地区で、今はおいでん家が中心になっている関係で、曜日を決めたり移動販売の日な

どに近所の人が集まってラジオ体操をしたり歌を歌ったりおしゃべりをしたり、古戸地区の中の２

地区で、そういう活動をされているそうです。どちらの取り組みも住民の方が自発的に自分たちで

楽しむために行っているものですけれども、こういう小さな活動がお互いの安否確認や困り事の把

握、災害時の対応などにもつながるのではないかと思って紹介させていただきました。 

 

（山本委員） 

ありがとうございます。また、参考にして粟代地区でもいろいろやっていきたいと思います。 

 

（岩崎座長） 

続きまして資源管理という意味で、空き家の問題と土地や家屋等の管理について、続けてお願い

します。 

 

（阿部委員） 

少し前に出た有名な本があって、今、日本で所有者が分からない土地が九州１個分もあるという

のが話題になりましたけれども、実は東栄町にも空き家は多分いっぱいあるのではないかと思って

いまして、こういう空き家というのを行政としてはどうやって把握していらっしゃいますか。 

 

（尾崎係長） 

平成 30年度に地域支援課の職員が、おいでん家でお年寄りの方に空き家の情報を聞いたほか、目

視、家屋敷課税の情報などを基に一度調査をしました。それ以降細かい調査は行っていません。行

っていない理由としては二つありまして、空き家の情報は非常に流動的でどのように把握していい
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のかという答えがまだ見つかっていない状況です。もう一つは、地域支援課だけで空き家の調査を

毎年するということは手間が掛かり過ぎて難しいということです。今後、この二つを打開するため

に、空き家の情報を持っているのはやはり地域だと思いますので、地域の方と協力しながら把握し

ていけると良いと考えています。 

 

（阿部委員） 

端的に言うと、把握の際の課題はどのようなことですか。 

 

（尾崎係長） 

空き家にもいろいろな状況があるので、何をもって空き家とするという基準が明確ではありませ

ん。ですので、空き家の状態や家屋に帰ってくる頻度など状況もさまざまなので、所有者の関わり

方も含めて状況は大きく変わっているということです。 

 

（阿部委員） 

現時点で、基準の明確化のためのアイデアをお持ちですか。 

 

（尾崎係長） 

単なる空き家の登録ということではなく、空き家の状態や所有者の関わりや利用頻度などを段階

的に分けて空き家の状態や段階によって分類しておく。そのような情報は役場よりも住民のほうが

持っている可能性が高いので、そのように分類しておくことで、こちら側が空き家バンク制度など

の説明に行くタイミングなどを図ることができるのではないかと思っています。また、地域側にヒ

アリングすることで、空き家がただ人が住まなくなった家から、新しく人が住んで自分たちの仲間

を増やしていくことができる家という存在に変わるきっかけにもなる可能性が期待できるのではな

いかと思っています。以上です。 

 

（阿部委員） 

大変上手な仕組みをお考えになっているようで、もしかすると、これは大化けして全国的に東栄

モデルなどと出たらいいですね。すごくいい予感がしています。頑張ってください。 

一方で、未登記の家屋や持ち主不明の住宅や土地について持ち主を把握する方法はありますか。

あるとすれば、どのような方法ですか。 

 

（税務会計課荒河係長） 

税務の立場からお答えをさせていただきます。土地家屋につきましては、登記の有無に関わら

ず、基本的に全てのものが課税台帳に登録されていますので、所有者、名義人といった意味では特

定されていますけれども、その所有者の方が死亡などしていてその後において異動手続き等がされ

ていない場合もあります。そうした場合は名義だけ取り残されて所有者が分からなくなってしまい

ますので、現有者を把握するために戸籍を照会するなどして相続人を探る調査をして特定していく

ようにしています。 
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（阿部委員） 

山林の不在地主はどの程度存在しますか。 

 

（経済課藤田係長） 

山林の所有者等の管理をしている森林簿がありますけれども、その森林簿によりますと４割程度

が町外に住む不在地主となっています。 

 

（阿部委員） 

不在地主は増加しているのですか。増加しているとしたら、その原因は何ですか。 

 

