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開議

午前１０時００分

ります。
今後も本市の観光地のマーケットが、大打撃を

◎開議の宣告

受けたときの対応などを含めた上で、本市の観光

○議長（吉成伸一議員）

おはようございます。

行政について、以下の点についてお伺いをいたし

散会前に引き続き本日の会議を開きます。

ます。

ただいまの出席議員は26名であります。

⑴ことしの紅葉シーズンの現状についてお伺い
をいたします。

───────────── ◇ ─────────────

①塩原温泉地区について。
②板室温泉地区について。

◎議事日程の報告

⑵たび重なる台風における観光業の被害につい

○議長（吉成伸一議員）

本日の議事日程は、お手

て、本市の現状をお伺いします。

元に配付のとおりであります。

⑶本市温泉地の最大のマーケットである観光客
の皆さんが甚大な被害を受けていることについて、

───────────── ◇ ─────────────

本市の所見をお伺いします。
⑷今回のたび重なる台風被害における本市の観

◎市政一般質問

光業に対しての支援についてお伺いをいたします。

○議長（吉成伸一議員）

日程第１、市政一般質問

⑸本市の観光業における雇用の現状と、今後の

を行います。

雇用対策についてお伺いをいたします。

質問通告者に対し、順次発言を許します。

⑹今年度の観光活性化事業について、現時点で
の具体的な進捗状況をお伺いします。

───────────── ◇ ─────────────

⑺今年度の観光施設管理運営事業について、現
時点での具体的な進捗状況をお伺いします。

◇

櫻

田

貴

久

○議長（吉成伸一議員）

議員

⑻今年度の冬シーズンの取り組みについてお伺

初めに、16番、櫻田貴久

いをいたします。

議員。
○１６番（櫻田貴久議員）

以上、１回目の質問とさせていただきます。
皆様、おはようござい

○議長（吉成伸一議員）

ます。

16番、櫻田貴久議員の質

問に対し答弁を求めます。

議席番号16番、櫻田貴久です。

市長。

通告書に従い市政一般質問を行います。

○市長（渡辺美知太郎）

おはようございます。

１、観光行政について。

櫻田貴久議員のご質問にお答えをいたします。

ことしの紅葉はいかがでしょうか。たび重なる

まず初めに、⑴ことしの紅葉シーズンの現状に

台風の影響で、本市の観光業への被害、風評被害

ついて、①の塩原温泉地区についてお答えいたし

などの対応は十分でしょうか。

ます。

越冬資金を稼ぐ大切なこの時期に、キャンセル

台風や紅葉時期のおくれなどからシーズンの序

による売り上げの減少は経営上の大きな負担とな

盤での観光客は前年に比べわずかに少ない傾向に
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ありましたが、シーズンが長くなったので継続し

ハローワークでの人材確保も困難となっています。

て観光客が訪れており、例年並みの観光客数が見

高額な手数料等を払い、人材派遣会社により外国

込まれる状況であります。

人の雇用を行っている事例もあります。

②の板室温泉地区につきましても、塩原地区と

今後の雇用対策といたしましては、働き方改革

同様に例年並みの観光客になると見込んでおりま

などによる観光業のイメージアップによる人材確

す。

保やベトナム社会主義共和国駐日大使から直接人

次に、⑵たび重なる台風における観光業の被害

材派遣の協力などの提案を受けており、セミナー

について、那須塩原市の現状をお答えいたします。

などの開催も検討してまいりたいと考えておりま

10月に発生しました台風19号及び21号によって

す。

観光客が減少し、観光業にとって多大な影響があ

次に、⑹今年度の観光活性化事業における現時

ったと認識しております。

点での具体的な進捗状況についてお答えします。

特に、台風19号は３連休中に台風が接近し、公

今年度の観光活性化事業につきましては、昨年

共交通機関の運休などにより予約者からのキャン

度に引き続き、４つの食のコンテンツを含めた観

セルが多く、観光客数は大幅に減少いたしました。

光プロモーション事業等を順調に展開しておりま

次に、⑶の本市温泉地の最大のマーケットであ

す。

る観光客が甚大な被害を受けていることによる、

また、インバウンド新規事業として、今年度よ

本市の所見についてお答えをいたします。

り台湾やＡＳＥＡＮ地域での誘客促進及びＳＮＳ

今回の台風、本市最大のマーケットである首都

等での情報発信を行ってまいります。

圏で広域に広範囲に被害をもたらし、現在も災害

次に⑺の今年度の観光施設管理運営事業の現時

の復旧に取り組んでいる地域もあることから、観

点での具体的な進捗状況についてお答えいたしま

光需要が落ち込み、那須塩原市の観光業にも影響

す。

を及ぼしていることが考えられます。

今年度の事業は、主に板室地区での公衆トイレ

⑷今回のたび重なる台風被害における那須塩原

の修繕でありますが、乙女の滝園地、板室園地及

市の観光業に対する支援についてお答えをいたし

び上の原園地の公衆トイレの洋式化につきまして

ます。

は、既に工事が完了しております。

観光業に対する支援、観光庁において旅館、宿

また、木の俣園地公衆トイレの改修工事につき

泊料金の一部を支援する令和元年台風第15号及び

ましては、設計業務は完了し、現在、工事着手に

第19号観光支援事業費補助金が創設されておりま

向け準備を進めているところであります。

す。

最後に、⑻の今年度の冬シーズンにおける取り

本市といたしましても、補助金を有効に活用で

組みについてお答えをいたします。

きるよう、宿泊業者へ情報提供や効果的な集客対

冬シーズンの取り組みとしてはいちごとみるく

策を講じ支援してまいりたいと考えております。

フェアなどの誘客対策事業を12月から実施すると

次に、⑸の本市の観光業における雇用の状況と

ともに、新たな取り組みとして、冬から春の誘客

今後の雇用対策についてお答えをいたします。

を図るハローキティのハロートラベルパンフレッ

現在、観光業における人材は不足をしており、

トを東日本連携により、つながりのあるさいたま
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市の全保育園で園児に配布するほか、高速道路サ

り厳しいということは認識しているということで

ービスエリア、道の駅等にも設置し、ＰＲを行っ

よろしいんですね。

てまいります。

それでは、ことしの紅葉シーズンにおける本市

また、雪たびキッズ、竹取物語、板室温泉三大

の具体的な取り組みについてお伺いをいたします。

祈願祭など、各地区においてもさまざまなイベン

○議長（吉成伸一議員）

トが企画をされております。

産業観光部長。

答弁は以上であります。
○議長（吉成伸一議員）

○産業観光部長（小出浩美）

16番、櫻田貴久議員。

○１６番（櫻田貴久議員）

紅葉シーズンにおけ

る本市の具体的な取り組みということでございま

市長、答弁ありがとう

すけれども、紅葉シーズンにおける具体的な取り

ございました。

組みといったところに関しましては、季節のプラ

それでは、⑴より順次再質問させていただきま

ンとして秋の宿泊プランを実施いたしております。

す。

また、今回のプランでは、できるだけ宿泊施設

紅葉シーズンにおける宿泊者数の現状について、
まず、お伺いをいたします。
○議長（吉成伸一議員）

答弁を求めます。

に直接予約が入るように、仲介業者と言いますか、
そういったところを介さないで直接予約が入りま

答弁を求めます。

すように、ホームページから誘導いたしまして施

産業観光部長。

設の売り上げ単価の向上を図っているといったと

○産業観光部長（小出浩美）

宿泊者数の現状とい

ころでございます。

うことでございますけれども、先ほどの答弁もあ

ほかには、紅葉スポットをめぐる半日観光ツア

りましたとおり、ことしの紅葉シーズンの宿泊者

ー、それから塩原高原大根キャンペーン、日本遺

数につきましては、10月の台風19号の影響により

産モニターツアーなどを実施しているところでご

連日台風の被害、あるいは復興等の報道等がなさ

ざいます。

れ、主要マーケットである首都圏の観光需要が落

○議長（吉成伸一議員）

ち込んでおります。

○１６番（櫻田貴久議員）

そうしたことから、宿泊者数にも大きな影響を

16番、櫻田貴久議員。
例えば、本市の今年度

の紅葉の現状については、どのようにプロモーシ

及ぼしているところであります。

ョンしたのかお伺いをいたします。

このような中、紅葉シーズンが遅れたこともあ

○議長（吉成伸一議員）

り、11月下旬まで訪れる宿泊者数が継続したこと

答弁を求めます。

産業観光部長。

で、ある程度回復ということが見込まれるところ

○産業観光部長（小出浩美）

紅葉のプロモーショ

でありますけれども、入込客数に比べますと厳し

ン、どのように行ったのかということでございま

い状況であるというふうに認識しております。

すけれども、このシーズンのプロモーションにつ

○議長（吉成伸一議員）

16番、櫻田貴久議員。

○１６番（櫻田貴久議員）

きましては、秋の宿泊プランといったものをホー

那須町では、行楽客で

ムページで告知したほか、５種類の観光ポスター

はありますが13万人、10月５日から14日までに最

をＪＲ大宮駅を初め、首都圏の主要駅に掲示を行

近では10年間、10年間では最低の記録を記録した

なったといったところでございます。

ということが載ってましたが、本市としてもかな

また、ラジオによる情報発信やリアルタイムで
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の紅葉情報を日本国内、それから、ＡＳＥＡＮ地

す。

域へのＳＮＳによる情報発信を行いました。

○議長（吉成伸一議員）

それから、さいたま市の東日本連携センターで

産業観光部長。

のＰＲ、道の駅旅案内への掲載などを行なったと

○産業観光部長（小出浩美）

ころでございます。
○議長（吉成伸一議員）

答弁を求めます。

ふっこう割について

の本市の対応ということでございますけれども、
16番、櫻田貴久議員。

○１６番（櫻田貴久議員）

本市におきましては、県からの情報をいち早くキ

塩原温泉といえば、い

ャッチし宿泊施設などへ情報を伝えていくこと。

かんせん紅葉が有名でありますので、これも引き

また、当該支援は近隣の都県でも実施され、市

続き積極的にプロモーションをしていただければ

場での競争も激しくなると見込まれていることか

と思います。

ら、那須塩原市を旅行先として選んでもらうため

それでは、⑵、⑶、⑷については関連をしてい

にも、プロモーションによる誘客を集中的に行っ

ますので、一括で再質問をさせていただきます。

ていきたいというふうに考えております。

台風15号、19号によるホテル・旅館のキャンセ

○議長（吉成伸一議員）

ルは、14都県で45万人と観光庁の推計がでました。
12月から、ふっこう割が実施されることから、

○１６番（櫻田貴久議員）

詳しくお伺いをいたします。

現状をお伺いいたします。

○議長（吉成伸一議員）

答弁を求めます。

答弁を求めます。

産業観光部長。

産業観光部長。

○産業観光部長（小出浩美）

○産業観光部長（小出浩美）

それでは、10月に発生

した台風の影響によるキャンセルの現状について

観光庁による具体的な内容について、現時点での

○議長（吉成伸一議員）

16番、櫻田貴久議員。

ふっこう割の現時点

台風のキャンセル、

具体的にということでございますけれども。

での現状といったことでございますけれども、国

台風19号の３連休中に発生したといったところ

では観光事業の喚起に向けた対策としまして、被

で、本市でも多数のキャンセルがあったというこ

災地への宿泊を対象に旅行、宿泊料金を１人１泊

とでございます。

辺り5,000円を限度として割引し、県が割引分を

台風直後、観光局による聞き取り調査によりま

支援することとしております。

すと、10月11日から13日までの３日間のキャンセ

栃木県も被災地域となっておりまして、国から

ル状況は、塩原温泉がキャンセル人数4,994人で

示された栃木県の交付限度額、具体的に１億

キャンセル率が42％、それから板室温泉がキャン

3,610万円でございますけれども、こちらをもと

セル人数694人でキャンセル率が56％でありまし

に、今後実施計画を策定し、12月から来年３月ま

た。

で実施させる予定となっております。
○議長（吉成伸一議員）

すみません、先ほど塩原のキャンセル人数です

16番、櫻田貴久議員。

○１６番（櫻田貴久議員）

けれども、4,996人でございます。

国からは、全体で24億

板室温泉が694人ということでございます。

円ぐらいのふっこう割が出る予定なことが報道さ

○議長（吉成伸一議員）

れていましたが、このふっこう割について、本市

○１６番（櫻田貴久議員）

はどのように対応していくのかお伺いをいたしま

16番、櫻田貴久議員。
キャンセルで落ち込ん

だ宿泊者数を、今後、本市としてはどのように回
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復をさせていくのか、本市独自の取り組みがあれ

産業に関して、こういったことが多々起きたとき

ばお伺いをいたします。

の対応ですよね。市としてはどういうふうに対応

○議長（吉成伸一議員）

答弁を求めます。

していくのか。今現時点で。宿泊業を営んでいる

産業観光部長。

人、観光庁に関して事業所の人たちに安心を与え

○産業観光部長（小出浩美）

落ち込んだ宿泊者数、

どのように回復させていくのかということでござ

るような政策がもしあればお聞きしたいと思いま
す。

いますけれども。

○議長（吉成伸一議員）

やはり、ほかの地域と競合があるという中で、

答弁を求めます。

産業観光部長。

減少した宿泊者数を急激に取り戻すといったこと

○産業観光部長（小出浩美）

は容易ではないというふうに考えております。

気候変動による例年

たび重なる災害といったものに、どのように対応

最大限の回復に向けまして、今年度実施します、
いちごとみるくフェアなどの事業を国の支援事業

していくかというところで、非常に難しい問題か
と思いますけども。

とうまくミックスさせながら、誘客対策を展開し

現時点で考えられるものとしましては、災害後

てまいりたいというふうに考えております。

の観光客の減少回復を図るため、メディア、旅行

また、宿泊者数のみでなく、宿泊施設との連携

会社、旅行者への正確な最新の情報を発信するた

を図りながら、那須塩原地酒物語などによる事業

めの体制を整えるといったところを支援すること、

による客単価のアップ、各施設の収益の向上を図

それから災害などの影響による収益減に対する資

ってまいりたいというふうに考えております。

金繰りの支援策などの情報を入手しまして、観光

○議長（吉成伸一議員）

16番、櫻田貴久議員。

○１６番（櫻田貴久議員）

事業者への提供をしてまいりたいというふうに考

5,000円のふっこう割

えております。

が出たとしても、それで確かに宿泊客数が回復す

○議長（吉成伸一議員）

市長。

るとは思いません。本市の独自のそういった取り

○市長（渡辺美知太郎）

実務的な答弁は部長から

組みを積極的に行ってもらって、１人でも多く、

ございましたが、やはり観光業、ひとつは従来ど

塩原温泉、板室温泉にお客が来てもらうような努

おり災害が起きたときに手厚い支援体制を組む、

力を引き続きしていただければ幸いだと思います。

これは必要なことではあるのですが。

それでは次に、このような災害はなければ本当

やはりサステナブルな観点からすると、災害が

はいいんですが、来年以降も予想されます。今後、

起きました。毎回多額な支援金を出しましたとい

本市としては、観光業をどのように支援していく

うのは、その前も申し上げたようにいつまで続く

のかお伺いをいたします。

かわからないというところはあると思うんですね。

本市としては、共通認識で観光業は基幹産業だ

今、国の補助金が出ておりますが。

と思っていますので、そういった基幹産業が、こ

そうすると、やはり災害が起きて、要は観光業

ういう状態になるということ、本当はなってはも

にとって今一番恐ろしいのは、一番書き入れ時の

らいたくないんですけど、気候ですから。

時期に災害が来た場合どうしようもないと。紅葉

市長が気候変動適応センターとか、いろいろ今

がきれいなシーズンに降雨が降っちゃいましたと

度対応していくのはもちろんだと思うんですが、

か、夏休みでお客さんがいっぱい来ているときに
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台風が来ちゃいましたというときに、成り立たな

そういった、那須というイメージをしっかりつ

いと。

くると。

やはり、僕はひとつ観光業で取り組みたいなと

それから、もう一つは逆に言うと、さらに強み

思っているのは、できる限り閑散期と繁忙期の差

を生かしていくと。例えば塩原温泉とか、板室温

を縮めたいなと思っているんですよね。

泉もそうですけれど、今、以前も議会で申し上げ

それは何をすればいいかというと、例えば、今

ましたが、ストレスマネジメントの地として、リ

モニターツアーやりましたけれども、温泉ガスト

トリートの地としてもこれから、板室温泉に関し

ロノミーツアーとか、あれって別に紅葉が、紅葉

ては国民保養温泉地でもともと湯治としての、湯

のシーズンのほうがきれいではありますけれども、

治場としての伝統がございますから、そういうあ

いつでもできる事業であります。

る意味でヘルスツーリズムとかね。さらにそう特

そういったコト消費なんかは、いつでもできる

色を生かして。

と。コト消費は、でも、やはりまだまだ魅力が足

別に、ヘルスツーリズムだったら別に夏に行か

りないと思うんですよね。

なくたって別にいい、あるいは秋に行かなくたっ

ほかの議員への答弁で申しましたけれども、や

て別に行けるわけですから。

はり鎌倉ライフとか軽井沢ライフを感じられるよ

そういう、やはり季節に頼り過ぎないような、

うな皆さん、ああいった軽井沢とか鎌倉って通年

特定の期間に頼り過ぎないような、満遍なく行な

いっぱい人が来ていると。

える観光政策を今後考えていかないと、やはりこ

それは何でかと言うと、季節じゃないわけです

れだけ災害がこれだけ多発してくると、非常にそ

よね。やはりそういった鎌倉ライフとか軽井沢ラ

れに頼り過ぎるのはまずいなと思っているわけで

イフに憧れて来るわけですから。ライフですから

ございまして。

365日いつでもいいわけですよ。

将来的には、できる限りそういった気候変動の

そういう意味じゃ、季節に頼らなくてもやって

リスクに応じた観光政策というのを考えていかな

いけるような仕組みをつくっていかないと、やは

ければいけないなというふうに感じております。

り特定の時期を狙っていましたというときに、そ

○議長（吉成伸一議員）

ういうときに災害が来たらどうしようもないです

○１６番（櫻田貴久議員）

から。

16番、櫻田貴久議員。
今、市長が言っている

ように、客室稼働を上げるということが、やはり

そういうある意味で季節に、もちろん季節を活

宿泊業にとっては大きなプラスになると思うんで

用するのは当然なんですけれども、季節に頼り過

すよね。

ぎないような、観光政策を考えていかなきゃいけ

今言うように、忙しいときと暇なときのやはり

ないなと思っているんですよね。

差があるから、雇用の部分でも難しいし、安定し

１つはそういったまちづくりと連動して、美食

た雇用がなし得ないと。

のツーリズムであったりとか、あるいはそういっ

市長が提唱をしているＯＮＳＥＮ・ガストロノ

た那須ライフみたいなものをちゃんとしっかり定

ミーツーリズムや、湯治が新・湯治になったり、

着させて、そういう那須を体験したいよねという

温泉の表記が漢字からローマ字になったりとか、

んだったら別にいつでも来れるわけですからね。

恐らく旅行に関してのスタイルももちろん変わっ
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てくると思うし、恐らく変わったり戻ったり、変

