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○２０１１年（平成２３年）３月定例議会（一般質問） 

【質問内容】 

（１）高齢者の生活支援について 

（２）自治体間の連携について 

 

◆藤川 稔 

それでは通告に基づきまして質問をさせていただきます。 

今回は、高齢者の生活支援ついてと自治体間の連携についての２点についてでございます。 

１点目の高齢者の生活支援について幾つかお聞きしたいと思います。 

まず、中川村における高齢者の状況を見てみますと、平成 22 年の住民基本台帳による全人口に占

める 65 歳以上の人口は 1,520 人、高齢化率は 28.7％でございます。そのほか、本村と長野県及び全

国の比較で見ますと、長野県の 22 年度の高齢化比率に比べまして約 3.5％上回っております。全国

の高齢化率と比較して約７％上回っておるという状況でございます。先に行われました国勢調査の確

定値次第では、いよいよ 30％に乗ることも予想されるところでございます。実に３人に１人が高齢

者という状況でございます。 

いわゆる 65 歳～74 歳の人口、前期高齢者の方は 661 人、また、75 歳以上の後期高齢者の方が 859

人ということで、尐子化に歯止めがかからないため、こうした割合をも非常に高くなっています。 

また、前回の平成 17 年国勢調査では、この前期高齢者と後期高齢者の数が逆転をし、現在に至っ

ております。 

こうした状況から、着実に高齢化が進展している傾向が見てとれるわけでございます。 

このように、今後、増え続ける高齢者の生活をどのように支援して、また、安心・安全な暮らしを

送っていただけるか、家庭を守り地域を守ってこられた先輩の方々のきめ細かな生活支援の充実が必

要でございます。 

そこで、特に家族が遠隔地におられ、日々において生活支援を得ることができないひとり世帯の高

齢者、あるいは高齢者同士の世帯の心配事や相談事に対応する窓口について、現在における村の体制

と、その取り組み状況をお伺いいたします。 

 

◆村長 

高齢者の皆さん方、高齢者ばっかりではないんですけども、そういう生活上の課題があったりとか

サポートを求めていらっしゃる方々をフォローするためということではですね、一つには民生委員の

皆さん方に地区を担当していただいて活動していただいているっていうこと、それから、高齢者の

方々にとっては地域包括支援センターのほうで個別のケースをフォローしておると、それから、保健

福祉課のほうで、いろいろご相談等々あったときには、ちょくちょく窓口のほうにも来ていただいて、

個別の話なんかも伺っておるというふうなことでございます。 
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特に民生委員の皆さん方につきましては、非常に熱心にといいますか、取り組みをしっかりやって

いただいておりましてですね、平成 21 年度でいきますと、相談、支援の件数は全部で 456 件ありま

して、それは高齢者の方ばっかりではないので、高齢者の方に関する相談、支援ということでは 306

件の個別の問題に対応していただいていたということでございます。 

そういうふうな形で、定期的に連携もとりながら、それぞれの違う立場、違う視点で何か問題がな

いかというふうなことを見ていただいておるというような、そういう状況でございます。 

 

◆藤川 稔 

今の村長のご答弁をいただいた中に包括支援センターのお話をいただきました。 

県にも１カ所、長野市に高齢者の支援施設といいますか、組織があるということで、基本的な窓口

として、一般的には、それと同等の活動をしております各市町村ごとに、高齢者支援の拠点として介

護保険法で定められました地域包括センターがあり、地域の高齢者の保健福祉医療の向上、また虐待

防止、介護予防マネジメントなどを総合的に行う機関として位置づけられております。高齢者の皆さ

んが住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を続けられるように生活を支える総合窓口として

認識を私もしているところでございます。 

そこで、まず、本村における地域包括センターの生活支援活動の状況を引き続きお伺いをしたいと

思います。 

 