（藤田係長） 

不在地主は増加傾向にあると思います。原因としましては、所有者が亡くなられ相続して所有権

の移転が行われますけれども、相続人が町外に暮らす子どもであるケースが多いことから不在地主

は増えていると分析しています。 

 

（阿部委員） 

都会でも不在地主のために開発行為がストップしてしまうなどいろいろな問題が起きていますけ

れども、東栄町では不在地主の存在によって何か課題が生じていらっしゃいますか。 

 

（藤田係長） 

課題としましては、土地の大規模な売買や伐採などについて町の森林整備計画などと懸け離れた

利用や開発を目的とした動きが把握しづらいことなどが課題となっています。 

 

（阿部委員） 

この不在地主の話はどんどん日本中大変なことになっていくのが見えてきているわけですけれど

も、東栄町としてはそうした動きへの対策は何かお考えですか。 

 

（藤田係長） 

ご存じのとおり、東栄町は総面積の９割が森林で、まずはその森林の対策としまして森林組合と

愛知県農林水産事務所それから役場の関係機関が集まりまして、木材の売買や伐採等の民間の動き

を把握するための情報共有を毎月行っておりまして、そういった情報共有の中で対策を講じていこ

うという対策をしています。 

 

（岩崎座長） 

続いて防災に移りたいと思います。 

 

（村本委員） 
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昨今、ゲリラ豪雨など自然災害の発生により各地で被害が発生している状況です。このような中

で、本町では防災士の育成をされているのは評価されるところだと思っていますけれども、今後こ

の防災士はどのような活動をされていくのかをお聞かせいただきたいと思います。 

 

（総務課内藤課長） 

一般的な定義としましては、地域などにおける防災意識の啓発活動と訓練研修などに参加し、人

という資源を活用して地域や職場、社会全体の防災力を高めるための活動を行うものとされていま

す。 

 

（村本委員） 

町が養成しているわけですけれども、町として災害時の役割などはどのように考えていらっしゃ

いますか。 

 

（内藤課長） 

災害時におきましては、自主防災会を中心とした動きの中で防災士もその一員として活動しま

す。その中で必要に応じリーダーシップを発揮できるよう、平常時から防災や減災対策に尽力して

いただくことになります。 

 

（村本委員） 

防災士がリーダーシップを発揮と言われましたけれども、例えば地域住民に対して指揮や命令、

指導することをリーダーシップと捉えているのか、お聞きしたいと思います。 

 

（内藤課長） 

防災士が防災士として、地域の中で具体的に誰かに対して指揮や命令することは想定していませ

ん。災害時には、組織としての指揮、命令によって動く部分もある一方、一人一人の日頃の備えや

行動によって社会全体の防災力を高めていく必要があります。防災士とは、一個人として、そうし

た日々の行動の中から防災に対して主体的に考え動くものだという考えに基づいて防災時に助言を

したり模範的な行動をしたりするという意味でのリーダーシップです。 

 

（村本委員） 

災害が発生した場合の避難の際の判断基準、地域住民が避難をする際には何を参考にしたらいい

のか、誰が判断をするのかを教えてください。 

 

（内藤課長） 

避難の判断基準ですが、例えば大雨等の場合であれば、気象庁が発表する警戒レベルを参考にす

ることになります。レベル３が高齢者等の避難開始の目安、レベル４が避難勧告発令目安となって

います。自治体では警戒レベルを一つの判断基準とし、対策本部長である町長の判断で避難勧告を

発令します。ただし、近年の豪雨災害等から事前避難という考え方が一般的になっています。テレ
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ビ等でも大雨が降る数日前から予報が発表されるため、それらの情報を基に、自宅での安全確保が

困難な場合には大雨になる前に事前避難を開始する等、意識を高めてほしいと思います。本町とし

ましても、お昼の明るい時間に避難所を開設し安全な避難ができるような体勢をとっています。避

難所の開設などの情報は、防災行政無線あるいはとうえいチャンネル、町ホームページで伝達をさ

せていただいています。 

 

（村本委員） 

防災マップを見ても分かるように、東栄町内には危険な箇所があるわけですけれども、災害が発

生した場合に避難したほうがいい場合と自宅で待機していたほうがいいのではないかという場合が

あると思います。その判断については、各地区の区長をはじめ、役員の皆さんと防災士の方が事前

にその地域を巡視して、避難等の判断をする場合の参考としてはどうかと思っていますけれども、

その辺はどのようにお考えですか。 

 