りたいというふうに考えております。

わったり戻ったり繰り返しをすると思うんですが、

○議長（吉成伸一議員）

やはり、本市にとって、観光はもちろん基幹産業

○１６番（櫻田貴久議員）

ですから、そういった準備を今後していくという

16番、櫻田貴久議員。
今回、いつも観光に関

して質問させていただきました。

部分では、非常にありがたいお言葉をいただいた

しかし、今回はマーケットが甚大な被害を受け

と思うんで。

て、しかし、塩原温泉、板室温泉は幸いにして災

閑散期と繁忙期の差を埋めていく、もうデータ

害に強いところでしたから、さほど被害はありま

も出ています。もちろん、８月がトップシーズン

せんでした。

で、もう10月なんかは、サードシーズンくらいで

もちろん、被害があったときには、インフラの

結構稼ぎのいいときで、もちろん宿泊単価も高く

整備から何からは至急にやってもらうのは当たり

取れる時期ですので。

前なんですが、こういったことが多々あるような

そういった意味では、今市長が言ったようなこ

気がします。

とを変えながら、アレンジしながら、那須塩原自

本市としては、観光が基幹産業ですから、やは

慢の観光政策に取り組んでいただければ幸いだと

り携わっている人たちが安心して商売できるよう

思います。

な、今回の質問は１番、２番そうなんですけど、

次に、補助金を有効に活用できるような宿泊事

僕が思う中には、稼げる町、稼ぐ町が残っていく。

業者への効果的な集客対策について、本市の取り

確かに、そういう意味では、先人たちが那須塩

組みの姿勢をお伺いいたします。
○議長（吉成伸一議員）

原市に関しては努力をしてくれて、いい土壌をつ

答弁を求めます。

くっていただきました。

産業観光部長。
○産業観光部長（小出浩美）

温泉は全国にない県はありませんが、栃木県で
補助金を有効に活用

も鬼怒川、塩原、那須、いつも２番目に出てくる

できるような集客対策についての本市の取り組み

のが塩原温泉です。

の姿勢ということでございますけれども。

今、板室温泉も国民保養地としての価値があり

宿泊事業者への集客対策につきましては、国の

ますし、いろんな意味でポテンシャルが高いとこ

割引支援は近隣の地域でも対象になるといったこ

ろというのは前から言っています。

とから、他の観光地よりも魅力あるプランの実施、

しかし、こういったことが起こると被害が大き

情報発信を行うことが必要であるいうふうに考え

いわけですから、こういうことに関しては、今後

ております。

も恐らく、ないのはいいことなんですが、安心し

ある意味、今回の国の支援をいい機会と捉えま

て商売ができるような仕組みを、もちろん観光事

して、宿泊プランと割引支援をあわせたプロモー

業者の人に努力してもらうのは当たり前だと思う

ションを展開してまいりたいというふうに考えて

んですけど、行政ができる範囲で、カバーできる

おります。

範囲で支援していただければ幸いだと思います。

また、ネットを活用したホームページ、ココシ

それでは、⑸の再質問に入ります。

ルを利用した宿泊の予約といったものにつながる

最低賃金が853円となり、かなり人件費が高騰

取り組みについても、宿泊事業者と連携してまい

しているのは承知をしていると思いますが、これ
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に対し、事業者側からの課題等は十分に把握して

時給1,500円出すらしいんですよ。かなり高騰し

いるのかお伺いをいたします。

てますね。

○議長（吉成伸一議員）

答弁を求めます。

そうすると、ここでどういうことが起きるかと

産業観光部長。

いうと、例えば僕が1,000円もらっていると、ホ

○産業観光部長（小出浩美）

人件費の高騰に対し

テル側とかのほうからヘッドハンティングですよ。

て事業者側からの課題といったものを把握してい

ホテル側はどっちみち1,500円出すんですよ、派

るかということでございますけども。

遣会社に。そうすると、じかに1,500円出すから

観光事業者の経営面において、経費の中で人件

来てくれないかということなんです。

費の占める割合というのは大きいといったことで、

基本的に、もういないんでしょうね。もう大変

経営的に見れば、その人件費をいかに抑えていく

なことになってますよ。これ、どこまで上がって

かといったものも課題であるというふうに認識し

いくのかなと。

ております。

忙しいときに、１週間ぐらいなら出せるらしい

そのような中、各旅館におきましては、さまざ

んですけど、それを通年出すとなるとかなり厳し

まな経営努力をしておりまして、サービスの提供

い。

についての工夫を行なっていると言ったというふ

言っていたように、市長が言っていたように、

うに聞いております。

忙しいとき、暇なときがなくなれば雇用も安定し

例えば部屋ごとに提供していた食事を一カ所の

てくるんでしょうけど、やはりここの地域はどう

会場に集めて提供することでの労働力の軽減。引

しても忙しいときと暇なときの差がどうしてもあ

いては人件費の抑制や従業員不足の解消を図るな

りすぎるんで、なかなか安定した雇用が生まれな

どの経営努力、経営改善に努めているといったと

い。

ころを聞いております。
○議長（吉成伸一議員）

だから、観光業にとって非常に厳しいんですが。
16番、櫻田貴久議員。

○１６番（櫻田貴久議員）

もともとパイもいないんですよね。求人倍率もと

今現状どういうことが

もと高いところなんで。

起きているかというと、最低賃金が853円まで上

皆さん、もう日曜日の求人誌を見ればわかると

がっているということは、860円で募集しても人

思いますけど、あれ毎回出ているところは、やは

が来ないわけですね。そうすると、もう1,000円。

り危ないですよね。ここ、本当に人いないんだな

もともと、ここの地盤は観光地を控えています

みたいになると、やはりマイナスイメージなんで

ので、昔から人件費が高いんです。

すよ。特にサービス業、今、人集まりませんから。

それは十分認識した上でなんですけど、例えば、
今、1,000円ですよ、時給。

注意して見ている人いると思うんですが、現状
だけはしっかり把握してもらいたい。そこから政

1,000円というと、僕が18のころ、黒磯の夜を

策を打ってもらいたいというのが、僕の願いなの

徘回していたときのナイトビジネスの時給と同じ

で、これもよろしくお願いしたいと思います。

ぐらいまで上がってきていますね。多分、かなり

本市としては、外国人労働者を、どのように現

のところまで高騰しているわけですよ。

状で外国人労働者をどのように把握しているのか

そうすると、今派遣会社さんに頼むときには、

お伺いいたします。
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○議長（吉成伸一議員）

答弁を求めます。

外国人雇用の確保を進めたいという答弁をいただ

産業観光部長。

きましたが、現時点での取り組みについてお伺い

○産業観光部長（小出浩美）

外国人労働者をどの

をいたします。

ように把握しているのかということでございます

○議長（吉成伸一議員）

けれども。

答弁を求めます。

産業観光部長。

現状では、外国人労働者がどのぐらい働いてい

○産業観光部長（小出浩美）

ベトナム社会主義共

るか、どこにどのぐらい働いているかというのは、

和国との友好を深めた中での雇用確保に向けた現

現状は申しわけないんですが把握しておりません。

状の取り組みということでございますけれども。

しかしながら、今後、観光業における雇用対策

外国人雇用の確保といったところに関しまして

といったものを考える上で、そうした資料は必要

は、現状についてはまだ、余り把握していないと

でございますので、今後の中で調査を行ってまい

いうところでございまして。

りたいというふうに考えております。
○議長（吉成伸一議員）

現在、宿泊事業者に向けまして、外国人雇用の

16番、櫻田貴久議員。

○１６番（櫻田貴久議員）

あり方といったものをアンケート調査を行ってい

それでは、働き方改革

るといったところでございます。

による観光業の課題について、ハローワーク等と

そうした中で、就業に関する条件ですとか、あ

の連携はできているのかをお伺いをいたします。

るいは雇用主と従業員とのマッチングの可能性、

○議長（吉成伸一議員）

答弁を求めます。

そういったものを調査研究を進めていきたいとい

産業観光部長。

うか、進めているところでございます。

○産業観光部長（小出浩美）

働き方改革によるハ

○議長（吉成伸一議員）

ローワークとの連携ということでございますけれ

○１６番（櫻田貴久議員）

ども。

これは、市長の人脈を

利用してのいい話だと思うんですね。

観光業に特化したものではございませんけれど

多分、業界の人たちも、本当に困っていますよ。

も、ハローワークにつきましては、現在、協定等

人がいなくてあけられない。

結びまして、定期的に担当者との会議は行ってい

だから、何か時代に逆行するような。もう行政

るというところでございます。

としてはプロモーションをして知名度を上げてる、

そうした中で、働き方改革といったものの普及

お客さん来てくださいとやってる。しかし、現場

ＰＲといったものを情報交換しているというとこ

は受け入れない。

ろでございます。
○議長（吉成伸一議員）

16番、櫻田貴久議員。

今、これから先も多々ありますよね。もう前か
16番、櫻田貴久議員。

○１６番（櫻田貴久議員）

ら言っているように、旅館は人が必要な商売なん

本市にとっては、何回

です。今のところ。

も言うように観光は基幹産業ですので、そこに特

確かに、リビングダイニング、ご飯食べるとこ

化した部分をハローワークと少し突っ込んでみて、

ろと寝るところが一緒ですよね。番頭さん、女中

いろんな意見交換会をしてみてはどうかというこ

さんが来たりとかって、そうじゃなくても人が必

とを強く要望します。

要な商売なので、そういうところをうまく変えて

次に、ベトナム社会主義共和国との友好を深め、
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いけるところはいいですけど、従来依然、やはり

そういうのを好むお客も多分いると思うんですよ

てやっている自治体もそうはないと思うんですね。

ね。

そういうところまで、結局、心配をする、何か

だからいろいろな引き出しがあって、塩原温泉、

思ってやっている、考えているみたいなところが、

板室温泉があっていいと思うんですけど、人的な

やはり大事だと思うので、そこはやはり信頼関係

部分は、ＡＩがやるとか変なホテルとかあります

だと思うんですよね。

けど、そこまでいけるようなのがあると変な旅館

そういったことの構築が、恐らく那須塩原とし

になっちゃうわけですよね。

ては観光業は基幹産業だよというところをアピー

だから、そういう部分で、これはやはり市長の

ルできると思うので、それを引き続きお願いした

人脈を最大限に利用して、できれば一日も早く、

いと思います。

こういったことに、積極的に取り組んでいただけ

それでは⑹の再質問に入ります。

れば幸いだと思いますので、どうかよろしくお願

昨年に引き続き、４つの食のコンテンツを今年

いしたいと思います。

度はどのようにバージョンアップをして取り組ん

また、本市の基幹産業であります観光業を持続

でいくのかお伺いをいたします。

可能に発展させるためには、雇用の問題は大変重

○議長（吉成伸一議員）

要なことから、今後ハローワーク等との情報の共

産業観光部長。

有をどのように取り組んでいくのかお伺いをいた

○産業観光部長（小出浩美）

します。
○議長（吉成伸一議員）

答弁を求めます。

４つの食のコンテン

ツについて、どのようにバージョンアップしてい
答弁を求めます。

くのかということでございますけれども。

産業観光部長。

実施を機に立ち上げました４つの食のコンテン

○産業観光部長（小出浩美）

雇用問題につきまし

ツといったものに関しましては、今年度において、

て、今後ハローワークとどのように取り組んでい

市内での事業が定着化してきたこと、あるいは従

くのかということでございますけども。

業員の趣旨の理解が深まったということで、参画

観光業における雇用の状況といったものに関し

施設が増加しているという状況にございます。

ましては、旅館からの情報、あるいはハローワー

また、既に参画をいただいている施設への商品

クとの情報交換の中で、現状把握をしているとい

のリニューアル化が行われるなど、品質の向上、

ったところでございます。

磨き上げが行われているといったところでござい

今後は、ハローワークとの情報交換の中で、先

ます。

ほど議員からご指摘ありましたように、観光業と

11月21日に開催されました観光局の事業説明会

いったところにもより詳細な状況を把握できるよ

では、成功事例などの紹介を行うなど、将来に向

うな情報交換、意見交換、情報共有をしてまいり

けた品質向上に取り組んでいるといったところで

たいというふうに考えております。

ございます。

○議長（吉成伸一議員）

16番、櫻田貴久議員。

○１６番（櫻田貴久議員）

○議長（吉成伸一議員）

積極的に進めていただ

16番、櫻田貴久議員。

○１６番（櫻田貴久議員）

ければと思います。

これも前から言ってい

るんですが、僕は食いしん坊なので、いいものあ

恐らく観光業に関して、これだけの思いがあっ

るんですよね。イチゴとミルクの組み合わせとか、
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いろいろなものを考えれば、多分どこでもやって

○産業観光部長（小出浩美）

今年度のインバウン

いることなんでしょうけど、那須塩原の特色の一

ド、台湾、ＡＳＥＡＮといったところのＳＮＳ等

つでもありますので、やはり牛乳とイチゴ、白と

の取り組みと言ったところでございますけれども。

赤、紅白、めでたいことなんで、これもやはり積

今年度のインバウンド事業の新たな取り組みと

極的に進めていってもらったり、あとは皆さんも

いたしましては、台湾、台北市にあります事業者

やっているＳＮＳに、こんなところ行ってこんな

への業務委託によりまして、台湾を拠点としたマ

もの食べたよとか。こんなの那須塩原でやってい

ーケット情報の収集や、パンフレットなどによる

るよというのを、１人でも上げてくれれば、とに

誘客促進を展開しているといったところでござい

かく住んでいる私たちが、おいしいと感じたりと

ます。

か、食べてみたいとか思うようなやつじゃないと、
恐らくだめだと思うんですよね。

また、同時に４カ国語でのフェイスブック及び
インスタグラムによる情報発信とフォロワーの増

だから、一、僕たちがセールスマンになったり、
営業マンになって、那須塩原市を宣伝するという

加に向けましたフェイスブック広告掲載の取り組
みを行なっているといったところでございます。

ような仕組みも、例えばシティプロモーションを

○議長（吉成伸一議員）

市長。

中心にやってもらったりすれば非常にありがたい

○市長（渡辺美知太郎）

櫻田議員の、いつもＳＮ

し、やってますよじゃなくて、皆さんもぜひ食べ

Ｓを拝見しますと、本当に食べ物に対しての愛情

てもらって、病気になるまで食べろとは言いませ

が、病気になるまでと、ここではおっしゃってま

んから、ぜひ１つでも２つでも食をしてもらって、

したけど。でも本当にね、見ていると食べ物に対

感じて、いろいろな意味で感想を言ったりとかし

しての愛情というのが感じられます。

てもらいたい。

やはり那須塩原の場合は、今、有識者会議にも

一番だめなのは、食べてもないのに言うんです

ありますが、やはり食と温泉だと。食と温泉がと

よね。黒磯の悪いところなんですよ、これが。あ

にかくもう魅力だと。

と、並んで食べるのもだめ。

それはこの間、ＯＮＳＥＮ・ガストロノミーツ

だから、そうじゃなくて、やはりうまいものは

ーリズム、モニターツーリズムをやっても、やは

並んで食うのは当たり前ですよね。もういかんせ

り食と観光をもっともっと密接にしてほしいなん

ん信号で車が３台とまってたら渋滞ですから。

ていうことも言われておりますので。

そうじゃなくて、にぎわってるんだなというよ

やはりブランドの、例えば那須塩原ブランド品

うな感覚を新たに持ってもらって、そういうのを

の写真の撮り方１つからして、やはりこれはしっ

体験してもらえれば最高だと思います。

かり精査しなければいけないなと。

次に、インバウンドの新規事業について、今年

櫻田議員のそういったＳＮＳなんかの発信を見

度の台湾やＡＳＥＡＮ地域での誘客促進及びＳＮ

ていますと、本当においしそうに撮られておられ

Ｓ等の情報発信について具体的にお伺いをいたし

るので、そういうところも見習ってやりたいなと

ます。

思ってますし。

○議長（吉成伸一議員）

答弁を求めます。

インバウンドなんですけど、やはり那須塩原の

産業観光部長。

場合は、ほぼゼロとは言わないですけど、全く取
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り組みはなされていないわけです。

めてください。

もちろん、逆に言うとこれはある意味で伸びし

5,000円で泊まれますよとか、7,000円で泊まれ

ろが大いにあるということでございますし、イン

ますよだけは絶対にやめてください。

バウンドは、やはり平準化という観点でも、どう

約束してくださいね。よろしくお願いします。

しても日本人の場合は平日と祝日という区別があ

それでは、⑺の再質問に入ります。

りますからあれですけど、この間鎌倉に行って、

今年度の観光施設管理運営事業は順調に進んで

私自身が鎌倉に行って、要は巻狩まつりの種火を

いるということでよろしいのでしょうか。お伺い

もらいに行ったんですよね。月曜日だったんです

をいたします。

けど確か。平日なんですけど、物すごいお客さん

○議長（吉成伸一議員）

いっぱいいるわけですよ、鎌倉。もう狭い路地に

産業観光部長。

こんなになりながらいるぐらいで。

答弁を求めます。

○産業観光部長（小出浩美）

やはり、ほとんどやはりそういう平日にいらっ

観光施設管理運営事

業、順調にいっているかということでございます

しゃるのはインバウンドなんですよね。

けれども。

だから、平準化を進めるというのは、やはりイ

先ほど、答弁の中で申し上げましたように、木

ンバウンドに来ていただかないと、やはり日本人

の俣公衆トイレの改修につきましては、国・県と

観光客だけでは、どうしても土日になっちゃいま

の協議調整が必要なため、工事着手までに時間を

すから。

要した部分ございますけれども、おおむね順調に

平日もお客様に来ていただくって、これインバ

進んでいるというふうに考えております。

ウンドに来ていただけるようなまちづくりにしな

○議長（吉成伸一議員）

きゃいけないと思っていますし。

○１６番（櫻田貴久議員）

ベトナムに関してとか、あるいはインバウンド

それでは、最近の木の

俣園地の現状について、どのように把握している

に関しては、私のこれまでの人脈をフルに生かし

のかお伺いをいたします。

たいなと思っているんです。

また、課題についてもお伺いをいたします。

ベトナムもそうですけど、私、去年は台湾にも

○議長（吉成伸一議員）

行って来まして、去年、台湾の行政委員長、これ

答弁を求めます。

産業観光部長。

首相に当たるんですが、首相にもお会いすること

○産業観光部長（小出浩美）

できましたので。

木の俣園地の現状を

どのように捉えているか、あるいは課題は何かと

そういった過去の、これまでの私の人脈もフル

いうことでございますけれども。

に生かして、インバウンド、しっかり取り組んで

平成25年につり橋が整備されて以来、年々来訪

いきたいなというふうに考えております。
○議長（吉成伸一議員）

16番、櫻田貴久議員。

者が増加している状況にあるといったところでご

16番、櫻田貴久議員。

○１６番（櫻田貴久議員）

ざいます。

ぜひ、市長の人脈を使

課題といたしましては、観光客の入れ込みが、

って、今、市長が言うように、本当に伸びしろは

夏の間に集中しまして、特にお盆休みの期間はも

あると思うんですね。

のすごい渋滞が発生しているといったところでご

ただ、間違っても那須塩原市の安売りだけはや

ざいまして、規制の看板などを設置しているとい
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った対策は講じておりますけれども、引き続き、