◆保健福祉課長 

中川村地域包括支援センターの高齢者、あるいは要支援者と申しますか、その方々の生活支援の活

動の状況についてでございますが、まず、平成 21 年度の時点でございますが、要支援の方、要支援

１の方という方については 10 人、要支援２という方については 33 人の方を認定させていただいて

おります。これらの皆さんの、今、議員のお話にありましたとおり、介護予防のケアマネジメントと

申しまして、要支援 2、これ以上にならないように、日常生活、どのように計画をつくって予防して

いったらいいか、そういう計画をつくり、また、それを実際に過ごしていただいて、また、取りまと

めて、次の次月といいますか、そういうところに生かしていくという、そういうプランニングを、ま

ずやっております。マネジメント事業でございます。 

それから、もう一つ重要なことでございますが、包括支援センターでは、今、お話がありましたと

おり、遠方の皆様、ご家族の皆様、それからご近所、それから近くのといいますか、同郷のご家族の

皆さんの中から高齢者の方についての支援の相談を一手に引き受けておりますので、そういう作業も

やりつつ、具体的にはですね、介護保険によらない部分で申しますと、認定前の要支援の皆さんの、

要支援になるという認定前の方でございますが、生活用具の貸与、これについて取り扱いをしており

ます。介護保険の事業の中ではレンタル制度がございますけれども、電動ベッドですとかシャワーチ

ェア、それからトイレ、杖、それからベッドから下りるときの介助のカバーの貸与、こういった相談

を受けまして、村のほうでずっと財産として蓄積してきた物がございますので、これらの物について、
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判定をし、貸し出しをしていくというような生活支援の活動を一年間やっておりますので、よろしく

お願いします。 

 

◆藤川 稔 

ただいまご答弁をいただきました。 

非常に、この介護サービスを受けられる方、これからも増えていくだろうと思いますけども、今の

お話にもありましたように予防活動にも力を入れて、ぜひ、高齢者の方が健康で過ごせるような、そ

んな状況になっていくことを願っております。 

それで、実は私の手元にあります平成 22 年度における介護保険以外の福祉サービスの概要につい

てみますと、それぞれ事業ごとの窓口として、保健福祉課、包括支援センター、社会福祉協議会と３

つの窓口が担っている事業があります。高齢者の生活管理、指導員等の派遣事業でありますとか、生

きがい対応型デイサービス事業、あるいは布おむつのリース代の補助事業でありますとか福祉車両の

貸出事業等々あるわけでございます。 

こうした事業内容は、それぞれの高齢者世帯に示され、説明されていると思いますが、高齢者が、

実際に各種事業サービスを利用する際、窓口が３つあるということで、高齢者が、どの窓口を選択し

て、きちんとその窓口につながっていくかどうか、ちょっと疑問に思います。事業内容と窓口がマッ

チしないケースもあり、現場事務においては支障を来すといいますか、困っておられるような状況が

あるかどうか、その対応状況について引き続きお伺いをいたします。 

 

◆保健福祉課長 

今、サービスをというか、相談を受け、それから実際にサービスを提供するというか、担っている

機関がそれぞれ３つあるというお話がありましたけれども、現状では、確かにおっしゃるとおりであ

ります。 

しかし、先ほど村長が申しましたとおり、最終的には福祉係のほうへ来る相談、それから社会福祉

協議会のほうに直接行く相談、または、それぞれの事業所がございます。宅老所の野の花ですとかＮ

ＰＯかつら等々でございますけれども、そういったところに、直接、相談が行く場合もございまして、

そこから福祉係あるいは包括支援センターのほうに相談が来るケースもありますけれども、最終的に

は、民生委員さんも含めまして、包括支援センターのほうに全部つなげておいて、そちらのほうから

具体的にどこがどういうサービスをするのが一番よろしいかというような体制を、今、現実にはとっ

ております。 

ただ、個人的には、その振り方がですね、説明が、ちょっとこちらのほうでうまくいかなくて、例

えば、役場の福祉係に来たんだけれども、回り回って社協に案内されて、それで、例えば、最後は包

括へ行ったとか、そういうケースがありましたとしたら、これは、きちんと方向を一つにしていく必

要がありますけれども、最終的には包括支援センターのほうで受けるということは確認できておりま

して、それから、それぞれの事業者、委託をしておる業務もございますので、そちらのサービスを受
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けるというようなふうになっておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 

◆藤川 稔 

今、保健福祉課長が言われました高齢者からの要望については、若干、高齢者の方が窓口の選定が

なかなかできないために起こったかどうかはわかりませんが、若干、たらい回し的な部分もあったよ

うにお聞きをしております。 

高齢者の利便性からいって、何とか窓口を一本化して対応できないかと思いますが、いかがでしょ

うか。 

例えば、親しみやすい長寿安心窓口なるものを設置して、要望はそこに集中し、事業ごとにそこで

仕分けて、それぞれの担当窓口と連携とって対応するなど、工夫が必要と思いますが、そうした取り

組みは可能であるかどうかをお伺いいたします。 

 

◆村長 

常日ごろに、今、お話に出ましたようないろいろな組織、担当の皆さん方、定期的にも話をしてお

られるので、どこに行っていただいても、しかるべくフォローをさせていただくというふうに思いま

すけども、もし、おっしゃっているような長寿安心窓口というような看板を掲げるとすると、一番接

しやすいのは役場の中の保健福祉課、実質的に保健福祉課でお電話とかいただいておるし、高齢者の

方もちょくちょくお見えになっておりますので、同じことだと思いますけども、新しい組織をつくる

というよりも、その表札をかけるということにしかならないのかもしれませんけども、そういうもの

があれば、わかりやすいということは、そうだと思います。でも、実質、中川村の高齢者の皆さん、

何かあったときには、そちらのほうに電話すれば、何というか、フォローをしてもらえるっていうふ

うなことは、わかっていただいているんではないかなというふうに思うところでございます。 

以上です。 

 