（内藤課長） 

避難の判断としましては、町からの避難勧告が発令されれば避難が必要となります。その前の段

階としまして、区長をはじめとした地元の方が日頃から地区を巡回し危険箇所などを把握すること

で参考にできる分はあると思いますが、災害時における避難のタイミングを判断する際の参考とい

う位置付けではありません。平常時から事前に地区の危険箇所を把握し安全な避難ができるように

することが必要と考えています。こうした事前の準備ができるよう、自主防災会と防災士が連携し

それぞれの地域の危険地区を地図に落とし込み、地域ごとの防災情報を掲載した防災マップを作成

したいと考えています。 

 

（村本委員） 

町内に避難場所は幾つか設定されていると思いますけれども、近年、各地で起こっている災害等

を踏まえて、避難場所等の再設定といいますか、見直しなどは検討されていますか。 

 

（内藤課長） 

本町におきまして、避難所は町内で 45カ所あります。また、昨年度、愛知県から土砂災害警戒区

域として、警戒レベルに合わせた土砂災害特別警戒区域のレッドゾーンと土砂災害警戒区域のイエ

ローゾーンの指定が行われました。これを受けまして、現在、自主防災会と協議しながら、避難所

の再設定を検討しているところです。 

 

（村本委員） 

最後ですけれども、防災マップには再設定をされた避難場所の情報なども掲載されるということ

でよろしいですか。 

 

（内藤課長） 

避難所の再設定のうち防災マップの作製に取り掛かりたいと思います。防災マップは、再設定さ
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れた避難所情報など町が持つ防災情報を地域ごとに掲載する予定です。その後、町が作成した防災

マップを活用して、自主防災会と防災士、あるいは住民人が連携し、地域ごとの危険箇所などを盛

り込んだその地域の状況に即した内容の防災マップを作成できればと考えています。この地域ごと

の防災マップを一人一人の事前の防災対策に活用してもらうことで、平常時から防災、減災に対す

る意識を高められるようにすることが町民の大切な生命や財産を守るためには必要だと考えていま

す。 

 

（岩崎座長） 

それでは、私から一言、最後の防災、減災についてですけれども、近年は自然災害の被害が非常

に強く大きくなっています。とりわけ中山間地域ではそのリスクが高く、暮らし続けられるまちづ

くりにおいては避けて通ることができない課題と認識しています。そのためには、やはり住民一人

一人の日頃からの意識付けや行動手順を認識することが大切だろうと思います。行政の役割としま

しては、基盤整備と住民の意識啓発が具体的にできるような働き掛けが必要です。例えば、自主防

災会や防災士を活用したマップ作りの支援や災害時の緊急避難対応が確実にできる体制づくりをし

ていくべきだろうと感じました。 

それでは最後に、持続可能な暮らしのための整備、基盤整備について質問をさせていただきたい

と思います。こちらは、まず災害時の情報伝達ということで、お願いできますか。 

 

（原田委員） 

現在、とうえい 12チャンネルプラス屋外スピーカーの設置工事が始まっていますが、今年の熊本

豪雨の際には屋外スピーカーがほとんど無力であったといった他地区での課題を参考にして、東栄

町内における屋外スピーカー設置についての解決方法がありましたら教えてください。 

 

（内藤課長） 

屋外スピーカーのみで町内全域をくまなくカバーするのは大変困難です。防災情報伝達アプリの

Ｓアラートやとうえいチャンネルの他、電話確認サービス等を活用する予定です。防災行政無線の

新システムでは、同報系防災行政無線放送を八つのシステムとひも付け、何らかの形で情報伝達が

できるような形を構築していく予定です。さまざまなシステムを複合的に組み合わせることで情報

伝達難民ゼロを目指しています。 

 

（原田委員） 

ありがとうございます。今言われた八つのシステムは、具体的にどのようなものになりますか。 

 