僕本当すごい健康志向なんで、そういう意味では、

そうした渋滞の解消といったものに取り組んでい

すごいターニングポイントなんですよね。

くのが課題かなというふうに考えております。
○議長（吉成伸一議員）

だから、本当にそういう公共施設の特にトイレ

16番、櫻田貴久議員。

○１６番（櫻田貴久議員）

は、順調に、しかも計画的に進めていってもらえ

木の俣園地、ご存じの

ばと思うのでよろしくお願いしたいと思います。

ように、いろんな意味で爆発しちゃってますよね。
最近ですと、那須に堀北真希さんがいるらしい

次に、⑻の再質問に入ります。
いちごとみるくフェアの今年度のさらなる取り

んですよ。その旦那さんの山本さんが木の俣園地

組みについてお伺いをいたします。

で釣りをしていたと。そこに来て山本さんと話し

○議長（吉成伸一議員）

た。そういうのが大きくなっちゃって、その人も

産業観光部長。

ここだけの話なんだよねと言って皆に言っている

答弁を求めます。

○産業観光部長（小出浩美）

いちごとみるくフェ

んですよ。だから、もう、えー、堀北真希って那

アのさらなる取り組みはということでございます

須にいるのみたいな話になっちゃって、すんごい

けれども。

爆発しちゃって、田舎ですから芸能人とかに弱い

いちごとみるくフェア、こちらにつきましては、

んですよ。

事業が市内に浸透していること、あるいは未参画

そうすると、そういうのもなんかもうかぶさっ

の事業者に対する説明会なども行ってきていると

ちゃって、えらいことになっているんで、人が来

いうところで、今年度は４施設ふえまして、参画

てくれることに関しては、ウエルカムなんですけ

事業者は合計76施設になっているところでござい

ど、整備の部分は、その自治体の力が試されます

ます。

から。

そのうち17施設では、提供商品のリニューアル

特にトイレ。トイレの話、僕いつも言ってます

など行なっておりまして品質向上が図られている

よね。それは、僕はもともと痔で、痔だったんで

というふうに認識しております。

すね。トイレに関しては敏感なんですよ。本当に

また、ポスターやパンフレットなどもリニュー

和式のトイレに関しては誰よりも思い入れがある

アルをしまして、新たなイメージを感じさせるよ

し、特にウォシュレットがないとだめなんですよ

うな取り組みも行っております。

ね。

以上です。

だから本当に飛行機も787は、上空１万ｍでウ

○議長（吉成伸一議員）

ォシュレット経験してきましたよ。

16番、櫻田貴久議員。

○１６番（櫻田貴久議員）

本当に地上と一緒でしたけど、新幹線も新しい、

執行部の皆さんに聞き

たいんですけど、この中で、最近までいちごとみ

例えば何ていうんですか、北海道新幹線とかあの

るくを経験した人手を挙げてもらってよろしいで

タイプは、ウォシュレットつきなんで安心して乗

しょうか。

れるんですよね。

まさか誰もいないってことじゃ。

だから、確かに新幹線も重要ですけど、そうい

まさか藤田企画部長経験してますよね。

った整備も那須塩原からだと必ず座れてそういう

それでは、ぜひ経験してくださいね。

のも利用できますよみたいのも、体の弱い人、今

次に、ハローキティの具体的な取り組みについ
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てもお伺いをいたします。
○議長（吉成伸一議員）

観光局からも同様の支援を行うといったことが

答弁を求めます。

予定されているということで情報発信について、

産業観光部長。

できるだけの支援を行っているといった状況でご

○産業観光部長（小出浩美）

ハローキティの具体

ざいます。

的な取り組みといったことでございますけれども。
ハローキティを活用しました取り組みとしまし

○議長（吉成伸一議員）

16番、櫻田貴久議員。

○１６番（櫻田貴久議員）

まさしく稼ぐまち、稼

ては、宿泊施設に、直接予約された方に、那須塩

ぐまちの重要な産業に本市としては観光がありま

原市限定のオリジナルのハローキティグッズがも

す。

らえるといった取り組みを行っておりまして、冬

今後は、10年先の本市の観光の反映を期待し、

と春の宿泊プラン、あるいはいちごとみるくフェ

塩原温泉、板室温泉のますますの商売繁盛をご期

アの特典グッズとしての活用も図っております。

待し、この項の質問を終了いたします。

ターゲットとしましては、幅広い年齢の女性や

次に、２、続スポーツでまちおこし。

子どもとしてプロモーションを行っているといっ

いよいよ、駅伝シーズンの到来です。

たところでございます。

2019年のラグビーワールドカップ、2020年の東

そのほか、みるひぃとハローキティがコラボし

京オリンピック・パラリンピック、そしてその先

ましたマンホールカードといったものを12月14日

へと、スポーツを文化だけではなく産業として発

から塩原もの語り館などで配布をしているといっ

展させるためには何が必要か。本市のスポーツシ

た状況でございます。

ーンを考えると、大きな可能性を秘めていると思

○議長（吉成伸一議員）

16番、櫻田貴久議員。

○１６番（櫻田貴久議員）

います。

ハローキティも好きな

そこで、スポーツでまちおこし（駅伝につい

人がいますから、場合によってはそういう閑散の

て）。今回は清流那珂川カヌースラローム大会を

ときに、何か組み合わせたりして、うまく使って

加え、本市におけるスポーツビジネスの将来につ

いただければ幸いだと思います。

いて、以下の点についてお伺いをいたします。

最後に、塩原温泉並びに板室温泉のイベントを、
今年度はどのように支援していくのかお伺いをい

いたします。

たします。
○議長（吉成伸一議員）

⑴本市のスポーツ活動の現状についてお伺いを

⑵本市のスポーツ施設整備の現状についてお伺
答弁を求めます。

いをいたします。

産業観光部長。
○産業観光部長（小出浩美）

⑶本市のスポーツを支える人材育成の現状につ
塩原温泉、板室温泉

いてお伺いをいたします。

の今年度イベント、どのように支援していくのか

⑷本市の競技スポーツ等の現状についてお伺い

ということでございますけれども。

をいたします。

イベントの情報につきましては、市や観光局の

⑸市民がスポーツに関して行政に期待すること

ホームページ、あるいは広報なすしおばら、ＳＮ

についてお伺いをいたします。

Ｓ、紙媒体など、さまざまな手段による情報発信

⑹本市の強みである駅伝の取り組みと本市の特

を行っております。

色の一つ、清流那珂川カヌースラローム大会への
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支援についてお伺いをいたします。

次に、⑷の本市の競技スポーツ等の現状につい

⑺改めてお伺いをいたします。

てお答えいたします。

スポーツでまちおこしをどのように捉えている

本市の小中学校や高等学校の児童生徒におきま

のか本市の所見をお伺いします。

しては、ソフトボール、ソフトテニス、駅伝など

以上、１回目の質問とさせていただきます。
○議長（吉成伸一議員）

の競技で全国レベルの活躍をしております。

答弁を求めます。

また、大学生や社会人におきましては、馬術、

教育部長。
○教育部長（小泉聖一）

射撃、水泳などの競技で全国はもとより、世界を
それでは、櫻田貴久議員

舞台に活躍している方々もおります。

の２の続スポーツでまちおこしについて順次お答

次に、⑸の市民がスポーツに関して行政に期待

えいたします。

することについてお答えいたします。

初めに、⑴の本市のスポーツ活動の現状につい

市民が行政に期待することにつきましては、子

てお答えいたします。

どもから大人まで気軽に運動やスポーツが楽しめ

平成28年に実施いたしました、運動、スポーツ

る環境が求められております。

に関する市民アンケートの調査、この結果により

そのため、手軽に楽しめるニュースポーツを体

ますと、59％の市民がふだん何らかの運動、スポ

験してもらうスポーツレクリエーション祭を開催

ーツを行っておりますが、41％の市民はほとんど

しており、今年度につきましては、スポーツ施設

運動、スポーツをしていないというのが現状でご

以外での会場、こちらのほうで開催するなど、よ

ざいます。

り市民が気軽に楽しめる環境づくりに努めており

次に、⑵の本市のスポーツ施設整備の現状につ

ます。

いてお答えいたします。

次に、⑹の本市の強みである駅伝の取り組みと、

平成30年３月に策定いたしました那須塩原市ス

本市の特色の一つ、清流那珂川カヌースラローム

ポーツ施設整備計画後期計画に基づきまして、

大会への支援についてお答えいたします。

2022年に開催されます国民体育大会の競技会場と

駅伝の取り組みにつきましては、現在、駅伝の

なりますくろいそ運動場、青木サッカー場などの

まちづくり事業に取り組んでおり、現状といたし

施設整備を中心に進めているところでございます。

ましては、毎年度、市駅伝競走大会を開催してい

次に、⑶の本市のスポーツを支える人材育成の

るほか、昨年度から栃木県学童少年少女駅伝競走

現状についてお答えいたします。

那須塩原大会を開催しているところでございます。

スポーツを支える人材といたしまして、本市で

また、清流那珂川カヌースラローム大会への支

開催されます各種大会の運営に協力いただきます

援につきましては、大会当初から、本市教育委員

スポーツボランティア制度がございます。

会で後援をしております。

そこに登録された方を対象にボランティア協力

最後に、⑺のスポーツでまちおこしをどのよう

時に急病人やけが人が出た際に速やかに対応がで

に捉えているのか本市の所見についてお答えいた

きるよう、普通救命講習を開催しまして、スポー

します。

ツを支える人材を育成しているところでございま

大規模なスポーツイベントを開催することは、

す。

市民にスポーツをする、見る、支えるといった多
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様な機会を提供できるようになります。

いをいたします。

さらには、交流人口の増加が見込まれ、本市の

本市のスポーツ施設の課題について具体的にお

スポーツ振興とともに、地域経済の活性化につな

伺いをいたします。

がるものと認識しております。

○議長（吉成伸一議員）

以上でございます。
○議長（吉成伸一議員）

教育部長。
16番、櫻田貴久議員。

○１６番（櫻田貴久議員）

○教育部長（小泉聖一）

答弁ありがとうござい

本市のスポーツ施設の課

題ということなんですけれども、先ほど、ちょっ

ました。

とお答えした、スポーツ整備計画をもとに、現在、

それでは、⑴より⑸は関連をしていますので、

2022年の国体に向けて、くろいそ運動場のテニス

一括で再質問させていただきます。

コート、あるいはその周辺、それから青木サッカ

例えば、今年度ＭＧＣを走った髙久選手のよう

ー場の整備をしているというようなところもござ

に、ご当地のスポーツ選手についてお伺いをいた

います。

します。
○議長（吉成伸一議員）

答弁を求めます。

また、野球場のようにリニューアルをした施設
答弁を求めます。

というものもあります。

教育部長。

その一方で老朽化している施設、こちらについ

○教育部長（小泉聖一）

ご当地のスポーツ選手と

てもどのように再整備を進めていくかというとこ

いうことなんですけども。

ろが、ひとつの課題ということになっていると思

これ、世界的な大会、こういうところなどで活

います。

躍している方ということで、何名かご紹介をした

○議長（吉成伸一議員）

いと思います。

○１６番（櫻田貴久議員）

まず、陸上競技のほうで、先ほど議員おっしゃ

16番、櫻田貴久議員。
それでは、2022年に開

催する国体についてのソフト、ハード面の現状に

っていました髙久龍選手、あるいは渋井陽子選手、
こちらは本市出身というような選手でございます。
また、本市に在住している方としましては、ク

ついてお伺いをいたします。
○議長（吉成伸一議員）

答弁を求めます。

教育部長。

レー射撃の折原研二選手、折原梨花選手、この親

○教育部長（小泉聖一）

まず、国体に向けてのソ

子と。それから、水泳の深澤舞選手。それから馬

フト面、ハード面ということなんですけれども。

術としましては広田龍馬選手、広田思乃選手、夫

ソフト面としましては、今年度、昨年度立ち上

婦でございますね。こちらの方がおります。

げた準備委員会を実行委員会という形に、組織の

また、テニスですね、テニスにつきましては、

ほうさらに準備のほう進めるために変更をしてお

佐藤久和選手という方がおります。

ります。

非常に多くの選手が世界的な大会でも活躍され

その中で、実行委員会の中に４つの専門委員会

まして、本市に在住しているというような状況で

ということで、総務企画、競技式典、宿泊衛生、

ございます。

輸送交通というような部会をつくりまして、専門

○議長（吉成伸一議員）

16番、櫻田貴久議員。

○１６番（櫻田貴久議員）

部会をつくりまして、さらに充実した大会になる

それでは、改めてお伺

ように進めているところでございます。
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また、ハード面につきましては、やはり国体に

教育部長。

向けてということで、先ほども整備計画の中でお

○教育部長（小泉聖一）

本市の所感ということな

話ししましたように、ソフトテニスの会場となる

んですけれども、本市の出身の選手であったり、

くろいそ運動場のソフトテニスのコート８面増設、

本市在住の選手、こういう方々が全国大会、小中

それから青木サッカー場、女子サッカーの会場に

学生、高校生も含めて、全国大会等で活躍する、

なりますけれども、こちらのほうについても人工

あるいは世界大会で活躍する。こういうようなと

芝のサッカー場の整備ということで充実のほうさ

ころで市民としては誇りが持てるのかなと。

せているような状況でございます。
○議長（吉成伸一議員）

それから、また、夢や希望も持てるのかなとい

16番、櫻田貴久議員。

○１６番（櫻田貴久議員）

うものはひとつ考えられます。

それでは、現時点での

また、本市在住の方が全国大会、世界大会で活

スポーツボランティアの現状についてお伺いをい

躍されることによりまして、那須塩原市出身とい

たします。

うところが大きくＰＲすることによって、イメー

○議長（吉成伸一議員）

答弁を求めます。

ジアップ、市としてのイメージアップも図れるも

教育部長。

のではないかなということで考えております。

○教育部長（小泉聖一）

スポーツボランティアと

○議長（吉成伸一議員）

いうことなんですけれども、これにつきましては

16番、櫻田貴久議員。

○１６番（櫻田貴久議員）

そういった選手たちが

大きな大会、これから国体等もあるというところ

活躍する那須塩原市が出ると、わくわくどきどき

も見据えた中で、市民からの協力もいただきたい

するのは僕だけじゃないと思うんですね。

というところで制度のほうつくりまして、進めて

本当に、これからの子どもたちとか、今活躍し

いるところでございます。

ている選手に対して、本当に感謝をするとともに、

現在、今年度、11月１日時点の数字なんですが、

本当にすばらしい活躍で、これからもぜひそうい

58名が登録しているということで、目標人数まで

ったところで活躍してもらえるような、そういっ

はまだ達していないような状況なんですけれども、

たところが支援できればと思うので、そこも引き

この58名の方が、今年度、学生トライアスロン大

続きお願いしたいと思います。

会であったり、那須塩原駅前で行われたクリテリ

次に、子どもから大人まで気軽に運動やスポー

ウム大会であったり、このような大会に、延べ96

ツが楽しめる環境とは、本市の所感をお伺いいた

名ということでの参加、協力はいただいているよ

します。

うな現状でございます。
○議長（吉成伸一議員）

○議長（吉成伸一議員）
16番、櫻田貴久議員。

○１６番（櫻田貴久議員）

教育部長。

競技スポーツ等の現状

○教育部長（小泉聖一）

を考えると、非常にすばらしいものがあります。

子どもから大人まで気軽

にスポーツが楽しめる環境ということなんですけ

そこで、選手たちが活躍されることにより、那

れども。

須塩原市がクローズアップされることに、本市と

先ほどのアンケート結果というところを見まし

しての所感をお伺いいたします。
○議長（吉成伸一議員）

答弁を求めます。

ても、日ごろスポーツあるいは何か体を動かすよ

答弁を求めます。

うなことをやっている方というのが、大体６割と、
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残りの４割の方が何もやっていないというところ