◆藤川 稔 

先ほどちょっと触れましたけれども、長野県においては、長野市の福祉センターですか、そこに安

心コールという窓口がありまして、それは県内のどこからでも相談事がそこにコールできるというよ

うなシステムになっているようです。 

今後の検討材料として、また、何か、そういった対応で、まずいところがあれば、ぜひ見直しをし

ていただき、何とか安心して高齢者が相談できるような状況が尐しでも前進することを切望するとこ

ろでございます。 

次に高齢者の見守りについての質問と、また、流れによっては、一部、提案をも含め、伺っていき

たいと思います。 

尐子高齢化の進展にも伴いまして、高齢者のひとり暮らし、あるいは高齢者同士の家族がいる場合

でも、自らの力だけでは問題への対応が難しい状況にある人たちが増加している現状でございます。 
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村における 65 歳以上のひとり暮らし世帯は、平成 22 年９月１日現在で 88 世帯、高齢者同士の２人

暮らし世帯は 163 世帯となっております。これは全体の 17.8％に当たりまして、約 10 世帯のうち２

世帯が高齢者のみの世帯となっております。 

こうした状況を踏まえ、地域において日常生活を営む中で、支援が必要な方に対する見守り等の活

動を推進することによって、だれもが安心して暮らせる地域社会を実現することを目指すことも大変

重要なことであると思っております。 

新年度予算においても、高齢者在宅事業として緊急通報装置の設置費用が計上をされております。 

そこで、村内における高齢者の見守りについてどのような取り組みを行っているのか、その現状に

ついてお聞きしたいと思います。 

 

◆保健福祉課 

まず、高齢者の見守りについての現状、どういう活動を行っているかというお尋ねでございますが、

今、お話にありましたとおり、一つは緊急通報装置等の設置でございます。 

このものにつきましては、平成 21 年から１カ所集中型に転換をしまして、つまり、何といいます

か、安否確認ができるような状態の専門の業者といいますかにお願いをしまして、設置を、随時、変

えてきているところでございます。10 月１日以降、今は全部そういう形になっておりまして、今後

とも、そのように継続していきたいというふうに思っております。 

それから、大きいところでございますが、実は、各地区で平成 19 年から 23 年にかけまして、こ

れは社会福祉協議会が中心になりまして、地区ごとの助け合いマップづくり、特に災害時を想定した

マップづくりを行ってきております。これは、近所に要支援、高齢者ばかりではなくて、障害のある

方ですとか子供ですとか、そういう弱者の方が、もし何かあったときに、どういうふうに非難をして

いったらいいのかっていうことを、どこにどういう方がいるということを地区で認識をしていただく

という目的でやりまして、もう既に２回目の見直しをしておるところがございます。これについては、

随時、お亡くなりになったり、新たに要支援の方が発生しますので、これにつきましても、これから

は、地区の方にお願いしつつ、毎年、見直しをしていけるような、あるいは数年に一遍でいいんです

けれども、という取り組みが、今後、必要かというふうに考えております。 

それから、もう一つ、見守りにつきましての日常のことでございますが、これは通報でございます。

通報といいますか、急な通報ではありませんが、特に民生委員さんからの連絡が大きいということで

ございます。 

それから、もう一つは、遠方にいらっしゃる家族の方も含めた、ひとり暮らし２人暮らしの高齢者

の方のこれからの心配だということでの申し出により、このものにつきましては、保健福祉課、ある

いは包括支援センターのほうで受けて、受けた場合には、直接、実際どうなのかということを調査に

行くというようなことをやっております。これが最終的には、通報装置の設置ですとか、あるいは要

支援というような介護保険サービス以外のサービスにつながっていくというようなことになるわけ

でございます。 
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それと、もう一つは配食サービスであります。村は直接やっておりませんが、社会福祉協議会、それ

からＮＰＯ法人かつらが、お昼に配食事業をやっております。この配食のサービスに併せまして、行

った方、配ってくれるボランティアの方たちが、直接お話をしたり、あるいは、何ていいますか、そ

のお弁当を食べた状態といいますか、こうだったというようなことを情報として包括支援センターの

ほうにお寄せをいただくことになっております。そのことで、どういう状態にあるのかということを、

そのときに新たにつかみまして、また、実際に、ちょっと心配な方については、出向いて行って、ま

たお話したり、それぞれの一番いいサービスにつながるようなことを、方策を探るというような活動

をしておりまして、これにつきましては、21 年度から、今年もそうでありますけれども、配食サー

ビスに伴います高齢者の見守り支援という形で、村のほうで、一つは情報をお寄せいただくための謝

礼という言い方はありませんが、若干、委託料を払いながらやっておるというのが現状でございます。 

 