（内藤課長） 

まず、屋外スピーカーは町内に 30基整備させていただきます。戸別受信機は、原則的に今考えて

いるのは避難所のみです。次にエリアメール、緊急速報メールです。４番目として電話確認サービ

ス、５番目がＳアラート、６番目が町のホームページ、７番目が町の LINE、最後にとうえいチャン

ネル、以上のシステムで同時に災害防災情報を伝達することを考えています。 
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（原田委員） 

今言われたＳアラートは端末機器が必要になると思いますが、スマートフォンやタブレットなど

を所有していない人への対応はどのように考えておられますか。 

 

（内藤課長） 

とうえいチャンネルや電話確認サービス等、複合的な情報伝達により何らかの形で確実に情報が

伝わるようにさせていただきます。ただし、端末機器を必要とする場合への対応としましては、機

器、タブレット端末になるかと思いますが、この貸与等を現在検討しています。 

 

（原田委員） 

最後に、近隣の自治体における災害時の情報伝達はどのように行われているのか、知っている範

囲で教えていただきたいと思います。 

 

（内藤課長） 

東三河のことを申しあげますが、把握しているところでは、豊川市は屋外スピーカーにより対応

しています。北設楽郡ですと、設楽町、豊根村につきましては屋外スピーカーと個別受信機の情報

伝達と確認しています。新城市につきましては地区によって若干違うようで、旧鳳来が戸別受信

機、その他屋外スピーカーがあるところもあると聞いています。 

 

（岩崎座長） 

Ｓアラートに関して、スマホなど持っておられない方には端末機器を貸与するということでした

けれども、これは防災伝達機能だけではなくスマホやタブレット等々でさまざまなことができます

ので、これまで出た議論と絡めながらぜひその他の活用も考えていただければと思いました。 

では、続きまして、情報基盤整備について質問させていただきます。 

 

（村本委員） 

最近特にコロナ禍で仕事の仕方というのがさまざまに変わってきている中で、情報通信基盤の整備

は早急に行わなければいけないと感じています。このことによって、東栄町への現役世代の移住、

定住、社会増の要因にもなるかと思っていますけれども、その辺のことをどう考えていらっしゃい

ますか。 

 

（振興課山下主事） 

この点に関しましては、委員のご指摘のとおりと考えています。情報通信基盤は今後の暮らしを

支える重要な基盤です。現在、北設楽郡の３町村が共同して北設情報ネットワークの維持、計画的

更新を行うことによりインターネット環境をはじめとした情報通信基盤の維持を図っていますが、

情報通信社会は日々高度化しています。現役世代にとっては、特にこの山間地域で都市部との大き

な格差なく仕事や子育て、教育ができるかは大変重要な関心事項です。こうした点から、この地域
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で現在も暮らす人はもちろんですが、移住を検討している人が安心して東栄町での暮らしを選択で

きるよう、早急に調査研究を行い当地に合うものを検討しこれまで以上に高度化した情報通信基盤

整備が必要であると考えています。 

 

（阿部委員） 

今、情報通信基盤整備が必要であるとのお考えを伺いました。そのような基盤を使ってどのような

まちづくりを行うのか、町としての展望がありましたらお聞かせください。 

 

（山下主事） 

今後の展望ですが、インターネット環境の整備だけではなく Wi-Fi環境の整備、無線端末向けの

アクセスポイントの整備をはじめとした情報通信基盤整備を行うことで、暮らしを支えるとともに

新しい暮らしに挑戦できるまちづくりに取り組んでいきたいと考えています。まず、暮らしを支え

るという点では、先ほどお話ししましたとおり、仕事や教育の他、医療や防災の各分野において今

後全ての世代の暮らしを支える重要な基盤として整備をする必要があると考えています。 

併せてこうした情報基盤整備を活用して暮らしを支えるというだけではなく、新しい暮らしに挑

戦できる場として、町外からの人の流れを受け入れて町の活性化につなげるための取り組みも検討

しています。一つの例としまして、下田地区にあります東栄町体験交流館のき山学校は、本年度に

耐震診断、今後は耐震設計や耐震補強を進めるのと併せまして、インターネットの環境整備の拡充

を行いましてリモートワークやワーケーションなどといった形で山間地域に仕事の拠点を持つ人を

受け入れる場づくりを進めるなどして、新しい暮らしへの挑戦を支援していきたいと考えていま

す。 

 