があります。最終的にはどのような形で整備を進

で、市としましてはニュースポーツというものを

めていくのか、本市の取り組みについてお伺いを

推進していまして、これ気軽に楽しめるスポーツ、

いたします。

最近ですと、この後全国障害者スポーツ大会、決

○議長（吉成伸一議員）

まりましたけど、その競技のボッチャ。これは障

答弁を求めます。

教育部長。

害者のスポーツということなんですが、健常者が

○教育部長（小泉聖一）

スポーツ施設の整備につ

やっても本当に楽しく簡単にできるというような

いては、先ほど申し上げましたスポーツ整備計画、

ものがございます。

これに基づき現在進めているところでございます。

こういうような、ニュースポーツの普及という

この後の進め方ということにつきましては、今あ

ことで進めてまいりまして、できるだけ体を動か

る施設、先ほど老朽化している施設もあるという

すほうにシフトしていただければなあと思ってお

ことでお話ししましたけれども、今あるその施設

ります。

の状況あるいは利用者数の今後の見込み、それか

その中で、特に今年度につきましては、今まで

ら全体的な整備費、事業費がやはりかかってしま

スポーツ施設などで、スポーツレクリエーション

いますので全体的な整備費、こういうものに加え

祭というものをやっていましたけれども、駅前に、

て、さらに先ほど市長もちょっとお話ししました

黒磯駅前にできました交流センターくるるですね。

ように那須地区の広域の連携の中で、全体的な考

こちらの会場としましても、やはりこういう教室

え方、どうしようかというところでそういうもの

をやりまして、できるだけスポーツに関心がなく

も踏まえて総合的に考えた中で次期のスポーツ整

ても、そういうところに来た方が、少しでもこう

備計画、これを策定していくということになって

いうニュースポーツに触れる機会ができればとい

くるかと思います。

うことで、できるだけ多くの方にスポーツにかか

そのようなことの中で、整備計画を策定する中

わっていただきたいというところを考えておりま

で今後どのようにしていくかということを決めて

す。

まいりたいと思っております。

○議長（吉成伸一議員）

質問の途中ですが、ここ

○議長（吉成伸一議員）

で10分間休憩いたします。

16番、櫻田貴久議員。

○１６番（櫻田貴久議員）

できれば、未来につな

がる投資という部分も少し考えていただいて、今
休憩

午前１１時０２分

すぐではなくてもいいです。ただ、10年、20年、
50年、100年先の那須塩原市を見据えた上での整

再開

午前１１時１２分

備計画を考えていただければ幸いだと思います。
それでは次に⑹の再質問に入ります。

○議長（吉成伸一議員）

休憩前に引き続き会議を

今年度の栃木県学童少年少女駅伝大会の概要に

開きます。

ついてお伺いをいたします。

16番、櫻田貴久議員。
○１６番（櫻田貴久議員）

○議長（吉成伸一議員）
それでは、市民がスポ

答弁を求めます。

教育部長。

ーツで行政に求めるものに、スポーツ施設の整備

○教育部長（小泉聖一）
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昨年度から始まりました

栃木県学童少年少女駅伝競走大会なんですが、今

でいいんですが、那須塩原としては特化した政策

年度につきましては今週土曜日、11月30日、場所

の一つになると思うことから、陸上競技場の建設

は那須野が原公園ということで開催することにな

並びに本市の強みでもあります駅伝を生かしたま

っております。

ちづくりについて、本市の所感をお伺いします。

出場するチームにつきましては、県内在住の小

○議長（吉成伸一議員）

学生、４年生から６年生で編成したチームという

答弁を求めます。

教育部長。

ことになっておりまして、現時点で男子６チーム、

○教育部長（小泉聖一）

陸上競技場につきまして

女子６チームで人数としますと総勢で104名の出

は、さきに３月議会ですか、やはり櫻田議員から

場の予定ということで、大会のほう開催すること

ご質問がありまして、個人的な意見ということで

になっております。

私も個人的な意見としては欲しいということで言

○議長（吉成伸一議員）

16番、櫻田貴久議員。

○１６番（櫻田貴久議員）

わされました。ただ、やはり現状として全体的な

それでは、今年度の本

整備計画の中で陸上競技場の整備というものを、

市の駅伝競技に対する支援についてお伺いをいた

現時点ではまだ予定に入っていないということで

します。

この後どういうふうに進めるかというものについ

○議長（吉成伸一議員）

答弁を求めます。

ても今のところ未定ということになっております。

教育部長。

また、駅伝を生かしたまちづくり、これにつき

○教育部長（小泉聖一）

今年度の駅伝に対する支

ましては、那須塩原市出身の選手あるいは小学生、

援ということなんですが、昨年度から駅伝の競技

中学生、高校生、かなり全国的に活躍している選

者、選手に対しまして練習環境の整備ということ

手もいるということで、引き続き競技力の向上な

で、足の負担を軽減できるような場所ということ

ども含めた中で、大会の開催であったり練習環境

で市内のゴルフ場のご協力をいただきまして、ゴ

の提供であったりということを考えていきたいと

ルフ場の営業というんですか、プレーが終わった

思っております。ひいては、市の知名度、認知度、

後にクロスカントリーコースとしての練習という

こういうところをアップするようなところにつな

ことで使えるように今年度も引き続き協力を得て

がるということで、引き続き進めてまいりたいと

いるような状況でございます。

考えております。

またそのほかに、これ支援ということになるか

○議長（吉成伸一議員）

どうかわからないんですが、先ごろ栃木県の大会

16番、櫻田貴久議員。

○１６番（櫻田貴久議員）

陸上競技場に関しては

で全国高校駅伝大会に出場することが決まりまし

夢ですよね。で、将来的に、これも市長のマイン

た那須拓陽高校、こちらに対しましてはこの大会

ドからこの後ちょっと続くんですけれども、那須

の参加へ向けての財政的支援というのも考えてい

塩原市の将来を考えた上でそういった投資を積極

るところでございます。

的に考えてもらいたい。

○議長（吉成伸一議員）

16番、櫻田貴久議員。

○１６番（櫻田貴久議員）

いつも言うんですけれども、鉄は熱いうちに打

次に、市長のマインド

て、これ駅伝というとやはり那須塩原市なんです。

から思うことは、競技場とは市長が言っているよ

この間大牟田へ視察行ったときに、大牟田高校も

うに広域で共有できるものに関してはそれはそれ

駅伝強いんですけれども、ほかから来ているらし
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いんです。するとやはり那須拓陽ってすばらしい

で、そうそうに日程がわかりましたらご案内申し

なと思って、何を言いたいかというと、黒磯高校

上げますので、どうかよろしくお願いしたいと思

が甲子園へ行ったとき、後ろに相馬キャプテンい

います。

ますけれども、ほぼ田舎ですから、一番遠いとこ

その大会を町を挙げて盛り上げてみてはどうか、

ろで三島中だったと思うんですよね。三島中学区

本市の考えをお伺いします。

外……

○議長（吉成伸一議員）
〔「川西です」と言う人あり〕

○１６番（櫻田貴久議員）

答弁を求めます。

教育部長。

川西と言っていますけ

○教育部長（小泉聖一）

清流那珂川カヌースラロ

れども、これはやはりすごいことだと思うんです。

ーム大会、今大会につきましては、西岩崎で行っ

ということは、僕らが後に伝えていくのはフィー

ていまして、那珂川の清流、確かにきれいな場所

ルドの環境、そういった整備はやはり重要だなと

というところで、那珂川の清流のＰＲあるいは自

思いますし、今だからやること、今だから考えつ

然環境豊かなところというところで市のＰＲに十

くことというのがあると思うので、ぜひその辺は

分貢献していただいている大会だと思います。

広域化もいいですけれども、那須塩原市の強みを

今まで開催して、ことしで17回目かと思います

生かした上で少し考えてもらえればと思うので、

けれども、市あるいは教育委員会というところで

どうかよろしくお願いしたいと思います。

は後援という形でご協力はさせていただいており

次に、ことしで17回目を迎えました清流那珂川

ます。

カヌースラローム大会です。

市として、今後どのような支援ができるのかと

東の那珂川、西の四万十川といわれるくらいす

いうものについては、いろいろ研究のほうはさせ

ばらしい河川です。ぜひ来年は市長にカヌーに乗

ていただきたいと思っておりますけれども、現時

っていただきたいと思います。

点では今までどおりの支援というところでの考え

実は僕、36歳のときに那須塩原から当時那珂湊

でおります。

だったと思うんですけれども、姉妹都市だったの

○議長（吉成伸一議員）

で出だしは藤田市長に乗ってもらって黒磯カヌー

○１６番（櫻田貴久議員）

クラブの人たちがちょっと誘導したのがありまし

16番、櫻田貴久議員。
しつこいようですけれ

ども、改めて。

た。

清流那珂川カヌースラローム大会を今後どのよ

そういうのからいろいろ進化していって、今清

うな形で支援していくのか。できれば、数カ月の

流那珂川カヌースラローム大会をやっているんで

間でいいですから、そこに常設のポールなんかが

すが、確かに大変です。手づくりの大会ですから。

できる施設をつくってもらったり、あそこの公園

しかし、あそこは那須疏水の水耕の入り口で安全

の整備、今も十分してもらっているのですが対岸

も担保されていますし、市長もご存じだと思うの

が那須町ということもあるので、その辺を考慮し

ですが、来年はぜひカヌーに乗ってもらって体験

た上でできる限りの支援をしていただければと思

をしていただければ、より一層大会の重みもわか

いますが、その辺の考えについてお伺いをいたし

るし、何なら僕、沈の仕方教えますのでその辺を

ます。

ご教授してからぜひ乗っていただければと思うの

○議長（吉成伸一議員）
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答弁を求めます。

教育部長。

ときは那須ブラーゼンの格好をして自転車に乗っ

○教育部長（小泉聖一）

今考え得る整備というと

てくれ、駅伝も走りました。そろそろどこかで歯

ころなんですけれども、実際には河川というとこ

どめをきかせないと、トライアスロン出てくれ、

ろで常設のポール、旗門ですかというのは設置が

消防操法競技出てくれ、マラソン出てくれとちょ

市のほうでできるのかどうかというところがござ

っと切りがなくなるのを非常に恐れておりますけ

います。河川のほうの管理については県というよ

れども、カヌーについてはちょっと答弁を控えさ

うな状況になっています。

せていただきたいなと思っておりますが、今現在、

また現在西岩崎のカヌーの大会をやっている公

広域連携の推進検討会議というのを今開いており

園については、現在あのような形になっています

ます。１つは、公共施設のシェアリングというこ

けれども、以前かなり荒れ果てていました。こう

とで、先ほど櫻田議員が陸上競技場の話をされて

いうところを整備して今の環境になって大会がで

おりまして、私はひとつその契機になったのが栃

きるようになったというところ、これについては

木県プロ野球チームのＢＣリーグ、ゴールデンブ

市のほうで県と協力しながら大会ができるような

レーブスというチームがございますが、その方以

ところまで整備をしたというような状況になって

前前職時代にお会いしたときに、県北ではプロ野

おります。

球がプレーできるスタジアムはないんだと、基準

この後、どのような整備ということになるんで

を満たしているのがないと、だから県北ではプレ

すが、先ほどスポーツ施設も含めた中で現在今後

ーできないと、県北の人に来てもらうためには白

の整備計画というものをこれから検討するという

河へ行ってやらなければならないんだみたいなこ

ような状況になっていますので、現時点では今の

とを言われて、非常にもったいないなとおもって

ような状況かなと思います。

いたんですよね。やはりプロ野球チームが栃木県

○議長（吉成伸一議員）

16番、櫻田貴久議員。

○１６番（櫻田貴久議員）

内にあって、県央や県南では楽しむことができる

引き続き検討をしてい

のに、県北ではプロ野球を見ることができないと、

ただきたいと強く要望します。

あるにもかかわらずですよ。ただ、一方でじゃあ

それでは、最後に⑺の再質問に入ります。

プロ野球ができるようなスタジアムつくるという

スポーツでまちおこしですが、地域経済の活性

のは非常に難儀であるなと思いまして、そこでだ

化の点から大田原マラソンが３年間休止という報

ったら広域でシェアリングできないのかなと思っ

道がなされました。

たのが一つなんです。もちろん駅伝、駅伝大会は

市長のマインドから、この大会を本市が受けて

出ましたからいかに学生が力を持っているかと、

みてはどうか、市長にお伺いをいたします。
○議長（吉成伸一議員）

もう競技が違うくらいの速さで、50ｍ走の人が隣

答弁を求めます。

に走っているのかと思うくらいの速さで追い抜か

市長。
○市長（渡辺美知太郎）

れていったので、いかに県北が駅伝強いか、身を
当選してから半年以上た

もって感じておりますので、そこら辺はやぶさか

ちましたけれども、市長さん若いんだから野球大

ではないと思っております。

会のときは始球式で球を投げてくれ、運動会のと

大田原マラソンをうちでやるか否かというよう

きは来賓で走ってくれ、サイクルロードレースの

りかは、そういったイベントについても、もちろ
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ん検討の俎上に上がってくるか、これは会議の進

都市結んでいるひたちなかでもマラソン大会やっ

行次第あるいは大田原さんからのご提案があるか

ています。いろんな意味でマラソンがどういう効

否かにはなるんですが、もちろん検討の範囲内に

果をもたらすかというよりも、こういった伝統的

は入っておりますので、そういったマラソン大会、

な大会がなくなるということが寂しいので、そこ

本市ですとハーフマラソンが類似のイベントにな

は市長のマインドから連携でお互い協力し合うと

るわけでございますが、そういった点に関しても

いうことが非常にいいことではないかなと。

ハード面だけじゃなくてソフト面でもイベントを、

今朝の新聞では、資生堂ができました。前から

例えば似通ったものがあるんだったら一緒にやっ

言っているように、働くのは大田原、住むのは那

てもいいんじゃないかとかそういうのがあると思

須塩原、この辺も強くアピールしてもらえれば非

うので、全くゼロではないと。

常に何となく那須塩原の生きる道があるのではな

大田原マラソンをうちでやるというよりかは、

いか。アクセスから何からいいのはみんなわかっ

例えば連携して何かのイベントを統一してやると

ていますよね。しかし、そこにもっと付加価値を

かそういうことになるのかなと思っておりますけ

つける。那須塩原だったら必ず新幹線で座って東

れども、いずれにせよそこら辺は会議の進行、推

京まで行けますよと。絶対座って行けますものね。

移を見ていきたいなというふうに考えております。

始発に乗ればという条件もあると思うのですが、

○議長（吉成伸一議員）

16番、櫻田貴久議員。

○１６番（櫻田貴久議員）

ほぼほぼ座って行ける、これはすごいやはりそう

ありがとうございます。

いう意味では座りながら東京に行くのにリフレッ

スポーツでまちおこしという観点から、県北の

シュをしていったり、作戦を考えていったり、い

唯一のフルマラソン大会が中止になるということ

ろんな戦略的な部分もあるし、座って行けるのが

は非常に残念です。まさしく漁夫の利、棚からぼ

当たり前だと思っている僕らじゃあなくてよそか

た餅ではないでしょうか。本市の長距離界の歴史

ら見ている人がどう思うかというのも考えながら

の中ではこれはチャンスだと思っております。本

やる。そうするとやはりこういったマラソンもな

市陸上競技場の整備を至急に行っていただき、那

くなると非常に寂しいと思うんです。楽しみにし

須野が原の大地を走りぬくフルマラソン大会を強

ている人がいますので、そういうところはやはり

く要望しますが、日本遺産を走ってもいいですし、

市長のフレッシュな考えを入れておいてもらえれ

那須与一と巻狩の祭りをあわせたりとかいろんな

ば助かります。

ストーリー性を考えられると思うし、市長が観光

スポーツでまちおこしの中に、市長の気持ちは

で温泉ガストロノミーを提唱しているように、ス

あれなんですが今現状僕たちがそういうふうにす

ポーツもいろんな意味の要素をつけあわせて、こ

ると教育部のスポーツ振興のほうと話をしたりと

れから先那須塩原市の魅力を十二分にあわせなが

かなんですけれども、市としての意気込みみたい

ら進めていく政策の一つ。

のがもし感じられれば、今の時点でお願いしたい

大田原さんがまたやる分には譲り受けてもいい

と思います。フルマラソンに関して。

と思うんです。やらないからやるみたいな上から

○議長（吉成伸一議員）

目線だと非常に誤解を招くことがあるので、ただ

答弁を求めます。

教育部長。

この地域でそういったものがあるし、例えば姉妹

○教育部長（小泉聖一）
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なかなかフルマラソンと

いうことになりますと、普通の公道を使うと道路

いなのがうまくいけばいいと思うんですけれども、

使用許可というようなハードルもあるというよう

最後に１点お聞きします。

な状況になっています。その中で、やはり先ほど

○議長（吉成伸一議員）

市長も申し上げましたように、大田原でやってい

答弁を求めます。

市長。

る、那須塩原でやっている、那須町でやっている、

○市長（渡辺美知太郎）

非常にちょっとおもしろ

矢板含めるかどうかなんですが矢板でもやってい

い内容ではあるなというふうに考えております。

るというようなところで、ひとつまとめてもでき

１つは、住んでいる我々からするとやはりそれ

ないのかなというような考えもあるのかなと思っ

は行政区分、那須塩原、大田原、矢板、那須町、

ています。

那珂川町といろいろありますけれども、やはり一

真岡というか芳賀地区では１つ大きなマラソン

つは那須地区であったり、八溝山であったり、地

を地域全体でやっているといような状況もありま

域で取り組んでいくというのがひとつ大事だと思

すので、同じようなものをいろいろな町でやるよ

うんです。日本遺産を使ったガストロノミーなん

り１カ所に集めたほうがよりメリットがある部分

かもそうですし、サイクルツーリズムなんかもお

もあるのかなと思っております。

もしろいなと思っているんです。100㎞ですから。

○議長（吉成伸一議員）

16番、櫻田貴久議員。

○１６番（櫻田貴久議員）

日本遺産を使ったら、100㎞でマラソンでも何で

ぜひできない、やらな

もできると思っていますから、そこら辺はどちら

い理由じゃあなくて、前向きな理由で進めていっ

がただその競技のコンテンツを話す際に、観光で

ていただければと思いますので、どうかよろしく

みたほうがいいのか、競技でみたほうがいいのか

お願いしたいと思います。

ちょっと若干そこは区分の違いはあるとは思うん

スポーツでまちおこしの認識の中に、清流那珂

ですけれども、そういった取り組み、ただどうし

川カヌースラローム大会、将来的には那珂川を中

てもスポーツとなるとまず好き嫌いがあるという

心に本市が上流としての責任を果たすべき那珂川

のと、それぞれに愛好家がいますから、例えば野

を通しての広域の問題と、市長のマインドから、

球を盛り立てていこうと言ったらサッカーもとな

そういった那珂川を通していろんな諸問題が解決

るし、サッカーをやっちゃうといや野球だってこ

できるようなそういう一助にもなれば非常にすば

れだけいるんだとか、柔道やろうというといや空

らしいのではないかと思っております。那珂川サ

手もいるだろうとなっちゃうので、そこはやはり

ミットなど、そういったいろんな諸問題をカヌー

ある意味で冷静に見きわめなければいけないと。

を通しながら川の目線から見る世界、そういった

もちろんこれ平等にみなければいけない一方で、

ものを通じ合いながら那須町、大田原、那須烏山、

本市の強みを生かさなければいけないなというの

那珂川、茂木くらいまでが多分那珂川が流れてい

もありますので、そこら辺はよく分析する必要が

るところだと思うのですが、そういうものを強く

あるのかなと考えておりますし、那珂川町とか那

要望したいと思います。

珂川でやるサミットなんかも非常におもしろいな

現在、最後に、スポーツでまちおこしの中で、

と思っていますし、僕なんかいつも、軽井沢でこ

市長のマインドの範囲の中で那珂川サミットなん

の間もサミットやったというと僕はやはり悔しい

かどうですか。スポーツでまちおこしアンドみた

んです。今ちょっとネットで放送されていますけ
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れども、軽井沢にできてうちができないわけがな

だから、例えば資生堂さんができたときに那須

いとか思うくらい、そういった意気込みを持って

塩原もウエルカムで喜べばいいじゃあないですか。

取り組んでいきたいなというふうに考えておりま

そしてお互い協力していく、それは市長のマイン

す。

ドから僕はやはり市長がそういう形で訴えてくれ

○議長（吉成伸一議員）

16番、櫻田貴久議員。

○１６番（櫻田貴久議員）

ているのが非常にうれしいです。これから先、広

今回スポーツでまちお

域で連携していくのはやぶさかではないと思うん

こしの質問をさせていただきました。これは私の

です。もっと連携して、もっと下げれば、自治体

ライフワークの質問であります。

も、もっと言えば自治会も広域的な部分で連携し

陸上競技場に関しては、諦めることなく、波状

ていかないと成り立っていかないかもしれない。

的にこれから先も一般質問させていただきますの

もう僕のほうでは民生委員さんがなかなかいない

で、どうかよろしくお願いしたいと思います。

とか、自治会長さんになる人がいない時代です。

沖縄県が２月の観光客の入れ込み数の弱い月に

であれば、消防団もそうかもしれません。少ない。

プロ野球のキャンプを誘致いたしました。名護が

その最小の団体も大変困っています。しかし、那

30年かかって日ハムを呼んで、それから定着して

須塩原市の自治体のやり方、自治体の運営の仕方

今何と２月に多くの観光客でにぎわっています。

が全国に発信できればそれはそれはすばらしいこ

泳げないのに沖縄はにぎわっているんです。そし

とですし、市長が言うようにいろんなところの引

てここが大事なんです。その時期のツアー料金、

き出しがあっていいんですよ。那須塩原市は恐ら

市長、安くないんです。それが一番すばらしいし、

く引き出しがたくさんあるんです。その引き出し

名護はなんと日ハムのためのドームの雨天練習場

が、気がついていない部分もあるかもしれない。

をつくっちゃいました。気がついたら、僕ジャイ

多分、僕は市長には失礼ですけれども、市長はま

アンツファンと知っていますよね。セルラースタ

だ那須塩原市がライクだと思うんですよね。僕は

ジアム、那覇にジャイアンツが、ジャイアンツと

ラヴですから。ラヴ。この続きは次回の一般質問

いえば宮崎だったじゃあないですか。キャンプを

でしたいと思いますけれども、何だったら愛で勝

半分ずつに区切って行っているんです。すごいこ

負しましょうよ。那須塩原市は愛が、だから市会

とだと思うんですよね。

議員やっているんです。最終的には僕はそうなん

どうしてキャンプが来たのか、それは官民一体

です。ここの地が好きなんです。好きよりも愛し

となっていろんな方が努力したのはもちろんわか

ているんです。そういう意味では今回の質問は有

るんですけれども、今となったらすごいです。暇

意義だったと思うし、市長の一面も顧みえたこと、

な月にやった、だからそれが市長が言う閑散と繁

本当にありがとうございます。

忙期の差で、那須塩原市は十分可能じゃあないで

これで私の市政一般質問を終了します。本当に

すかね。だからそういう意味では、未来にとって

ありがとうございました。

非常に明るいし稼ぐまち、稼げるまち、これは絶

○議長（吉成伸一議員）

対これから先自治体が残っていく上ではターニン

以上で、16番、櫻田貴久

議員の市政一般質問は終了いたしました。

グポイントだと思います。この稼ぐまち、稼げる
まち、それは最終的にはそこなんだと思うんです。
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───────────── ◇ ─────────────