◆藤川 稔 

ただいま状況をお伺いをしたわけですが、ご答弁いただいた内容については、それなりに、きっと

機能しているのかなと、そんなふうに思いました。 

その中で１件、助け合いマップといいますか、支え合いマップ、これは社協を中心にお作りをいた

だいておるところでありますけれども、社協の現場のお話を聞きますと、出来たはいいけれども、な

かなか、それが活用をされていないと、つまり、それぞれ、ひとり暮らし、あるいは２人暮らしの高

齢者の方のお家のポジションやら、そういったものが、その図面上に落してあると思うんですけれど

も、その方たちが、介護サービスでありますとか配膳サービスを受けている、あるいは民生委員の方

がいろいろと相談事、心配事で関わっておられるということであれば、Ａさんという高齢者のところ

にはいろいろの関わりの人が集中するけれども、そういった関わりのない方も若干おられると、そう

するとどうしても矢印を引いたときに、そこの高齢者のところにはヒットしなくて、そういった方々

への生活支援なりができないということで、もう一歩二歩前進していないのが状況だと、そういうよ

うなお話を伺ってまいりました。 

恐らく見守られる方から見ますと、必ずしも周りに見守られているという認識もない方もあるかな

と思います。それぞれ、プライバシーの問題も一つのネックになっている部分がございまして、そう

いった方たちが、そうした支援の中で、若干取り残されていくということであれば、それは、一つ問

題であるようにも思います。そこには、安心が伴って初めて支援されているというような、そんな、

見守られる方を持たないと、どうしても安心感が、そこで生まれないということもあるかなと思いま

す。 

例えば、プライバシーのことも考慮して、遠隔地におられる家族などの了解を得て、見守りを希望

される方を登録する、そして、その方の家を訪問されるいろいろな地域の住民の方、あるいは、今、

言ったような事業所の方、あるいは施設の方、それを行政と連携して、見守りのネットワーク、そう

いったものが構築できないかなと常々考えております。そういった情報、先ほども課長のお話にもあ

りましたとおり、情報交換するなど相互の連携で見守っていく仕組みを構築できないかと考えますが、



- 7 - 

 

この点についてご見解をお伺いいたします。 

 

◆村長 

先ほどの支え合いマップづくりで申し上げますと、たくさんの方々が参加をしていただいておりま

して、総代さん初め地区役員の方々、公民館の方々、婦人会、老人クラブ、民生委員の方、それから

いきいきサロンのスタッフ、消防団、すべての地区において、これだけの方が全部そろうというわけ

ではございません。老人クラブのないところなんかもありますし、いきいきサロンをやっていないと

ころなんかもあります。でも、たくさんの方々が参加をしてくださって、どういうおじいちゃんがい

る、どういうおばあちゃんがいる、どういう障害者の方がいるっていうふうなことの共有をしていた

だいています。 

確かに、おっしゃるとおり、そういうものができたということで終わりというわけではなくて、そ

の中で、お付き合いの尐ないような方とか、ちょっと心配な方とか、いろんな方がいらっしゃったと

きに、それをどうするかっていうふうなことが課題かというふうに思いますけども、最初に民生委員

の方々のいろんな相談に乗っていただいているっていうお話をいたしましたけども、基本的には、民

生委員の皆さん方が、それぞれの担当地区の中で、ちょっと、こう、気になるな、気にかけないとい

けないなというふうな方を、非常にプライベート、プライバシーに配慮しながらご努力をいただいて

いるので、それが、どこでどんな活躍をしておられるのかっていうところが、なかなか見えにくいし、

我々も、なかなか、それを申し上げることができないんですけども、最初に申し上げたような年間

456 件というような形で、そういうフォローをし、問題件数について相談に乗っておるというふうな

ことで、大変ありがたいことだなというふうに思っている次第でございます。 

 