（岩崎座長） 

どうもありがとうございました。以上で質疑応答は終わらせていただければと思います。最後

に、今日は私を含めて６名の委員がいますので、それぞれ委員から全体を通して気付いたことや感

じたことのコメントをいただければと思います。 

 

（原田委員） 

一つ、地域カルテの中で防災カルテを今始めているということで、私もインタビューを受けたこ

とがありますが、その中で、下川地区で防災用のブルーシートを備蓄しておきたいと。それは、防

災シートが必要になったときにホームセンターなどに行っても数がありません。20年ぐらい前にな

りますけれども、私が九州に赴任しているときに、台風 19号が日本海側を通って大打撃を与えた災

害があったときに、空から見た九州の屋根は真っ青でした。 

このブルーシートを一気にそろえるのは難しく、準備のために下川地区では今年 50枚買ったとい

う話を聞きまして、本郷でもそういう活動に賛同して、どこの地区で災害が起きても町内でそうい

った物資のやりとりができるのは、地域カルテの中でどんどん他の地区にも展開していって、起こ

る前の事前準備が非常に大切ではないかと思いましたので特に強調しておきたいと思います。 
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（後藤委員） 

私は、先ほど質問させていただきましたおいでん家といった活動が、今住んでいる方の支えにな

っていることは本当に間違いないと思います。これから、また支援員などを入れれば大変な課題は

ありますが、無理して人を集めたりする必要はないと思いますが、この事業を継続してやっていく

ことが大事だと思います。集う楽しみなどが皆さんに植え付いてくれば、地域の住民が自発的に活

動できるような先ほどの案件にもあったような町に発展していくと思いますので継続が大事だと思

います。 

 

（山本委員） 

最後の、情報通信基盤整備が整うことで全てがだんだん良くなるのではないかと思いました。そ

れは、町外からの人の流れを受け入れるというところがすごく私の中でピンポイントで、そういっ

たことで人の流れが変われば、私が関わっている移動販売やとてもお世話になっているおいでん家

の動きも必ず変わってくると思いますし、今の時代なので情報通信基盤の整備を１番にやっていた

だきたいと思いました。 

 

（村本委員） 

医療センターについてですけれども、入院施設や透析施設はないよりあったほうがいいというの

が患者等の声だと思います。先ほども言いましたけども、なぜそれができないか、なぜ入院の施設

が次年度からできなくなるのか、透析が中止になったことを医療従事者の方がもっと先頭に立っ

て、こういう訳でできないと、入院患者もひどいときは１人だったときもあったと聞いております

けれども、それではとても採算が取れないということも、地域懇談会のようなところに現場の人が

出てしっかり住民に説明していただきたいと思いました。 

 