以下の点についてお伺いをいたします。
◇

星

野

健

○議長（吉成伸一議員）

二

議員

⑴本市の年間に出るプラスチックごみの量はど

次に、５番、星野健二議

れくらいあるのかをお伺いします。

員。
○５番（星野健二議員）

⑵本市から出るプラスチックごみはどのように
皆さんこんにちは。

処理をされているのかお伺いをいたします。

議席番号５番、公明クラブ、星野健二です。

⑶プラスチックごみ削減に係るこれまでの本市

通告に従いまして一般質問を行わせていただき

の取り組みと課題についてお伺いをいたします。

ます。

⑷プラスチックごみによる海洋汚染と生態系へ

１、環境対策について。

の影響を市民や事業者に周知、啓発することは重

近年、海洋ごみ、中でも海洋プラスチックごみ

要だと考えますが、今後どのように取り組んでい

が地球環境問題として注目をされています。プラ

くのかお伺いをいたします。

スチック製品は生活の至るところで使われており、

⑸ことし８月に栃木県と県内25市町が共同でプ

その約半分がレジ袋やペットボトル、弁当箱、発

ラごみゼロ宣言を行い、使い捨てプラスチックの

泡スチロールなどの使い捨てプラスチックごみで

使用削減やリサイクルの徹底などを掲げました。

す。日本人１人当たり使い捨てプラスチックの廃

今後の具体的な取り組みをお伺いいたします。

棄量は、アメリカに次いで第２位となっています。
プラスチックの多くは使い捨てであり、利用後き

以上、１回目の質問とさせていただきます。
○議長（吉成伸一議員）

ちんと処理をされず、その多くは河川から海に流

５番、星野健二議員の質

問に対し、答弁を求めます。

れ込んでいるといわれています。

市長。

世界では毎年約800万ｔのプラスチックごみが

○市長（渡辺美知太郎）

日本の常識は世界の非常

海に流出しており、2050年には海中の全ての魚の

識なんていう言葉がありますが、気候変動や男女

重量よりプラスチックごみのほうが重くなると試

共同参画とか、あるいはこのプラスチックの問題、

算もあります。海に流出したプラスチックごみや

世界ではかなり大きな問題になっている一方で日

波浪や紫外線によって劣化、細分化し、直径５mm

本ではまだまだ意識が低いと。で、プラスチック

以下のマイクロプラスチックとなり、これを魚な

なんて、もう海はプラスチックのスープだと言わ

どがプランクトンと一緒に食べると体内に有害物

れるくらい本当に深刻な問題になっていまして、

質を蓄積し、生物濃縮を通して最終的には人間に

日本の場合やはりプラごみがかなり多いというこ

は人間にも影響するおそれがあると指摘されてい

とで、世界からかなり厳しい批判にさらされてい

ます。

るのが現状であります。

プラスチックごみによる海洋汚染は深刻な環境

そんな中で栃木県は、栃木県とそれから栃木県

問題であり、今後プラスチックごみの削減は企業、

内の全市町はプラごみゼロ宣言をしたというのは、

国、自治体はもとより、全世界的な取り組みとし

これはすごい評価できるものだなと思っておりま

て強く求められています。本市においてもプラス

すけれども、そういった取り組みどんどんやって

チックごみ削減に積極的に取り組んでいくことは、

いかなければいけないなと考えております。

地球環境を守るために重要であると思うことから、
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１の環境対策について、順次お答えをしていき

ます。

性ストローの実証事業を行い、本市からも３店舗

⑴の本市の年間に出るプラスチックごみの量に

が事業に取り組んだところであります。この実証

ついてお答えします。

結果を踏まえるとともに、気候変動やＳＤＧｓを

平成30年度の実績としましては、約3,800ｔで

意識した先進的な取り組みを検討してまいりたい

あります。

と考えております。

次に、⑵の本市から出るプラスチックごみはど

○議長（吉成伸一議員）

５番、星野健二議員。

のように処理されているのかについてお答えしま

○５番（星野健二議員）

答弁ありがとうございま

す。

した。

白色トレイ、白色発泡スチロール、ペットボト

ただいまのご答弁で、本市では年間にプラスチ

ルは資源物としてリサイクルしております。その

ックごみは3,800ｔを出されるということを確認

他のプラスチックごみは可燃物として焼却してお

させていただきました。

ります。

それでは、この3,800ｔのうちのリサイクルさ

次に、⑶のプラスチックごみ削減に係るこれま

れているプラスチックごみの量はどのくらいなの

での本市の取り組みと課題についてお答えします。
取り組みとしましては、大田原市、那須町との

かお伺いいたします。
○議長（吉成伸一議員）

２市１町体制で那須地区レジ袋削減推進協議会を

答弁を求めます。

生活環境部長。

結成し、関係機関と連携を図りながらレジ袋削減

○生活環境部長（鹿野伸二）

の施策を実施しているところであります。

先ほど市長の答弁で、

リサイクルされているものというのは白色トレイ、

課題としましては、ＳＤＧｓにおけるターゲッ

白色発泡スチロール、ペットボトルということで

トであります廃棄物の削減をレジ袋以外の使い捨

お答えをさせていただきましたが、その量は白色

てプラスチックごみにおいてどのように進めてい

トレイと白色の発泡スチロール、こちらが約10ｔ、

くかであるかと考えております。

それからペットボトルにつきましては約290ｔと

⑷プラスチックごみによる海洋汚染と生態系へ

いうことで、合計で約300ｔということでござい

の影響を市民や事業者に周知、啓発することも重

ます。

要だと考えますが、今後どのように取り組んでい

○議長（吉成伸一議員）

５番、星野健二議員。

くかについてお答えします。

○５番（星野健二議員）

それでは、そのリサイク

プラスチック製レジ袋の有料化が義務づけられ

ルされるプラスチックごみの量の推移をお伺いし

ることにより、国や県で作成する周知、啓発のツ

たいと思います。

ールを有効に活用して取り組んでまいりたいと考

○議長（吉成伸一議員）

えています。

答弁を求めます。

生活環境部長。

最後に⑸栃木県と県内25市町で共同でプラごみ

○生活環境部長（鹿野伸二）

それでは、白色トレ

ゼロ宣言を行い、使い捨てプラスチックの使用削

イ、発泡スチロール、それからペットボトルにつ

減やリサイクルの徹底などに掲げたことに対する

いて、平成27年度からの量について、推移につい

今後の具体的な取り組みについてお答えします。

てお答えをさせていただきます。

栃木県では10月に取り組みの一つとして生分解

平成27年度、白色トレイ、発泡スチロール、こ
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ちらが12ｔ、ペットボトルが282ｔ。同じく28年

ないという認識でよろしいんですかね。

度が、11ｔと276ｔ。29年度が11ｔと273ｔ。30年

○議長（吉成伸一議員）

度が10ｔと296ｔという推移になってございます。

答弁を求めます。

生活環境部長。

○議長（吉成伸一議員）

５番、星野健二議員。

○５番（星野健二議員）

２つ言いますけれども、

ているかというのを把握しているわけではござい

その後のやつというのは確か焼却されるほうのや

ませんけれども、先ほど言いましたように推移を

つですか。すみません、27年度のプラスチックご

見ましても全体量、それからリサイクルしている

みのリサイクルされるプラスチックごみの量の推

量というのが横ばいの状態で、数字はうちのほう

移、プラスチックごみ、リサイクルされる……

ではサンプルからということですけれども、把握

○議長（吉成伸一議員）

○生活環境部長（鹿野伸二）

答弁を求めます。

最終的にどこに行っ

しているということでございます。

生活環境部長。

そうした中で、リサイクルの量につきましては、

○生活環境部長（鹿野伸二）

大変失礼しました。

市のほうで回収しているもののほかに大型商業施

プラスチックごみ全体の量ということですかね。

設ですとか、そういったところも別途回収してい

であれば、先ほど30年度の量については3,800ｔ

るということを考えれば、リサイクルしている量

ということでお答え申し上げましたが、27年度か

というのはふえているというふうに考えて間違い

らの量というのはサンプルをとりまして推計の数

ないというふうに思います。

字を出しているわけなんですけれども、これにつ

○議長（吉成伸一議員）

５番、星野健二議員。

いては3,500ｔから4,000ｔの間を推移していると

○５番（星野健二議員）

わかりました。

いうことで、詳細の年度ごとの数字というのはサ

それで次に、10月、先月は３Ｒ運動の推進月間

ンプルをとっているということで明確に出してい

の月でした。この３Ｒというのは、これはリデュ

ません。

ース生産抑制であり、そしてリユース再使用、ま

先ほど、290ｔと296ｔの差があったというのも、

たリサイクルの再利用、この３Ｒを国と事業者が

おおよそで答えたその差ということでご理解いた

理解を深めて、この循環型社会の形成に向けて取

だければと思います。

り組みを推進しようとするものです。

○議長（吉成伸一議員）

５番、星野健二議員。

○５番（星野健二議員）

この今リサイクルされて

この３Ｒ、10月の３Ｒの月間で本市では何かそ
ういった取り組みというか事業を行われたのかを

いるプラスチックごみの量を聞いたのが、この量

お伺いをいたします。

がどんどんふえていっているということであれば

○議長（吉成伸一議員）

市民がリサイクルをするという、している意識が

生活環境部長。

あるのかなというふうに、私はちょっとそんなこ

答弁を求めます。

○生活環境部長（鹿野伸二）

10月の推進月間にあ

とを見たかったものですから、お聞きをさせてい

わせてということでの事業といたしましては、こ

ただきました。

の強化月間にあわせまして先ほど市長の答弁にも

そうしますと今本市におきましては、プラスチ

ありました那須地区レジ袋削減推進協議会主催の

ックごみについてはリサイクルするのと、また消

各コンテストの表彰、これを実施いたしました。

費されるということで、海外のほうには行ってい

それから西那須野産業文化祭、それから那須野
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巻狩まつりというふうに10月に大きなイベントが

○議長（吉成伸一議員）

ございますので、それにブースを出展し啓発活動

生活環境部長。

を行ったということもございました。

答弁を求めます。

○生活環境部長（鹿野伸二）

マイバッグの所有世

それから、市のホームページでやっている分別

帯とか店舗への持ち込み率、あるいは無料レジ袋

アプリ、これの広報なども強化してやったという

の辞退率、こういったことについてなかなか把握

ことを10月の強化月間に行いました。

するのが困難だということもございまして具体的

○議長（吉成伸一議員）

５番、星野健二議員。

な目標数値、こういったものは定めていないとい

○５番（星野健二議員）

わかりました。

うのが現状でございます。

それでは、先ほど言っておられました那須地区

○議長（吉成伸一議員）

５番、星野健二議員。

のレジ袋削減推進協議会なんですが、確か平成22

○５番（星野健二議員）

わかりました。

年に結成をされたと思いますけれども、主にこの

確かに使用率をなかなか見るというのは難しい

レジ袋の削減に取り組んでいるということだと思

のかなと思います。ただ一つ参考までなんですけ

いますけれども、この協議会、具体的にはどのよ

れども、実は富山県は県でやはりこのマイバッグ

うなこのレジ袋削減について取り組んでいるのか

のレジ袋廃止に向けてのマイバッグの普及、これ

お伺いをいたします。

が実は県で95％マイバッグの普及率、富山県では

○議長（吉成伸一議員）

答弁を求めます。

あると。それによりまして、過日も市長も言って
いました、いわゆるＣＯ ２ 、二酸化炭素排出分を

生活環境部長。
具体的な取り組みと

８万8,250ｔのいわゆる二酸化炭素排出量を削減

いうことですけれども、レジ袋削減に関する標語

できたということでありますので、さらにマイバ

のコンテスト、あるいはマイバッグのコンテスト

ッグの普及についてはその協議会も積極的に取り

といったそういったことなどを行いまして啓発活

組んでいただいて、普及のさらなる拡大のほうに

動を行っているというところでございます。

やっていけばいいなと思います。

○生活環境部長（鹿野伸二）

この協議会で例えばそのレジ袋削減に向けて12

○議長（吉成伸一議員）

５番、星野健二議員。

○５番（星野健二議員）

そうですね、私もここ近

の事業者が協力をしてこのマイバッグの推進、レ

年なんですけれども、買い物に行ったときに随分

ジ袋削減に向けてやっていると思うんですが、市

買い物のお客さんがマイバッグを持っているのが

内のスーパーだと思うんですけれども、例えば全

確認をできます。そういうところを見ると、やは

12のスーパーの方は協力をしてくれているのかお

りこの協議会がやっている、推進しているそのマ

伺いをいたします。

イバッグの推進とかそういうようなことの訴える

○議長（吉成伸一議員）

なんかは一定の効果があるというふうに捉えても

生活環境部長。

答弁を求めます。

○生活環境部長（鹿野伸二）

いいのかなと思います。

市内にあるスーパー

が全部で12ということですかね。そうすると……

そうしますと、例えばこのマイバッグの仮に普

○議長（吉成伸一議員）

及率、これは２市１町なんですけれども、例えば

５番、星野健二議員に申

し上げます。再度質問をお願いいたします。

そのマイバッグの普及率などの目標なんかはある

○５番（星野健二議員）

のかお伺いをいたします。
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すみません。

このレジ袋削減の推進協議会は、一応レジ袋削

りするんですけれども、今後その事業者について

減のために事業所にご協力をいただいていると思

はさらなる説得していただいて、レジ袋有料に向

うんです。それが12事業、全部はあれですけれど

けての推進というかしてもらうのがいいかなと思

も、具体的には例えばトライアルさんとかイオン

いますので、よろしくお願いをしたいと思います。

さんとかそういうスーパーがこのレジ袋削減につ

○議長（吉成伸一議員）

いて協力をしていると。全部協力をしてくれて、

質問の途中ですが、昼食

のため休憩いたします。

実は言いますと、実はあるスーパーに行くとレジ

午後１時より会議を再開いたします。

袋が３円取られるんです。私の経験で。あるスー
パーに行くとレジ袋は無料なんです。ということ

休憩

午後

零時０１分

再開

午後

零時５９分

で、一応12事業が協力をしてくださっているんで
すが、今言ってしてくれているのかな、何だろう
か。
ただ、しているところと、レジ袋を有料にして

○議長（吉成伸一議員）

いるスーパーもあれば、レジ袋を無料にしている

開きます。

ところもある。要するに聞きたいのは、レジ袋を

５番、星野健二議員。

無料にしているところ、いわゆる協力をしてくれ

○５番（星野健二議員）

ていないところの理由をお聞きしたいんですが。

お願いをいたします。

最終的には。
○議長（吉成伸一議員）

休憩前に引き続き会議を

それでは午後もよろしく

では、再質問します。
答弁を求めます。

環境省によりますと、国内で１年間に出るプラ

生活環境部長。

スチックごみの量はおよそ900万ｔ。これに対し

○生活環境部長（鹿野伸二）

どの事業者も趣旨を

てレジ袋の年間の消費量は30万ｔから40万ｔと試

理解して協力はしてくれていると。そういうスタ

算をされています。このごみの量は約３％から

ンスは間違いないと思います。ただ事業所によっ

４％に当たります。プラスチック製のレジ袋につ

て先ほど議員言われました有料、お金を取ってい

いては、国は来年７月１日から全ての小売店に有

るところと取っていないところがあるというのが

料化を義務づける方針をまとめました。レジ袋が

現状といいますか、きょう現在だというふうに思

ごみの多くを占めているわけではありませんが、

います。

生活に身近なレジ袋の有料化が使い捨てプラスチ

○議長（吉成伸一議員）

５番、星野健二議員。

ックへの意識を高める象徴的な取り組みになると

○５番（星野健二議員）

わかりました。

位置づけています。

私も大体予想はつきます。事業者ですから、レ

ただ、今回示された方針ではレジ袋は幾らにす

ジ袋を有料にすればやはりお客さんが減ってしま

るかは事業者みずからが設定することになってい

うだろうとかというような考えもあるでしょうし、

ます。例えば、１円のような安い価格にすること

そういう意味で協力はできないというところもあ

もでき、有料化の効果がなくなるとして国が最低

ると思いますので、最終的にはレジ袋を削減する

価格を示すべきではないかという意見が出ており

のに、削減をしていくのに当然ばらつきがあった

ます。それを受けまして国は今後国内外の先行事
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例を参考にして示すとうたっております。先ほど