◆藤川 稔 

今、村長のお話にもありましたように、本当に民生委員の方々は、多岐にわたり、いろいろな問題

に対応していただきまして、日々ご尽力いただいているところでありまして、敬意を表するところで

ございます。 

先ほどのネットワークの話に移りますけれども、例えば、登録のご家庭には、玄関に見守り世帯の

シールを張って、高齢者のみの家庭である旨を表示し、訪問者は「こんにちは。お変わりありません

か。」など、声かけをしていただいて、安否確認をしていただく、もちろん登録外の方にも声かけを

することはもちろんでございますけれども、そういった表示があるとないとでは、訪問者の方の、ま

た意識も違ってくるかなあと、そんなふうに思います。 

また、このネットワークの構築につきましては、今のお話もありましたように、民生委員の方々な

どを含め、情報交換をする中で見守り強化が前進すればと思っておりますが、先ほどのご答弁の中で

ＮＰＯかつらさんなどが配膳サービスを行っておられるということ、そうすると、当然、出向きます

ので、そこで高齢者の方と接触して、お元気であるかどうかは確認できるということでは、非常に有

効な手段ではないかと思います。 
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そのほかに、郵便局、あるいは新聞配達の方、こういったジャンルにつきましては、ほとんど毎日、

新聞を配達したり、ある程度、郵便物の配達もございますので、配達した状態のままを積み重なって

いくような状態が玄関先であれば、何か異変に気づくと思いますし、そんな方法もあろうかと思いま

す。 

あるいは消防団の協力を得て見回りの折の声かけをしていただくとありがたいと思います。 

昔やっておりました火の元点検が、現在、どの程度実施されておるかどうかはわかりませんけれど

も、こういった火の元点検も非常に有効な手段でないかと思います。 

そして、一番は、地域見回りボランティアの確保も必要かと考えます。例えば地域協力員などのボ

ランティアの方を募って、見守りを希望される高齢者の方に声かけや見守りなどの安否の確認を行い、

異変があった場合には、地域包括センターや、民生委員の方、あるいは行政、また、場合によっては

駐在所や消防団とも連携をとりながら支援していくような仕組みが必要と考えております。そのほか、

民生児童委員協議会や、それぞれの地区などの団体から推薦されたボランティアの方で、プライバシ

ーの厳守や高齢者の方やご家庭の意思の尊重が義務づけられた上での活動ができればと考えており

ます。 

いずれにいたしましても、今後、ご検討いただくことを希望をしております。よろしくお願いをい

たします。 

次に、高齢者が日々の買い物に困る買い物弱者、あるいは買い物難民とも社会的には言っておりま

すけれども、そういった方々の対策について伺います。 

尐子高齢化や過疎化等の社会情勢の大きな変化に伴いまして、買い物の場所や移動手段などの日常

生活に不可欠な機能が弱体化をしております。特に高齢者等にとっては大きな問題となっているとこ

ろでございます。 

こうした機能を地方自治体だけで支えていくことは非常に困難な状況であると認識をしていると

ころでございますが、こうした状況を踏まえ、経済産業省は買い物支援の取り組みを後押しをする補

助事業を始めたところでございます。全国で約 200 件の応募がありまして、非常に関心の高さを示

しておるようでございます。 

かつて、この中組地区は、商店などが軒を連ねまして、まさに村の消費の中心でございました。片

桐地区の方々も坂戸橋を渡りまして、多くの方々がこの東地区に買い物に訪れてくれたことを私も小

さい頃の記憶で残っております。 

しかし、大型店やスーパーマーケットなどの進出によって、時代の流れとともに、中央商店街は衰

退をしてきました。また、後継者がいないことも、その一因でございます。 

他市町村においても、シャッター通りと言われるように、地方の商店街は衰退するばかりの状況で

ございます。 

そうした中、地域住民に親しまれてきましたここのＡコープ南向店とＡコープ美里店が、この４月

をもって閉店となるとの情報を得まして、事業主の方に確認したところ、事実に相違ありませんでし

た。 
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なお、この情報を一般質問で公表することは事業主の方に許可をいただいておるところでございま

す。 

こうした状況を踏まえて、私の近所の方や利用されてきた方々からは、食料品を中心としたこれか

らの買い物について心配する声が多々聞かれます。 

そこで、村内における買い物弱者の実態はどうなっているのか、つかんでいる範囲内で結構でござ

いますので、お答えをいただきたいと思います。 

 

◆保健福祉課 

買い物弱者ということで、特に買い物をするに当たって非常に不便をしていらっしゃる高齢者の方、

もしくは世帯ということでありましたら、具体的な数字は、申しわけございませんけれども、調査は

できておりませんが、ただ、今、お話がありましたとおり、ここのこの大草地区の中では唯一の食料

品といっていいのかな……すみません。玉屋さんがございました。中心でありましたＡコープ南向店

につきましては、今、４月いっぱいをもって現在の受託をされて営業されている方が撤退をするとい

うお話は聞いておりますので、これについては非常に心配しておるところでありますが、繰り返しま

すが、そういう意味でのお困りになっている方については、ちょっと調査をしてございませんが、事

業者としましては、例えば、ここではありませんが、何といいますか、Ａコープの美里店、これは近

くへお寄りになる方が、そこのところでお買い物をして、それで、おうちにお帰りになるという点で

は、非常にちょうどいい位置という言い方はないんですが、そういう形で営業していただいておるな

あと思っておりますし、また、片桐、チャオ店舗の隣にありますマルトシについては、宅配を受けて

おるということで、2,000 円以上であれば無料で配ってくれるそうです。それから、それ以下であれ

ば１回 210 円の配送料が要るようでございますが、それで対応していただけると、あと、玉屋さん

ですとか、商工会に加盟していらっしゃる業者の皆さんについては、それぞれ、配達については、や

るというようなことをお聞きをしておりますので、当面のところは、何とかしのげるのかなあという

ふうに思っております。 

 