（阿部委員） 

私も、その病院の件は大変残念に思います。今まであったものがなくなるというのは本当につら

いことだと思います。一方で、財政というものがあって、日本全体も借金まみれですし、今まであ

ったものを失っていくという経験は皆していかなければいけないときがあるのかと思います。た

だ、やはりそこを失うことで痛手を受ける人に対しては十分な説明、手当、代替案の提供といった

もの、今まで以上に気持ちに寄り添っていただければと思います。東栄町の場合中山間部の過疎地

ということですが、一方で、おいでん家や集落カルテといったスケールメリットが生きるような素

晴らしい取り組みを見ることができました。だから、東栄町らしさ東栄町の良さは、自然の豊かさ

もありますしいいところがいっぱいあります。しつこいですけれども、特に集落カルテやおいでん

家は本当に素晴らしいと思います。ビジョンも素晴らしいと思います。 

それから、そこに今度は情報基盤整備が整ってくると大化けするのではないかと思って、一生懸

命東栄町に通うのはいい芽が見えているので、役場の皆さんも不利な条件がいろいろある中で日々

頑張っていらっしゃるのは分かります。大変ですが、ぜひ、このまま頑張ってください。ありがと

うございました。 
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（岩崎座長） 

それでは、私からは、総括コメントですけれども、最後に３点コメントをします。１点目は、既

に述べたことですから、ここでは詳しく言いませんけれども、横断的な取り組みの必要性というこ

とが何度も出てきました。その際に、やはり共有ビジョンの明確化と指示機能の明確化をしっかり

しないと言葉だけに終わってしまいますのでぜひ検討していただきたいと思います。 

それから２点目、これはとても重要なことだと私は考えていますけれども、地域経営と盛んに言

われてかなり久しいです。当たり前ですけれども地域を持続させるには経営的視点、すなわち利益

追求だけでは不十分です。公共の福祉という視点がとても重要になります。ただ、財源は限られて

います。その限られた財源をどの分野にどれだけ使うのかという非常に難しい判断を迫られている

のが現状だろうと認識しています。一方では、人、物、金という経営資源を集中的に活用しなけれ

ばならない分野もあると思いますけれども、他方では赤字をある程度許容しなければならない分野

もあると思います。ここでは、経営的視点、それから公共の福祉と、対立するような言い方をしま

したけれども、いずれも東栄町民の暮らしを支える施策という意味では同じ目的を持っていると思

えるわけです。ですから、経営の利益と公共の視点を対立的に見るのではなく、それらを支える土

台の視点や基準が質疑の中でも出てきましたけれども、暮らしを支えるという今回の総合計画の目

的を共通の基準として皆さんが持って、それを肝に銘じて、これからこの後期計画を進めていくべ

きだろうと思いました。 

それから３点目ですけれども、後期計画にはまちづくり基本条例がとても重要になってくると思

っています。その理念は、町民一人一人が、自分がこの町のオーナーだと、あるいは自分がこのま

ちづくりの主人公だという自覚と覚悟が必要だと思います。どうしても、今までは行政任せといい

ましょうか、どちらかというと地域課題を人ごとに思っている方が多かったのではないかなと思い

ます。でも改めて考えてみますと、当たり前のことですけれども、地域での暮らしや健康や命、環

境や土地の問題などは全て自分ごとなわけです。その辺りの自覚と覚悟を持っていかないと、協働

というのはできません。ですから、住民と行政がまちづくりのパートナーになるというのは、口で

は簡単ですけれども、行政が変わると同時に住民の皆さんの意識変革も、改めてやはり強調してい

く必要があるだろう、お互いに変わっていくことが重要だろうと強く感じています。 

ともすると、条例というのは、できて、それでおしまいということがありがちですけれども、こ

のまちづくり基本条例は文章ができておしまいではなく、それを実践していく中で、それがより輝

きを増していくといいますか、より身近なものになっていくと思います。そういうものとして後期

計画を考えていくべきだろうと改めて感じました。私からの総括コメントは、取りあえず３点で終

わらせていただきたいと思います。 

それでは、以上で、第１回の質疑応答、コメントも終わりましたので、事務局にお返ししたいと

思います。よろしくお願いします。 

 

（事務局） 

大変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、今後の改善に生かしてまいりたいと思います。それでは最後に、
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副町長からあいさつ申し上げます。 

（伊藤副町長） 

本日は、評価委員の皆さまには、大変遅くまで活発な議論といいますか、質疑応答の中でいろい

ろなご意見をいただきまして、ありがとうございました。あっという間に２時間近くが過ぎてしま

ったような感じがしました。本日は、歳を重ねても東栄で暮らすといった、テーマとしてはすらっ

と出ますが、大変重い問題でもあると考えています。それを六つの項目で、それぞれ質疑応答とい

う形でいろいろな話をした中では、やはりいろいろな課題、あるいは問題提起もなされたと思いま

す。先ほど、岩崎先生のほうからもありましたが、これから作っていく本年度の後期計画に、これ

は十分に生かされる。また、この計画自体は、実施計画も含めて現在進行中です。そういったこと

で、本日、いただいたご意見、あるいは出たものにつきましては、しっかりと計画の中でブラッシ

ュアップしながらいいものにしていくのがわれわれの仕事だと思っていますので、今後ともどうぞ

よろしくお願いします。本日はどうもありがとうございました。 

 

（事務局） 

岩崎座長をはじめ、委員の皆さま、大変ありがとうございました。以上をもちまして、本日の総

合計画戦略会議を終了とします。なお、次回は東栄で育てる、東栄で育つをテーマに、９月 28日、

月曜日、本日と同じ午後７時から、この会議室で開催します。本日は大変ありがとうございまし

た。 

 

 

 