また、８月には全国初ということでプラごみゼロ

も私も話したように、確かに自分も経験あります

宣言を県内25市町が共同で行いました。

けれども、今後このごみ袋が１円に、１円という

そうした中で、那須塩原市としてはそうした宣

ことはないでしょうけれども、３円になるのか５

言も含めて、あるいは気候変動対策局、こういっ

円になるのか、もしくは10円になるのかそれはま

たものも立ち上げるということも遠回しには関連

だわからないんですが、例えば今現在で言えば３

しているということも考えれば、何か独自の取り

円、私も経験をした３円のときには、私的な感覚

組みというものも積極的に取り組む、あるいはそ

で言えばいいですとそのまま３円を払ってレジ袋

ういったものを見出すといった方向で動きたいと

に入れてしまう。

いうふうには考えますが、現在のところ、具体的

ですから、当然来年の７月国はどういうレジ袋

に市独自でこの事業を展開しますといったものは

に対して価格をつけるかわかりませんけれども、

ないのかなというふうに考えているところでござ

ただ先例として京都府の亀岡市は、全国に先駆け

います。

て2020年、来年にレジ袋禁止を目指しています。

○議長（吉成伸一議員）

５番、星野健二議員。

従わない事業者には指導、勧告を行い、その事業

○５番（星野健二議員）

確かに私も今部長の答弁

者の名前も公表するという罰則を設けています。

のように例えばこれはレジ袋有料にしたから全て

また、鎌倉市はプラスチックストローの利用を禁

が廃止になるとは思ってもいないですし、今いろ

止、また市役所の自動販売機でのペットボトルで

んな方がおります。また、部長が言ったように単

の飲料の販売を極力廃止しています。

独の個人の小さい市または町それだけで取り組む

本市におきましても国の施策だけを受けて行う

のではなくて、確かに国、本当に企業、もう世界

のではなく、また本市独自でのこのプラスチック

がこの大量のプラスチックごみについては本当に

ごみ削減に向けての何か取り組みをもう一度お聞

考えていかなくちゃならない。本当に喫緊の課題

きしたいと思いますが、いかがでしょうか。

であると思っております。

○議長（吉成伸一議員）

答弁を求めます。

ただ、私ももう一つのこのプラスチックごみ削

生活環境部長。
○生活環境部長（鹿野伸二）

減のために必要なのは罰則的な今言ったようなそ
本市独自の取り組み

ういうような有料化をするのと同時に、今言った

というところですけれども、この問題については

最終的に取り組んでいくのはやはり人間です。

市だけ、あるいは県だけで、もっと言えば日本だ

我々一人一人。その我々一人一人がこのプラスチ

けでという問題ではないというふうに思います。

ックごみに関してどのように削減に向けて取り組

全世界的に取り組まなければいけない問題だとい

んでいくのか。その意識を上げていくのかという

うことで考えるところです。

のは、やはりこれは大切なことであるかなとは思

それで、最初の第１回目の市長の答弁の中で、

いますので、例えば一つの提案になりますけれど

国や県の作成する周知、啓発、こういったものを

も、プラスチックごみ削減について、市民、事業

有効に活用してということで答弁を差し上げまし

者に主体的に取り組んでもらうために、環境学習

たが、市長のほうで昨日もＣＯ ２ ゼロ宣言を早期

という機会を提供していくのも必要ではないかな

に宣言したいというような発表もございました。

とは思います。
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例えば、ごみの最終処分場やクリーンセンター

いったまだちょっと名前はわからないですけれど

の建設というのは目に見える課題ですからわかる

も、そういったその環境金融みたいな部分が恐ら

んですけれども、海洋汚染とか生態系への影響と

くこれからもっと盛んになっていくと思うんです。

いうのは、なかなかわかりづらい。やはり学習し

そういうところに備えて、実際に那須塩原どのく

なければわかりづらいと思いますので、本当にレ

らいやっているのかというのが出てくると思いま

ジ袋の有料化とかだけではなくて、市民、事業者

すので、それについては気候変動と同じく、時期

に対してそういった環境学習という場を設けて、

はまだわからないですけれども、セミナーであっ

そして一人一人のプラスチックごみに対する意識

たりとか具体的にどういった政策を盛り込んでい

を上げていくということも必要ではないかなと思

くか、ＳＤＧｓに入れるのかとかそこら辺ありま

いまして、今後例えば専門的な講師を呼んで、そ

すけれども、世界のサステーナブルという今潮流

して市で年に１回とか２回でこのプラスチックご

があるわけで、それを少しでも多く取り入れるこ

み、海洋汚染に対して講習をしていただく。

とによってそういった環境金融の一部であったり

または、今自治会の中にごみ減量推進委員とい

とか、あるいはそういった、実際にアップルなん

うメンバーの方がおられます。その方々の会合も

かは自分たちの製品、再生可能エネルギーでしか

年に数回はあると思います。またそういうところ

つくっていないとそういった企業多いので、非常

の中で、いわゆるこのプラスチックごみの削減に

に環境問題に関して物すごい意識している企業な

ついて、決して長くなくてもいいと思うんです。

んかの誘致では優位になると思うんです。それは

３分や５分くらいの短い時間の映像を流して、そ

やはり世界中にＰＲできるようなそういった装置

んな中でその市民のいわゆるプラスチックごみに

もしっかりと考えていきたいなというふうに考え

対する削減に対する意識を上げていくということ

ております。

に関して、今後行っていってはどうかなと思いま

○議長（吉成伸一議員）

５番、星野健二議員。

すけれども、その点についてはどうですか。

○５番（星野健二議員）

本当に大変前向きな、今

○議長（吉成伸一議員）

答弁を求めます。

市長が話したように、今企業も当然我が国も2030

市長。
○市長（渡辺美知太郎）

年までにこのプラスチックごみについては25％削
環境問題と同じく、まあ

減していくんだという国の方針も出ています。市

これも環境問題ではあるんですけれども、プラご

長が言ったように、企業に聞けば今多くの企業が

みゼロというのはやはり内部でやる話ではあるん

このプラスチックごみについていわゆるこうした

ですけれども、これはやはり世界に訴えていくも

プラスチック、そういうものを削減していこうと

のだと思っているんです。例えば那須塩原は環境

いう流れも徐々に大手の企業、例えば例を挙げれ

に配慮している、プラごみも策削減しようとして

ばスターバックスは2020年までにプラスチックス

いる、非常にサステーナブルな取り組みをしてい

トローの使用を禁止していくんだと、マクドナル

ると。で例えば、それでそんなサステーナブルな

ドは2025年までにプラスチックストローを廃止す

取り組みをしている那須塩原がサステーナブルな

る、またＩＫＥＡでは店舗とレジ、７種類の使い

今度事業をやるというときに、世界の投資家から

捨てプラ製品を全廃、すかいらーくは2020年まで

グリーンボンドに投資していただけるとか、そう

にプラスチックストローを順次廃止していく、ア
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メリカのディズニーランドにおいては全てのパー

環境問題につきましては、議員ご指摘のとおり

クやリゾートで使い捨てのストローやマドラーは

地球規模の問題から非常に身近な問題までありま

廃止ということで、本当に市長が言ったように今

すが、いずれもそれはつながっているという認識

もう一流の企業が環境に対してしっかり前向きに、

でありますので、子どもたちにとりましては身近

自治体もそういうところにしっかりと取り組んで

なものとして捉えられたり、あるいは自分ごとと

いるところの自治体に進出をしてくる。それも当

して考えたときにじゃどういうふうなかかわりを

然ありだと思いますので、ぜひともよろしく考え

自分たちは持てるのか。あるいはこれからどう行

ていただければなと思います。

動していけばいいのかということをしっかりと考

それで、やはりその教育という部分で大事な外

えていく機会でもあり、極めて重要だというふう

せないのがこの小中学校の中でも授業というよう

に思っております。今後とも引き続きこの環境問

りもその学校行事の一環として、やはりこのプラ

題につきましては積極的に各学校におきまして学

スチックごみの削減について、海洋汚染について

習の充実を図っていきたいとこのように考えてお

の学習というのを持ってみたらいいのかなと思い

ります。

ますけれども、今現在は小中学校でこのような環

○議長（吉成伸一議員）

５番、星野健二議員。

境に対するプラスチックごみ減だけではないです

○５番（星野健二議員）

ぜひともよろしくお願い

けれども、環境というものに関しては当然のこと

をしたいなと思います。

ながら授業の中ではやっていると思うんですけれ

この那須地区の小中学生の児童生徒さん、先ほ

ども、その点はいかがなんでしょう。
○議長（吉成伸一議員）

ど答弁のありましたレジ袋削減推進協議会の行っ

答弁を求めます。

た中で、小中学生で標語が例えば492の標語が出

教育長。
○教育長（大宮司敏夫）

てありますし、マイバッグについては77個の出品
議員が取り上げておりま

があったということで、自分が予想しているより

す環境問題、大変重要な問題で、子どもたちにと

もこの小中学生の児童生徒というのはこのプラス

っても極めて学習すべき内容であろうとそう思っ

チック、リサイクルですかね、そういうことにつ

ております。現在も、教科でいきますと社会科あ

いて関心を持っているんだなというのを見ました。

るいは理科、そういったところで直接環境に関す

ちょうど市長が会長ですので表彰していたという

る学習を進めておりますし、総合的な学習の時間

ことだと思います。

におきましては環境教育という領域の中で、子ど

本当にこの問題は確かに教育長が言ったように、

もたちなりに身近な問題として捉えて学習をして

問題としては世界なんだけれども、でもこれを解

いるところでございます。特にこのプラスチック

決するのは我々一人一人がどのような意識を持っ

ごみ海洋汚染という問題についてはここにきてク

ていってどう自分がこれにできるだけできるのか

ローズアップされてきた問題でございますが、実

というのがやはり一つの大きなポイントかなとは

は来年度から使用する教科書には直接このプラス

思っております。

チックごみの海洋汚染について取り上げられてお

ぜひとも今後ともよろしくお願いをしたいなと

りますので、やはり極めて大きな重要な環境問題

思います。

の一つであろうというふうに認識をしております。
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それでは次に、このプラごみゼロ宣言におきま

してこの10月にこの生分解性ストローの実証事業

が検討なんですが、例えばそんなに大きいわけで

を３店舗の事業で取り組んだようでありますが、

はない、まず年２回市民一斉清掃をしていると思

もし支障がなければこの３店舗の事業、どことど

います。

ことどこの事業がこれに取り組んだのかをお伺い

そこで使われているいわゆるボランティアごみ

をします。
○議長（吉成伸一議員）

袋、配られているごみ袋、そのごみ袋を例えばバ
答弁を求めます。

イオプラスチックのごみ袋、その部分、実はこの

生活環境部長。

バイオプラスチックのごみ袋というのは北九州市

○生活環境部長（鹿野伸二）

市内で取り組んだ３

と京都府はこれを指定ごみとしてやっているんで

店舗ですけれども、塩原もの語り館のカフェレス

す。急に言っても当然予算あるんで大変でしょう

トラン、それからアグリパル塩原、それから民間

から、こういう宣言をした中で市民意識を向上さ

の事業者でありますけれども、くろ麦、おそば屋

せるというところではこういう袋を使って、市の

さんですかね。その３店舗だということで伺って

一斉清掃のときのボランティア袋をバイオプラス

おります。

チックごみのにしたらどうかと思いますけれども、

○議長（吉成伸一議員）

５番、星野健二議員。

○５番（星野健二議員）

すみません。

その点についてはどうですか。
○議長（吉成伸一議員）

何本くらいそのストローはもらえたんでしょう

市長。

か。
○議長（吉成伸一議員）

答弁を求めます。

○市長（渡辺美知太郎）
答弁を求めます。

議員おっしゃるとおりプ

ラごみゼロ宣言をした以上しっかり取り組んでい

生活環境部長。

きたいと思うんです。ちょっと先ほど言ったこと

○生活環境部長（鹿野伸二）

店舗によって差はあ

と重複するんですけれども、やはり日本はそうい

りますけれども、もの語り館が300本、それから

った今さっき言った気候変動とかジェンダーとか

アグリパル塩原が500本、くろ麦が1,000本という

プラごみゼロとか、なぜ世界とおくれているかと

ことで伺っております。

いうと、結局世界ではこれは普遍的な価値観にな

○議長（吉成伸一議員）

５番、星野健二議員。

りつつあるわけです。もうはっきり言ってＥＳＧ

○５番（星野健二議員）

わかりました。

投資なんて、さっきＣＯ ２ ゼロ宣言の話をしまし

最後に、これは提案なんですが、先ほど部長の

たけれども、ＣＯ ２ 垂れ流している企業に関して

ほうからいろんなこの問題については一市とかで

はもう資本からどんどん資本を引き揚げているわ

はなかなか難しいということであるんですが、今

けですから、これはやはり普遍的な価値観になり

ちょっと私がじゃ那須塩原市で何とかこのせっか

つつある、経済の指標になりつつある概念を日本

くこの８月にプラごみゼロ宣言をしたわけですか

ではまだ道徳とか、もちろんジェンダーに関して

ら、ましてや栃木県全域の市町でやったというこ

はこれ人権、自由の話ではありますけれども、あ

とで、やはりそのまま宣言をして何もしないとい

とはプラごみだったいいことしているんでしょう

うのもちょっとと思いますし、また環境問題につ

くらいの感覚なわけです。そういうことじゃあな

いてはうちの市長はもう大変精通されております

くて、世界的な普遍的な価値観に我々もしっかり

ので、これはできるかどうか、一応提案なんです

とコミットしていかないといけないと思っていま
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して、そういう意味じゃやはりいろんな取り組み

んですけれども、今実はこの学校給食に、牛乳に

をしていきたいと思っているんです。何ができる

ストローがついていると思うんです。で、当然こ

かというところはあるんですけれども、今後その

のストローを生分解性ストローに変えてみると思

環境政策、パッケージングとして考える上で、も

うんですが、ただこれを全部変えるとなるとかな

ちろん気候変動もやっていきますけれども、今お

りの予算になります。ですから、例えば10月は先

っしゃったような環境問題全般、環境債、グリー

ほど申し上げたように３Ｒの月間であるので、10

ンボンドは環境債ですから、環境債、例えばこれ

月だけはじゃあこの生分解性ストローを牛乳のス

から環境債を使った資金調達を考えて、市の環境

トローのかわりに、プラスチックストローのかわ

に関する事業に対する、取り組みに対して、例え

りにつけてみる。そして小中学生の方々にさらに

ば世界の投資家に那須塩原でグリーンプロジェク

環境に対して意識をしていっていただくという方

トをやりますとか、そういった一環の中に環境政

向で、せっかくこのプラごみゼロ宣言をしたわけ

策のパッケージの中に、プラごみゼロもしっかり

ですから何かアクションを起こすという意味でこ

と考えていきたいなというふうに考えております。

ういうようなこともどうかなと思うんですけれど

○議長（吉成伸一議員）

答弁を求めます。

も、この件についてはどうでしょうか。

生活環境部長。

○議長（吉成伸一議員）

○生活環境部長（鹿野伸二）

考え方としては今市

答弁を求めます。

市長。

長のほうからありましたので、改めて私のほうか

○市長（渡辺美知太郎）

非常によいご提案だと思

らございませんけれども、提案いただきました一

います。今那須塩原全部局的に何らかの環境政策

斉清掃、これについてのそういった方法も市民へ

に関するものを、例えば建設だったら建設部でと

の啓発の機会としては有効、このように考えます

かちょっと考えてみろという指示は出しているん

ので単価の問題もありますので、先ほど議員もお

です。その出した指示をどう使うかはちょっと全

っしゃっていただきましたが、できるかどうかは

然考えていないんですけれども、今おっしゃった

いずれにしても、そういう方向で進められるよう

まさに環境と教育に関する授業の一環でだと思い

に検討したいと思います。

ますし、企業とタイアップすれば税金を使わなく

あわせて、先ほどもありましたがいろんな機会

ても済むんじゃないかと思っているんですよね。

を見つけて、今まではごみ減量という大きい形で

結局企業としたら、前向きに取り組んでいると、

の啓発、ＰＲをしてきたんですけれども、あわせ

例えばスタバで使われているような紙製のストロ

てこのプラごみについても重要だということも含

ーとかを多分企業とタイアップしてぜひじゃあ我

めてＰＲができるような方法を考えていきたいと

が市の学校教室のストローで使ってくれと言った

このように思います。

ら多分市のほうは予算組んでつくる必要もなく、

○議長（吉成伸一議員）

５番、星野健二議員。

多分そういったところで企業とうまくできると思

○５番（星野健二議員）

市長と部長から前向きな

うので、逆に言うと今プラごみゼロ活動をしてい

答弁をいただきまして、その後にまたもう一つ、

る企業とタイアップをして企業にとっても那須塩

１点、こんなことをしてはどうなんていう要望を

原のそういったグリーンプロジェクトに参加して

言おうなんて申しわけないんですが、もう一つな

いるという意味でメリットがあるし、我が市とし
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てはプラごみ真剣にやっているんだよという取り

と思いますので、まずこの海洋ごみについては那

組みになりますので、非常にいいご提案だと思い

須塩原市が市長が一歩リードをとっていただきま

ます。

して、とにかく何でもいいので小さいこと、でき

○議長（吉成伸一議員）

５番、星野健二議員。

るところからこれに取り組んでいっていただきた

○５番（星野健二議員）

ありがとうございます。

いと思いまして、この１の項の質問を終わらせて

ぜひとも前向きに検討していただきたいと思い

いただきます。

ます。

続きまして、２、小中学校の防火シャッターの

私も今回自分なりに当てはめてみたんですが、

安全対策について。

栃木県は当然海はないのでなかなか海の汚染とい

2005年６月に施行された建築基準法の一部改正

うのは直接感じることはないとは思うのですが、

によって、学校施設でも安全点検が必要になりま

今こうしてもう海の海洋汚染は世界的に喫緊の課

した。しかし、その後も事故は続き2013年に福岡

題になっている。我々は海がないからどうしても

市で発生した診療所火災では、防火扉が全て作動

そういうところにちょっと目を背けるというか、

しないという事故があり、防火シャッター事故の

そういうところがあると思うんですけれども、実

再発防止策として2014年６月に建築基準法が改正

際には海洋汚染のほとんどが河川からこのプラス

され防火設備の専門的な検査基準と資格者制度が

チックごみ、それが河川に流れ、その河川から海

導入され、一定の規模以上の施設に設けられた防

に流れていく、そういうふうに海洋が当然それで

火設備については国が一律検査対象として指定す

汚染されていく。また、我々日本国が使ったプラ

ることになりました。2016年には防火設備に係る

スチックごみが海外に行って、当然海外ではその

点検条項がさらに見直しされ、安全装置の設置が

処理能力ができない、できないがゆえに海に投げ

義務づけられました。本市の小中学校の防火シャ

捨ててしまう。それがどんどんたまって生態系を、

ッターについて、以下の点についてお伺いをいた

皆さんもご存知だと思うんですけれども、打ち上

します。

げられたクジラのお腹を切ってみたら大量のビニ

⑴防火シャッターが設置されている校数と個数

ール袋が出てきた、ウミガメの鼻の中にプラスチ

をお伺いいたします。

ックが詰まっていて、それを抜くのにウミガメが

⑵防火シャッターの安全点検の実施状況をお伺

涙を流しながらということがありました。

いいたします。

本当にこのプラスチックごみというのは最終的

⑶点検により不備が明らかになった場合には早

には我々一人一人人間がしっかりと意識をしてい

急に対応する必要があると思われるが、具体的な

って、やはりＳＤＧｓにのっとって、そしてしっ

対応方法についてお伺いをいたします。

かりと取り組んでいかなければいけないのかなと

○議長（吉成伸一議員）

思います。

答弁を求めます。

教育部長。

実は私の大変尊敬する方の言っていた言葉に、

○教育部長（小泉聖一）

それでは、星野健二議員

人の不幸の上に自分の幸福をつくるなということ

の２の小中学校の防火シャッター安全対策につい

言っていましたので、この海洋ごみについては

て順次お答えいたします。

我々日本で出したごみも当然多く影響されている

初めに、⑴の防火シャッターが設置されている
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校数と個数についてお答えいたします。