◆藤川 稔 

ただいまご答弁をいただいた状況を踏まえまして、今後においても、そういった買い物にお困りに

高齢者の方がだんだんと増えてくるだろうと、深刻な課題として、そうした取り組みが、今後、認め

られてくるかなと、そんなふうに思います。 

今、宅配サービスのこともお聞きしました。特に買い物の困っている者についての要望であります

とか、あるいは、どういった状況であるのか、買い物弱者の状況といっても、非常に流動的な部分が

ございますので、なかなか、調査っていっても、非常に困難なことだと思います。その点は、現時点

では仕方ないかなと、そんなふうに思っております。今後、商工会などとも連携を協議しまして、宅

配サービスに加えて、買い物代行サービスや、また、希望者の方がおれば、先ほどの国の補助金を活

用しての購買車両の購入などで、事業者の確保と活用も必要であるかなと、そんなふうに思っており
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ます。 

特に、買い物に来てくれるという受け身の形でなくて、これからは、こうした出向いてのサービス

は逆にビジネスチャンスかもしれないと、そんなふうに思っております。また、村内外における事業

者で前向きに、こうした弱者の方の支援のサポートをしていただけるような方が出てくれば大変あり

がたいと思っております。 

次に、１点目の最後の質問になりますが、高齢者住宅の整備について伺います。 

若者住宅に加え、今後さらに高齢者向け住宅の整備も課題に上がってくると思われます。21 年度

において建設されたパークハウス滝戸は、Ｂ２のタイプの高齢者世帯、あるいは障害者の方の世帯、

優先入居が可能な部屋を設けているところでございます。今後、超高齢社会を迎えるに当たって、高

齢者の住宅困窮世帯が増えていくことが確実視されている中で、このような高齢者向け住宅の確保は、

安心・安全の拠り所となると思います。そうした中で包括的に生活支援を行うこともでき、効率の面

から言っても有効な手立てと考えております。 

そういったニーズが果たしてあるかどうかは、私も把握はしておりませんが、今後において、こう

した高齢者の専用住宅のあり方についてご見解をお伺いしたいと思います。 

 

◆村長 

今、お話がありましたとおり、チャオの近くにつくりましたパークハウス滝戸につきましては、５

つのひとり暮らし２人暮らしの高齢者の方向けというふうなことにしてバリアフリーかなんかを、そ

ういう配慮をしたものにいたしました。 

診療所も近いし、お買い物にも便利だということで、ご自身で自立した生活のできる高齢者の方々に

とっては一番便利なところかなというふうなことで造ったわけなんですけども、５個あるうちの３つ

は、今、使っていただいていますけども、２つについては、今のところ希望者がいらっしゃらないと、

村内の方に限るというふうなことにしているわけですけども、やっぱ、どうしても、普段住み慣れた

おうちで、それから慣れ親しんだ方々と一緒に近いところで暮らしたいっていうのが、やっぱり高齢

者の方の思いなのかなというふうな気持ちを持っているところでございます。 

とはいえ、いつ、何かけがをされるとか、天候的に雪がどっと降るとかですね、いろんな事態があ

って、そうは言っても不便だなというふうな方が移っていただけるように、そういう受け皿としての

滝戸の高齢者住宅というものは維持していかなくちゃいかんのかなというふうなことは思っている

ところですけども、それで、今後はですね、また、村営住宅も造っていくわけなんですけども、パー

クハウスに１つ、車いす仕様の部屋もつくりましたけれども、そこまでは、全部そうしていくという

ことはできませんけども、尐なくとも、村営住宅についてはバリアフリー化というふうなことは配慮

しながら、高齢者向け住宅とはうたわないにしても、高齢者の方が住んでいただいても不便の尐ない

ような形の配慮なんかをしていかなくてはいけないのかなというふうに思っております。 

それで、いろいろ高齢者の方もいらっしゃって、自立で身の回りのことはご自身でできる方もいら

っしゃれば、だんだん支援を必要とする方もいらっしゃいますので、そういう高齢者向け住宅をつく
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るだけではなくて、従来からやっておる、その在宅の皆さん、在宅で、いろんなサービスをしながら、