○５番（星野健二議員）

防火シャッターを設置している小中学校は22校、
114カ所であります。

それでは、この防火シャ

ッターについて、今後これきちっと整備をされて
いくんですが、過去にこの防火シャッターで小中

次に、⑵の防火シャッターの安全点検の実施状

学生及び教員の方がけがをされたという事故があ

況についてお答えいたします。

ったのかどうかをお伺いします。

改正された建築基準法に基づく安全点検につい

○議長（吉成伸一議員）

ては、平成30年度に実施しており、今年度以降も

答弁を求めます。

教育部長。

毎年度実施してまいります。

○教育部長（小泉聖一）

最後に、⑶の点検により不備が明らかになった

本市においては防火シャ

ッターで事故があったかということはございませ

場合の具体的な対応方法についてお答えいたしま

んでした。

す。

○議長（吉成伸一議員）

安全点検の結果、建築基準法の改正により義務

○５番（星野健二議員）

５番、星野健二議員。
それでは最後に、この

づけられた安全装置については、法改正前に整備

103カ所の安全装置の設置、整備に係る予算は大

した防火シャッターの21校103カ所において未設

体どれくらいなのかをお伺いをいたします。

置の状況であります。これらについては計画的に

○議長（吉成伸一議員）

整備を進めてまいりたいと考えております。

答弁を求めます。

教育部長。

以上です。

○教育部長（小泉聖一）

まず予算ということ、

○議長（吉成伸一議員）

５番、星野健二議員。

103カ所、予算ということなんですけれども、箇

○５番（星野健二議員）

ありがとうございました。

所数がかなり多いということで、この後来年度、

計画的に整備を進めていただけるということで

再来年度というところでの平準化したところでの

ございますので、この項につきましては再質問は

整備というものを予定しております。その中で、

ございません。よろしくお願いしたいと思います。

おおむね１億6,500万程度というのを見込んでお

ただ、ちょっと何点が確認の意味でお聞きした

ります。

いのですが、30年度は安全点検を行った、今年度

○議長（吉成伸一議員）

５番、星野健二議員。

は安全点検は行われたのかどうかを教えてくださ

○５番（星野健二議員）

わかりました。

い。
○議長（吉成伸一議員）

昨日も森本議員が言っていました。やはりこの
答弁を求めます。

学校においては、まず生徒、児童の安全が第一で

教育部長。
○教育部長（小泉聖一）

あると。私も同感であると思います。これからも、
これは毎年度実施という

安全があって小中学校の安全があって初めて充実

ことで、実は30年度にやりまして、今年度につい

した教育ができるのかなと思いますので、今後と

てはこれから、12月から２月にかけて実施する予

も小中学校の安全に対して尽力をしていただきま

定になっています。実は前年度１月に実施してい

して、よろしくお願いしたいと思います。

たということで、１年後ということで予定をして

以上で私の一般質問を終わらせていただきます。

おります。
○議長（吉成伸一議員）

○議長（吉成伸一議員）
５番、星野健二議員。

以上で、５番、星野健二

議員の市政一般質問は終了いたしました。
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○市長（渡辺美知太郎）
───────────── ◇ ─────────────

大野恭男議員からのご質

問にお答えします。
この高齢者福祉事業というのは本当に物すごい

◇

大

野

恭

○議長（吉成伸一議員）

男

議員

速さでどんどん国から権限がおりてきているのが

次に、13番、大野恭男議

現状でございます。とにかくもう地方分権だとい

員。
○１３番（大野恭男議員）

って、表面上は地方の特性に見合ったといってい
皆さんこんにちは。

ますが、とにかく物すごいやはり国のほうは財政

議席番号13番、大野恭男です。

がないということで、すごい権限がふえてきて、

通告に従いまして、市政一般質問を行います。

介護で言ったら今でこそ要支援の一部ですけれど

１、高齢者福祉事業について。

も今後要支援丸まる将来的には要介護も市町村で

高齢者福祉事業は、市の重要な施策であると思

やってくれみたいなことになりかねないなと思っ

われます。ひとり暮らしの高齢者の増加など、高

て、やはりこれは先を見越してどんどん考えてい

齢者を取り巻く環境は厳しさを増してきておりま

かないと法律が変わってからさあ困ったどうしよ

す。高齢者が住み慣れた地域で健やかに生き生き

うというんじゃあ多分もう間に合わないと思うん

と暮らせるまちづくりの実現を基本理念にあげ、

です。だから逆に、恐らくこういうふうになるで

第７期那須塩原市高齢者福祉計画が進められてい

あろうと、あるいはこういった将来的には法律が

ると思うことから、以下の点についてお伺いしま

変わって我々がやるんだろうというのがどんどん

す。

出てくると思いますし、そういった自治体ごとに

⑴施設整備の進捗状況及び今後の計画、課題を

考えてくれとなるとやはりメニューの違い、今は

伺います。

そんなに違いはありませんけれども、要支援の１

⑵独居高齢者及び高齢者のみ世帯、日中独居高

に関しても。でもやはり５年、10年してくると多

齢者の安否確認及び生活支援の状況と課題につい

分結構変わってくると思うんです。那須塩原市の

て伺います。

メニューとほかの地域のメニューで、やはりこっ

⑶在宅介護の状況やその家族に対する支援の状

ちのほうがいいねとか、あっちのほうがいいねと

況と課題、今後の支援策について伺います。

特色にもなってくると思うので、まちづくりに関

⑷認知症高齢者に係る支援の現状と課題、今後

する部分も出てくると思うんです。そういった特

の取り組みを伺います。

色のあるような、あるいはこの地域によって差が

⑸那須塩原市に住所がない方に対する対応の現

出てくるであろう分野がこの福祉の分野だと思っ

状と課題を伺います。

ております。

⑹近い将来介護職が不足することが予想されて

１の高齢者福祉事業について、順次お答えをし

いるが、市の所見を伺います。

ます。

以上、１回目の質問とさせていただきます。
○議長（吉成伸一議員）

⑴の施設整備の進捗状況及び今後の計画、課題

13番、大野恭男議員の質

についてお答えします。

問に対し、答弁を求めます。

現在、認知症対応型共同生活介護、グループホ

市長。

ームを１施設、定期巡回・随時対応型訪問介護看
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護を１施設、看護小規模多機能型居住介護を１施

一人で住んでいるよというのをちゃんと把握でき

設の整備が進められており、この３施設全てが令

ているというのはやはりいいことだなとすごい思

和２年４月に開所予定となっております。

います。

今後の計画につきましては、令和２年度に策定

⑶在宅介護の状況やその家族に関する支援の状

予定の第８期高齢者福祉計画に伴い実施する高齢

況と課題、今後の支援策についてお答えします。

者や介護事業所を対象としたニーズ調査等をもと

在宅介護の状況につきましては、平成28年度に

に、求められている施設の把握、検討を行い、整

実施した市の在宅介護実態調査によると、50歳代

備を進めていく予定であります。

以上の家族が在宅で介護している割合が81.5％と

課題につきましては、第７期高齢者福祉計画で

高く、そのうち３人に１人が70歳以上という状況

整備予定でありました広域型特別養護老人ホーム

となっています。

で、応募事業者がなく整備に至っていないところ

家族に対する支援状況、介護サービスの提供や

が上げられます。

相談による身体的、心理的負担の軽減や、紙おむ

⑵独居高齢者及び高齢者のみ世帯、日中独居高

つ助成サービスなどによる経済的負担軽減の支援

齢者の安否確認及び生活支援の現状と課題。

を行っています。デイサービスに通うようになっ

安否確認の現状につきましては、自治会による

た高齢者の家族の方からは、自力で立ち上がれる

見守り活動や民生委員、地域包括支援センターに

ようになり、介助の負担が軽くなったとの声をい

よる訪問により安全な生活を行っていることを確

ただいております。

認しており、高齢者からは親身に話を聞いてくれ

課題につきましては、在宅で生活を続けられる

てありがたいとの声をいただいているところであ

ための効果的な介護サービスや福祉サービスの充

ります。

実、また生活に応じた施設の整備など支援体制の

生活支援の現状につきましては、介護保険によ

強化が上げられます。

る訪問介護サービス、外出支援タクシー料金助成

今後の支援策につきましては、定期巡回・随時

サービス、配食サービス等により行っております。

対応型訪問介護看護施設を整備中であり、介護者

配食サービスの利用者からは、栄養バランスがよ

のさらなる負担軽減に努めてまいります。

く健康的でおいしいとの声もいただいております。

こちらも余談ですけれども、私も前職時代ケア

課題につきましては、今後増加傾向にある独居

ラー側、介護する側、介護される側じゃあなくて

高齢者等に対し、さらなる安否確認体制の拡充を

ケアラーの議員連盟に入っておりまして、やはり

図っていくことが上げられます。

日本の場合は介護される側のメニューはよくでき

余談ですけれども、私も１日民生委員というこ

ているようになってきていますけれども、やはり

とで高齢者宅を回らせていただいたりしています

ケアラーに関しての支援というのがまだまだ手薄

けれども、逆に言うとちゃんと地域が独居老人を

じゃないかという議論に参加させていただいたこ

把握しているというのは地方ならではのいいとこ

とがございまして、恐らくその支援者側、ケアラ

ろなのかなというふうに思っていて、これはなか

ー側の支援、やはり実際にケアラーの方々をお呼

なか都会じゃできる話じゃないので、やはりこれ

びしてお声を聞いたこと、もちろんもうご専門と

は地域ごとであるいは民生委員さんがどこに誰が

あられますから私よりははるかに詳しいわけです
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けれども、やはり介護者にとってはいくら家族と

結局、事業所をつくってもなかなか介護職厳し

はいえ人生摩耗しているというふうにおっしゃる

いということで、せっかく施設をつくっても全然

方が非常に多かったのがすごい印象的でした。そ

来ないんだという事例、かなり全国的に多いので、

ういった、今後支援者に対する支援というのもさ

それらもしっかり考えていく必要があるのではな

まざま出てくると思うので、そういったことも

いかなというふうに考えております。

我々自治体としても考えていかなきゃいけないな

そのあたりについては、ご専門であられる大野

とすごい感じております。

議員からさまざまなご指導をいただきたいなとい

⑷認知症高齢者に係る支援の現状と課題、今後

うふうに思っております。

の取り組み。

○議長（吉成伸一議員）

認知症高齢者に係る支援の現状につきましては、
地域包括支援センターによる訪問、認知症初期集

13番、大野恭男議員。

○１３番（大野恭男議員）

非常に丁寧なご答弁あ

りがとうございました。

中支援チームでの支援、認知症サポーターの養成、

それでは、⑴から再質問させていただきます。

自治会による見守り活動を行っています。

施設整備については、３施設が来年４月に開所

課題、今後増加傾向にある認知症高齢者に対し、
さらなる見守り体制の拡充を図っていくことが挙

予定ということで理解しました。
それでは、⑴番から入っていきますけれども、

げられます。

課題にもあったように第７期の高齢者福祉計画の

今後の取り組み、認知症予防体制をさらに強化

中で整備予定になっていました広域型の特別養護

をしてまいります。

老人ホーム、これが整備に至らなかった主な要因

次に⑸那須塩原市に住所がない方に対する対応、
現状と課題。

をどのように分析しているかお伺いします。
○議長（吉成伸一議員）

本市に住所がなければ、介護保険や国民健康保

答弁を求めます。

保健福祉部長。

険などの行政サービスは受けられません。まず本

○保健福祉部長（田代正行）

それでは、整備に至

市に住所を設定し、必要とする行政サービスの手

らなかった主な要因ということでございますが、

続を案内しているところであります。

先ほどの市長の答弁にありましたように公募した

課題については、住所がない方は親族と疎遠で、

んですが応募事業者がなかったということなんで

身内の支援ができないことが多く、行政による支

すが、その理由といたしましては３つあるのかな

援が必要であるということが上げられます。

ということで考えてございます。

これは地方よりも都市部なんかすごい多いです

まず、建築費が高騰しているということが第１

から、そういった問題もふえてくるんじゃあない

点目と。あと、２点目といたしましては、広域型

かなとすごい思っております。

の老人ホームを整備するとなりますと結構な土地

最後⑹近い将来介護職不足の市の所見について。

が要るということが２点目ということと、３点目

介護職の不足につきましては、介護サービス事

につきましては、答弁の中でもございましたよう

業所が整備されてもそこで働く方が不足すると介

に新しい施設をつくってもそこで働く介護職が集

護サービスが十分に提供されない懸念があるなど

まるのかどうかという懸念があるということで、

大変ゆゆしき問題であると認識をしております。

これらが複合的に絡み合って応募者がいなかった、

－288－

結果整備ができていないということになっている

思うんですが、考えを伺います。

のかなということで考えております。
○議長（吉成伸一議員）
○１３番（大野恭男議員）

○議長（吉成伸一議員）

13番、大野恭男議員。

答弁を求めます。

保健福祉部長。

了解しました。

○保健福祉部長（田代正行）

それでは、空き部屋

建築費の高騰、あと広い土地の確保、あとは人

などを利用してベッドの確保をしてはどうかとい

材不足ということで、了解しました。建築費の高

うことでございますが、これにつきましては、新

騰、やはり例えば平成15年とかその辺から比べる

設の整備と違いまして既存のものを活用するとい

とかなり上がってきていて、補助金なんかが１床

うことなので、整備期間も非常に短期間で済みま

当たり324万出てくるんですけれども、やはりな

すし、今お話ししていたように建築費というのも

かなか今の介護事業所の財政状況なんかを考える

かなり格安で済むという利点がございますので、

となかなか手を挙げられないというのはわかりま

メリットがかなりあるのかなということは認識し

す。

てございます。

土地なんかで言うと、施設をつくって例えばあ

今後、第８期整備計画をつくる中でこのような

と40年後、50年後に建てかえるというときに、や

点を勘案しまして、また８期をつくるときにはア

はりその同じ広さの土地を必要とするので結構な

ンケート調査をして高齢者の意見、また事業者の

費用がかかると思うんです。その辺も理解します。

意向などを聞きますので、それらを総合的に検討

介護人材もやはり不足しているということで、

いたしまして考えていきたいということでござい

了解しました。

ます。

建築予定の施設の中で、看護小規模多機能型居

○議長（吉成伸一議員）

宅介護、あとは定期巡回・随時対応型訪問介護看

13番、大野恭男議員。

○１３番（大野恭男議員）

ぜひ、新設で建設すれ

護が４月に開所予定というふうになっています。

ばお金かかります。介護職も例えば50人規模の特

今までなかなかこのタイプの施設整備が進んでこ

養をつくれば介護職員は例えば30人とか必要にな

なかったというのがありますので、これ非常に大

ってきますし、もちろん介護保険料も上昇してき

きいと思います。在宅にて介護されている介護者

ます。既存施設を有効利用できれば、少ない投資

にとってとてもありがたいサービスだというふう

で市民にはプラスに必ずなるかと思いますので、

に思います。今後このような介護サービスのニー

ぜひ検討してみてください。

ズが多くなってくる、また必要になってくるかと

次に、災害や虐待などで緊急に措置入所を必要

思われますので、とても安心しました。

とする場合があるかと思いますが、ベッド数は確

次に伺っていきますけれども、今後計画的に介

保しているのかお伺いします。

護施設整備を行っていくと思いますが、先ほども

○議長（吉成伸一議員）

ありましたように介護人材の不足や施設整備費等

保健福祉部長。

を考えると年々難しくなってくるかと思います。

答弁を求めます。

○保健福祉部長（田代正行）

それでは、虐待など

そこで、既存の介護施設の空き部屋等を有効利用

の措置入所の関係のベッドを確保しているのかと

して、例えばベッドの数をふやすとか、あとは増

いうことでございますが、結論から申し上げます

床するとかというふうに検討してみてはどうかと

と、確保はしてございません。理由といたしまし
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ては、現在那須町、本市、大田原市、近隣市町あ

保健福祉部長。

わせまして結構特別養護老人ホームだったりとか

○保健福祉部長（田代正行）

それでは、自治会の

養護老人ホーム、またはショートステイなどの施

見守りの現状と課題ということでございますが、

設が大分整備されてきておりますので、どこかあ

まず現状から申し上げさせていただきますと、78

いているところがありますので、緊急には対応で

の自治会で見守りが行われております。この見守

きるということと、もう一つの理由としましては、

りは、定期的に訪問したり、訪問はしないまでも

これのためにベッドを確保しておくというとやは

夜近くに行って電気がついているかとか、あとは

り費用が一月十何万とかそこら辺の費用が多額の

新聞や郵便物がたまっていないかというような訪

費用が発生してくるということで、確保はしてい

問というような形で行っているのが現状でござい

ないということでございます。

ます。

○議長（吉成伸一議員）

13番、大野恭男議員。

○１３番（大野恭男議員）

課題につきましては、自治会の見守りというこ

今ご答弁がありました

となので、自治会に入られていない方、自治会に

ように、那須町、大田原市、あとは那須塩原市で

よっては未加入者の方もきちんと見ていてくれる

結構施設の整備というのは充実していてベッド数

というところもあるんですが、入っていないとこ

というのはかなりあるかとは思います。ただ、措

ろは見ないよというところもございますので、未

置入所ということで、これ多分定員外に受け入れ

加入の方の問題と、あとそもそもこの見守り自体

ることができるかと思うんです。例えば１とか２

が自治会で行われていない自治会がまだまだたく

とか。そういったのもありますので、あとはやは

さんあるということが課題ということでございま

り東日本大震災のときに多くの方が避難されてき

す。

たんです。市内の多くの施設で受け入れた実績と

○議長（吉成伸一議員）

いうのがあるんです。やはり有事の際にきちんと、

○１３番（大野恭男議員）

13番、大野恭男議員。
今答弁の中にありまし

例えば難しいというお話ありましたけれども、何

たように、78の自治会で見守りが行われていると

ベッドか協定を結んでやっておいたほうがいいの

いうことで理解しました。裏を返せばあと約140

ではないかと思いますので、検討のほどよろしく

弱くらいの自治会はまだできていないということ

お願いします。

なので、やはり早急に何らかの対応を打っていか

質問を続けていきます。

なくちゃいけないというふうには思います。ぜひ

⑵の再質問に入ります。

よろしくお願いします。

今後ますます独居の高齢者の方や高齢者のみの

外出できる高齢者というのは比較的心配はない

世帯、あとは日中独居高齢者がふえてくるかと思

かと思うんです。やはり外出できない高齢者、男

います。本当にこれは急速にふえてくるかと思う

性女性で言うと男性のほうがもしかすると多いか

んですけれども、そういった中でやはり自治会に

もしれないですけれども、その方の見守りとか定

よる見守り活動がすごく頼りになってくるかと思

期的な訪問が必要になってくるかと思いますので、

うんですが、現状と課題があればお伺いしたいと

ぜひ対応のほどよろしくお願いしたいというふう

思います。

に思います。

○議長（吉成伸一議員）

答弁を求めます。

次に、災害時独居高齢者や高齢者のみ世帯に対
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しての個別に避難方法などを確立したほうがよい