住み慣れたところに、慣れ親しんだ周りの方々と一緒に暮らせるような在宅支援をするとか、あるい

は、それも、ちょっと大変になってきた場合には施設入所っていうふうなこともいろいろあるという

ふうな形で、そういうトータルな、いろんな要支援、要介護、あるいは健康な方って、いろんな方々

がいらっしゃるので、それに応じて幅広いバックアップを、それは村だけじゃなくて、上伊那福祉協

会とか伊南の福祉協会とか、そういうところとも協力しながら、それから民間の事業者さんとも協力

しながら充実をさせていきたいなというふうに思っているところでございます。 

以上です。 

 

◆藤川 稔 

それでは、２点目の自治体間の連携について質問をさせていただきます。 

いわゆる平成の大合併が一つの区切りをつけようとしている今、効果的、効率的な自治体経営を行

うため、自治体間における連携の積極的な活用について考えてみる必要があると思います。 

この中川村においても、合併が成立せず、引き続き自立の道を歩んでまいりました。 

一方、市町村合併や地方分権の推進、そして道州制の導入論議の展開などをきっかけにして、基礎

自治体としての市町村、また、広域自治体としての都道府県、そして国とが、それぞれ果たすべき役

割分担について見直しの機運が高まっておるところでございます。 

本村も駒ヶ根市、飯島町、宮田村と一部事務組合であります伊南行政組合を構成しています。これ

も自治体間の連携の一つでありますが、特に隣接する飯島とは、地理的、社会的、経済的関係から、

その住民生活の密接なつながりもあり、村政の上でも農業問題や定住促進策、また商工業などの産業

の振興、道路や橋の整備といった多くの関係や共通の課題があるのも事実でございます。これらの共

通の諸課題について、隣接する町村が互いに協力し、解決を促進するとともに、首長や実務者間での

意見交換を初めてとして知識の共有を行うとともに、さまざまな分野において自治体間協力を行い、

単独の町村では、なかなか、行うよりも、単独で行うよりも、効率的、効果的な課題解決や住民サー

ビスの向上に向けた連携を進めることも必要と考えます。 

そこで、こうした考えに基づき、お隣の隣接する飯島町との連携について、今まで村長が行政に携

わってきた中での思いでありますとか考えについて見解をお伺いしたいと思います。 

 

◆村長 

自治体間の連携についてということでご質問をいただきました。 

お話がありましたとおり、伊南行政組合というような形でやっていることも大変ありがたいことで

ございますし、それから、もう一つ大きな上伊那広域連合という形でも大変お世話になっているわけ

であります。ごみの問題ですとか医療の問題とか、本当に住民の、村民の生活に密接に結びついたと

ころで助け合いながらやっておるというふうなことがありがたいなというふうに思っています。 

それから、また、中川村の場合は、上伊那の一番南の端っこというよりも南の玄関口というふうに
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言ったほうがいいのかもしれませんけども、そういう位置にいるというふうなことで、議会の皆さん

方も、中部伊那というようなことで、大鹿村、松川町、それから、今、お話に出た飯島町と一緒にで

すね、連携しながら地域の課題に取り組むというようなことをなさっていますし、それから、また、

消防団も、隣接消防という形でお互いに協力しながらやる体制をということで、定期的に会合を持ち

ながらですね、支え合う体制づくりをしているところでございます。そういうふうに言うと、特に先

ほどもちょっと触れました「日本で最も美しい村」連合で大鹿村さんは先輩に当たりますし、隣接し

ておるというふうなことでですね、これからいろんな協力し合ってですね、体制をとっていくことも

考えなくちゃいかんなというふうに思いますし、それをもう尐し広げていくと、南木曽町とか、それ

から開田高原っていうふうな形でも、その南の、長野県の南のほうで美しい村連合の提携することも

できるでしょうし、長野県全体の中である美しい村連合、７町村になります。７町村と１つの地区と

なりましたけども、そちらでの連携ということも模索をしてくときかなというふうに思っています。 

飯島町との間では、もう本当に大変お世話になっておるし、いろんな道路のことやら川のこととかで

すね、本当に村の行政のいろんなところでですね、一緒に連携をしながら、教えていただきながら、

やってきたというふうに思っています。 

商工会のほうも連携というふうな形で動いているというふうなことで、大変ありがたいし、周り全

部とですね、それぞれいろんな形のかかわり合いがありますので、うまく協力し合って、特に上下伊

那の境にあるということで、両方を見渡した形で、上下伊那という広い中でこの地域に隣接している

皆さん方と一つの存在感を示していけることができたらいいのかなというふうなことを思っており

ます。 

 

◆藤川 稔 

確かに村長のご答弁のとおり、伊南行政組合があり、また、上伊那全域においては上伊那広域連合

という組織があり、それぞれが手を取り合って連携をしている状況の中では、非常に効率的な行政も

できているかなと思います。 

ただ、伊南で見ますと、駒ヶ根も宮田も、ちょっと中川から見ると飛び地のエリアでありますので、

隣接でなければできない、そういった枠組みの中で協力し合えないとできない、特に道路の接続の関

係だとか、そういったものもありますので、ぜひ、引き続き連携をとりながら進めていっていただき

たいと、そのように思います。 

 それでは、最後に行政とＮＰＯなどとの連携についてお考えをお聞きしたいと思います。 

村長始め皆様もご存じのとおり、平成 21 年に地域の未来をみんなでつくろうと、飯島町と中川村

の経営者らで「ＮＰＯ法人飯島中川政経人会議」、通称いいなか会議という組織を立ち上げたところ

でございます。趣旨として、地域のモデルは行政だけでつくるのでなく、住民や企業、ＮＰＯが主体

的にかかわって、行政と連携することで未来が開けてくるというような趣旨でございます。 

その後、活動の中で取りまとめられました政策、提言書のアクション 2010 を、飯島、中川、両町

村を訪問いたしまして、それぞれの町村の理事者などに公表をし、政策提言を行ってきた状況がござ
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います。 

これを受けて、飯島町では、飯島中川政経人会の提言書や飯島町長期ビジョン策定委員会で提案さ

れた定住促進策について、定住促進のための窓口一本化として、新年度で定住促進室設置を設置する

ための予算が盛られ、平成 23 年４月より具体的に動くことになりました。 

町当局も、今後において、飯島中川政経人会などと打ち合わせをして進めていきたいということで

ございます。 

また、昨年、いいなか会議メンバーが中心となりまして開催した信州いいなか里山泊覧会「イーラ」

も、プログラムの中で村長の協力を得たことに、メンバー一同、大変喜んでおりました。 

来年度は、さらにレベルアップをした「イーラ」に取り組む予定でおり、今後は駒ヶ根や宮田とも

連携をしていく夢を持っているところでございます。 

本村においても、こうした活動を行政の取り込み、協働の精神で互いに協力していくことは、まさ

に新しい行政スタイルの確立にもつながっていくことと私も関心を持っているところでございます。 

最後に、こうした取り組みについて村長の見解をお聞きし、私の一般質問を終わりといたします。 

 

◆村長 

飯島中川政経人会議の皆さん方は、本当に大変熱心に、そしてまた、それぞれの経営者の方々がユ

ニークな個性的な方々が集まっておられて、大変、私もおじゃまして、大変刺激的というか、楽しい

会だというふうに思っています。 

そして、今、お話に出たアクションの提言書につきましても、地域のよさを発掘して、それをうま

く生かしていくというふうなことを、そのことによって交流人口を増やし、定住人口を増やすという

ふうな、何段階かという形で進めていこうというふうな、非常に練り込まれた企画になっていました

し、また、その基本的な考え方が、その地域のよさを発掘して、それを生かしていこうというふうな

ことで、私が思っている内発的な発展と言っていることとか、それから、また、美しい村連合の基本

的な考え方とも非常に合致していることだなというふうに思っています。 

特に、この間の「イーラ」につきましては、いろいろなイベントを一定期間内にたくさん仕込んで

いこうということで、いろんな人を募ってですね、イベントを、そんな大がかりじゃないイベントを

たくさん、こう、つくっていこうというふうなことで、ですんで、その飯島、あるいは中川に暮らし

ている方々が、「じゃあ、おれも一つ、こういうことをやってやろうか。」みたいな、そういうチャレ

ンジ精神を引き出すっていうふうな、そういう非常にいい効果があると思いますし、それでチャレン

ジしてみて、地域の外から来た人が喜んでもらって、手ごたえを感じたら、その中から「じゃあ、ち

ょっと、これをちっちゃな形でも商売にしてみるか。」みたいな形が生まれてくるとですね、本当に、

その地元の自分たちで持っているよさを生かしてお金が回ってくるようなことをつくっていくとい

う、すごくいいきっかけというか、チャンスメーカーだなというふうに思っております。 

また、次回、さらに発展して取り組むんだというふうなお話をいただいておるところなので、非常

に期待をしているところですけども、そういうことで、考え方も大変近いので、行政のほうとして、
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どういう形の応援ができるのか、また、協力、あるいは連携ができるのか、具体的に、まだ、なもの

はありませんけども、行政としてできることをやっていって、いい効果を上げていきたいなというふ

うに、上げていただきたいなというふうに思います。 

以上です。 

 