他市に比べてすごく充実していると思います。た

と思うのですが、この件に関しての現状と課題と

だ、心配なのは高齢者の方の心配事としてまず上

いうふうに、課題があればお伺いしたいと思いま

がってくるのは買い物の支援、買い物どうしたら

す。

いいか。あとは病院、通院、どういうふうにして

○議長（吉成伸一議員）

答弁を求めます。

行ったらいいか。すごく重い問題だと思います。

保健福祉部長。

この件に関してどのように感じられますか。

○保健福祉部長（田代正行）

それでは、ひとり暮

○議長（吉成伸一議員）

らしのお年寄りの災害時の避難に関してというこ

答弁を求めます。

保健福祉部長。

とで、現状と課題につきましてですが、まず現状

○保健福祉部長（田代正行）

それでは、高齢者の

につきましては、災害時に避難が困難な方の迅速

方の買い物や通院の支援ということでございます

な避難の確保を目的に、今避難行動要支援者支援

が、確かに高齢の方になりますと免許返納だとか、

制度を進めているところでございます。具体的に

そうすると非常に買い物に行ったりとか病院に通

は、同意されたお年寄りなどの避難に関して、自

ったりするのが非常に困難になってくるのは本当

治会が主体になって個別計画の作成を進めてくだ

だなと思います。

さっているところでございます。

市といたしましても、介護保険予防日常生活総

課題につきましては、またこれも未協定の自治

合事業という事業がございまして、この中に自治

会が43自治会があるということが課題でございま

会などの住民主体で要介護者の生活のお手伝いを

して、こちらの解決が課題ということであります。

した場合には、補助金が出せるというメニューが

○議長（吉成伸一議員）

13番、大野恭男議員。

○１３番（大野恭男議員）

ございますので、これを活用して買い物だったり

43自治会がまだそうい

とか通院の支援ができないのかというのは今検討

った対応をされていないということで、やはりこ

中でございます。

れも早急に丁寧にご説明してやっていただくべき

○議長（吉成伸一議員）

だというふうに思いますので、よろしくお願いし

○１３番（大野恭男議員）

たいと思います。

13番、大野恭男議員。
ぜひよろしくお願いし

たいと思います。

地域包括支援センターの職員とか、民生委員の

この問題に関して、生活環境などが各圏域ごと

方、自治会の方が協力してやってくれているとい

に状況が違いますので、今後圏域ごとに対策を考

うのは重々理解しております。要介護者の方、要

えていくべきだと思うのですが、考えを伺います。

介護１、２、３、４、５の方に対しては、担当の

○議長（吉成伸一議員）

ケアマネジャーにちょっとお願いをして、こうい

保健福祉部長。

った個別の避難方法なんていうのを、例えば緊急

答弁を求めます。

○保健福祉部長（田代正行）

圏域ごとの対策とい

連絡先もちろんわかっているであろうと思うので

うことでございますが、確かに那須塩原市広くて

すが、その辺確認していく必要があるというふう

駅前あたりと高林や塩原のほうは全然状況が違い

には思います。

ますので、そこら辺の状況はよく考えて整備をし

次に進めていきます。

ていく必要があるのかなということで考えてござ

介護保険外のサービスについて、那須塩原市は

います。
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○議長（吉成伸一議員）

13番、大野恭男議員。

○１３番（大野恭男議員）

している割合が81.5％ということで先ほど答弁が

ぜひよろしくお願いし

ありまして、そのうち３人に１人が70歳以上とい

ます。

う状況であって、現在ではもっと数値が上がって

本当に高齢者の介護の通院というのはすごく不

いるというふうに、これ間違いないです、予想さ

安な要因の一つで、方や地域で元気な高齢者がボ

れます。家族に対する支援として、紙おむつの助

ランティアで運転して通院の支援をしましょうと

成があると、これ那須塩原市はごみ袋も支給して

かという割には免許を返納しましょうとか、いろ

いるんですよね、これ。すばらしいことだと思い

いろ矛盾している部分があって難しい部分がある

ます。その中で課題になっていることとしては、

かと思いますが、ぜひよろしくお願いします。

できるだけ在宅で介護を続けるための介護サービ

そこで、11月26日下野新聞で紹介されていたん

スや福祉サービスの充実を上げられています。今

ですけれども、小山市で地域ボランティアによる

後、支援策として、これ本当にすごいと思うので

無償での輸送システムを検討しているというふう

すが、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、来年

にあったんです。この目的としては、高齢者の移

４月に開所されるということで、本当に介護して

動手段の確保ということです。市が用意した車両

いる人にとっては負担軽減が見込まれるというこ

を地域ボランティアや自治会関係者が運転するこ

とで、本当にすばらしいと思います。

とを想定していると。料金が発生してしまうと白

そこで伺っていきたいのですが、特別養護老人

タク行為になってしまって法令違反となるため、

ホームの待機者数は７期の計画の中では115名で

無償が前提条件となるというふうになっています。

そのうちに在宅にて待機されている方が36名にな

互助による無償運送は、国土交通省が2018年３月

っています。最新の待機状況をお伺いします。

に出した指針で実施可能な類型として例示されて

○議長（吉成伸一議員）

いるということです。その中で、市が費用の全額

保健福祉部長。

を負担して運行主体となって、利用者から運送の

答弁を求めます。

○保健福祉部長（田代正行）

それでは、最新の待

対価を一切得ない形であれば道路運送法の許可、

機者の状況ということでございますが、ちょっと

登録を受けないで市が主体となった輸送サービス

若干古いんですが、ことしの６月１日現在の待機

が可能とされています。互助による輸送法があく

者ということで199人ということであります。そ

までも運行主体は市にあり、来年度中実施目標と

のうち在宅の方は29人ということになってござい

いうふうになっておりました。

ます。

これは小山市の桑地区というところから自治医

○議長（吉成伸一議員）

大病院への通院のニーズが非常に多いということ

質問の途中ですが、ここ

で10分間休憩いたします。

から踏み切った政策ということで掲載されていま
した。那須塩原市においても何か参考になればと

休憩

午後

２時０１分

再開

午後

２時１１分

いうふうに思い、紹介しました。
続きまして、⑶について再質問します。
在宅介護の状況としては、平成28年度の在宅介
護実態調査によれば50歳以上の家族が在宅で介護

○議長（吉成伸一議員）
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休憩前に引き続き会議を

開きます。

課題につきましては、今後ますますこういった

13番、大野恭男議員。

高齢者の方がふえていくことは間違いないという

○１３番（大野恭男議員）

特養の待機者が７期計

ことでございますので、さらに在宅医療と介護が

画つくったときには、115人であった。それが、

一体的に提供できる連携体制を確保していくこと

直近の６月１日では199人。やはり結構ふえてい

が課題だということで考えてございます。

ますよね。要介護で３から５の方がふえているん

今後の取り組みにつきましては、引き続き医師

だというふうに思います。ただ、在宅で待機され

会、歯科医師会と連携しながら、研修会や講演会

ている方が36人から29人に減ったというのは、や

を開催いたしまして、さらに医療と介護の関係者

はり順調に計画的に整備を進めていったからこう

が連携強化を努めて、すばらしいサービスが受け

いった結果になったんだというふうには理解しま

られるような体制をつくっていきたいということ

す。

で考えてございます。

先ほども申し上げてきたんですけども、既存施

○議長（吉成伸一議員）

設のベッドを、やはり有効利用できれば１人でも

13番、大野恭男議員。

○１３番（大野恭男議員）

２人でも減っていきますんで、重ね重ねよろしく

了解しました。

こういった問題は市で考えていくというのもも

お願いしたいと思います。

ちろんですけれども、広域で協力しながらやって

次に、在宅での介護で重要になってくるのは、

いくというのも大事かと思いますんで、よろしく

市長の公約にもあります医療と介護の連携の推進

お願いしたいと思います。

が大切になってくるというふうに思います。現状

まさに、在宅介護の受け皿として、看護小規模

と課題、今後の取り組みをお伺いしたいと思いま

多機能型居宅介護というのがあります。通称、か

す。

んたきというんですけれども。また、定期巡回・

○議長（吉成伸一議員）

答弁を求めます。

随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介

保健福祉部長。
○保健福祉部長（田代正行）

護、あとは訪問看護、訪問リハビリ等の充実。あ
それでは、医療と介

とは、往診してくれるドクター確保、これがやは

護の連携ということでございますが、これにつき

り今後ますます大切になってくるかと思います。

ましては、入院していた方が在宅に戻った場合、

今、すごく騒がれていますが、介護離職。介護

スムーズに適切な介護が受けられるということが、

離職をできるだけ少なくしていく必要があります

非常に大切になってくるのかなということで考え

ので、そのためにもより一層医療と介護の連携の

てございますが、現状としましては、大田原、那

推進を充実していただきたいというふうに思いま

須町、本市で、那須地区在宅医療・介護連携支援

す。

センターというものを立ち上げまして、こういっ

それでは、⑷について再質問します。

たものの相談や研修会、また、医療関係者と介護

地域包括支援センター職員による訪問、あとは

関係者のネットワークが進むように、垣根をなく

認知症初期集中支援チームでの支援、あとは認知

してスムーズな連携ができるようにということで、

症サポーター養成講座の実施、自治会による見守

定期的に意見交換なんか行って、今年は８回ぐら

り活動の支援などを行っているということで理解

い行っているということでございます。

いたしました。
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認知症をめぐる日本の状況としては、2019年65

すキャラバンメイトにつきましては、平成28年度

歳以上の高齢者の割合は28.4％といわれています。

が98人。29年度が106人。30年度が112人。現在が

100歳以上の数は７万1,274人と、確実に高齢化が

120人ということでございます。

進んでいて、それに伴って、平成29年度の高齢者

○議長（吉成伸一議員）

白書によると、2012年に認知症高齢者の数は462

○１３番（大野恭男議員）

13番、大野恭男議員。
了解しました。

万人いらっしゃって、65歳以上の高齢者の約７人

今年度、まだ途中ですけれども、養成講座を24

に１人という割合です。2025年にはなんとこれが

回開いて、サポーターの数が6,491人と。キャラ

５人に１人。65歳以上の高齢者の方に対して、認

バンメイトが120名ということで理解しました。

知症の高齢者というのが５人に１人というふうに

やはりより多くの方に理解してもらうために、

なる統計が出ています。

地道な努力は必要かと思いますので、主に多分キ

つまり、認知症は、誰にでも避けて通ることが

ャラバンメイトになってくださっている方、地域

できない問題であります。

包括支援センターの職員さんを初め、ご苦労はあ

そこで伺っていきたいと思います。

るかと思うんですけれども、よろしくお願いした

認知症に対して、なかなか理解が深まらないと

いと思います。本当に。

いう部分もあるんですけれども、理解を深めてい

今、核家族化が進んでいますので、特に子ども

くことがすごく必要であると思うことから伺いた

たちはなかなか高齢者と接する機会が少ないんで、

いと思います。

こういった講座をぜひ、小中学生対象に今もやっ

市でも取り組んでいらっしゃるんですが、認知

ていただいていますけれども、数多く開催してい

症サポーター養成講座の開催件数とサポーター数

ただけたらなというふうに思います。

の推移、また、キャラバンメイト数の推移を伺い

あとは、認知症の方がやはり外に出て、例えば

ます。
○議長（吉成伸一議員）

お店に入ってしまうとかというケースも結構あり
答弁を求めます。

ますので、そういったときに、お店の方とかあと

保健福祉部長。
○保健福祉部長（田代正行）

銀行の方とかにもやはり養成講座を積極的に受け
それでは、認知症を

ていただくという言い方おかしいんですけれども、

支えるサポーター関係ということでございますが、

ぜひサポーターになっていただければなというふ

まず認知症サポーター養成講座の回数につきまし

うに思います。

て申し上げます。

続きまして、認知症高齢者の家族に対する支援

平成28年度は24回。29年度が17回。30年度が18

としてサロンなどがあるかとは思うんですけれど

回で、今年度が現時点で24回ということでござい

も、そのサロンの現状と課題、今後見通しがあれ

ます。

ばお伺いしたいと思うんですけれども、今後の見

続きまして、認知症サポーター数の推移という

通しです。よろしくお願いします。

ことでございますが、28年度が市内で4,130人。

○議長（吉成伸一議員）

29年度は5,104人、30年度が5,798人で、今年度、

保健福祉部長。

現時点で6,491人でございます。

答弁を求めます。

○保健福祉部長（田代正行）

最後に、認知症サポーター講座の講師でありま

認知症高齢者の方を

自宅で介護している方が集まるサロンのご質問で
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ございますが、現状を申し上げますと市内に、１

○議長（吉成伸一議員）

つは市と社会福祉協議会が参画しておりますオレ

保健福祉部長。

ンジドアにしなすというのがありまして、月２回

答弁を求めます。

○保健福祉部長（田代正行）

それでは、あすてら

開催しております。あと介護事業所が主催してい

すに関する、まず初めに現状ということでござい

るケアラーズカフェというものが、月３回開催し

ますが、この事業は社会福祉協議会に委託して行

ております。どちらのサロンも、在宅で介護して

っておりますが、対象となりますのは認知症高齢

いる方同士、日ごろの悩みや不安を話し合いまし

者の方や知的障害者や精神障害者の方で、判断能

て、そこで介護のヒントを得たり、あとは悩んで

力が成年後見人ほどはいかないけれども十分では

いるのは私だけではないんだということで、安心

ないという方で、かつ、身の回りにそういったお

感を得たりとかいうことをしているということを

世話をしてくれる方がいない方が対象となってお

伺っております。

りまして、主に、日常の金銭管理や福祉サービス

今後の見通しということでございますが、先ほ

なんかを使うときのお手伝いなんかをしていると

ど来申し上げていますように、高齢者がどんどん

いうのが現状でございまして、社会福祉協議会の

ふえてきて、それに伴って認知症の方がふえてく

ほう職員は３名体制で行っております。

るのは間違いないのかなということで考えてござ

利用者の推移ですが、平成28年度は125人。29

いますので、介護者の方に負担をなくすためにも、

年度は138人。30年度は139人ということで、大体

負担を軽減するためにも、こういったサロンの充

横ばいというような状況でございます。

実をしていくことが大切だなということで考えて

課題につきましては、超高齢社会ということで、

おります。
○議長（吉成伸一議員）

こういった判断能力が十分でない方が今後ふえて
13番、大野恭男議員。

○１３番（大野恭男議員）

くるということが課題でございまして、今後の取

答弁ありがとうござい

り組みはそういった方に対応するために、あすて

ます。現在２カ所ということですね。

らすの職員のさらなる資質の向上と、体制の強化

やはり、認知症の方を見ていらっしゃる家族の

を十分にしていくことであるかなということで考

方というのは誰かに相談したいというのがあるん

えてございます。

だと思うんですよ。相談すれば気持ちが楽になる

○議長（吉成伸一議員）

というか、私と同じ思いなんだなとか共感できる

○１３番（大野恭男議員）

13番、大野恭男議員。
了解しました。

部分もあるし、やはりすごく大事なことだと思う

こういったサービスもあるんですよ、こういっ

んで、相談できる環境をぜひつくっていただきた

た制度もあるんですよというのをやはり周知して

いなというふうに思います。

いかなければいけないというふうに思いますので、

次に、認知症の方は、自分で物事を判断するの

ぜひよろしくお願いしたいと思います。

は、すごく難しくなってくるかと思います。

本当に高齢者がターゲットになってしまうよう

権利擁護についてお伺いするんですが、あすて

な悪質商法ですか。結構本当に最近すごくふえて

らすの利用者数の推移と、現状と課題。もし何か

いますので、高齢者に限らずですけれども、その

今後取り組んでいくことがあればお伺いしたいと

辺よろしくお願いしたいというふうに思います。

思います。

それでは、進めていきます。⑸の再質問です。
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住所がなければ高齢者台帳にも当然載ってこな

したいと思います。

いというふうに思います。そういった方をどのよ

続きまして、６番の再質問に入ります。

うに把握していくべきか、難しいと思うんですけ

2025年度には34万人の介護人材不足といいます

れども、考えをお伺いします。
○議長（吉成伸一議員）

か、本当に大変な時代が来るかと思います。34万

答弁を求めます。

人足りないということです。2025年に団塊の世代

保健福祉部長。

の方が全て75歳以上の後期高齢者となるため、医

○保健福祉部長（田代正行）

住所のない方の把握

療介護ニーズが今後飛躍的に増加してくるのは間

ということで、議員おっしゃったように大変難し

違いないと予想されております。

い問題でございます。これに対応する方法としま

2025年、栃木県においてはあるデータによると

しては、地域包括支援センターの方のご協力とか、

5,220人の介護人材不足が予想されています。仮

民生委員さんのご協力が欠かせないのかなという

にこれ那須塩原市に置きかえたときに、私もちょ

ことで考えております。

っと詳しく施設数とか職員数とか割り出して、パ

また、ことしに社会福祉課のほうに地域共生社

ーセンテージとか出してはなかったんで、変な話、

会を目指して、新しい係ができました。その中で

例えば5,220人の５％が那須塩原に当てはまると

近所隣の方と仲よくして、共生社会を送っていこ

すれば、261人も足りなくなってしまうというこ

うよということを目指しておりますので、こうい

となんですよ。そうすると、施設が３つ分ぐらい

った中でも把握ができてくればなということで考

足りなくなってしまいます。介護の職員がです。

えております。

すごくぞっとする話なんですけれども。

○議長（吉成伸一議員）

13番、大野恭男議員。

○１３番（大野恭男議員）

そんな中で、お伺いしていきますけれども、も

何でこんな質問したか

ちろん企業努力というのがすごく必要であること

というと、やはり実際にあった話で、ある方があ

は当たり前な話なんですけれども、今後、やはり

るところから駆け落ちしてきて那須塩原市に落ち

市には保険者でもあり、介護保険施設等の設置の

ついたんです。若いころは病気にもならなくて、

許可をしている責任もあるというふうに思うんで

何の不便もなく生活されていたということで、た

す。

だやはり高齢になってきて、もちろん介護保険料

企業などと共通認識を持って、介護職不足、介

とか健康保険料とかいろいろ税金とか払っていな

護人材不足という問題に取り組んでいかなければ

くて、いざというときに保険が使えなくて困って

いけないというふうに思うんですが、考えを伺い

しまったという事例があったんで、ちょっとお伺

ます。

いしたんですけれども、やはりこういったときに

○議長（吉成伸一議員）

警察の方とか市役所の方がすごく、ここが頼みの

保健福祉部長。

綱だと思うんですよ。やはり迅速に対応していた

答弁を求めます。

○保健福祉部長（田代正行）

看護不足に関する考

だくという部分では。その後に、地域包括支援セ

えということでございますが、答弁で申し上げた

ンターなどにつなげてもらえれば、包括のほうで

とおりゆゆしき問題だということで考えておりま

サービスをどんどんつないでいくかと思うんで、

すが、介護の必要な人に介護職がいないと十分な

だからその辺、迅速に対応のほどよろしくお願い

介護が行き渡らないというということは、誠に本
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当に深刻な問題でありまして、市としては介護不

○１３番（大野恭男議員）

足について、市としてできることは取り組んでい

よろしくお願いいたし

ます。

かなければならないということで考えているとこ

先ほど、何ていうんですか。ちょっと話それて

ろでございます。具体的にはいつも言っているこ

しまうんですけれども、櫻田議員の質問の中にも

とかもしれませんが、介護職員の処遇改善加算の

外国人の登用というのがあって、ベトナムの方を

取得に向けた啓発を行っているところでございま

観光分野のほうにというお話がありました。ぜひ

すが、また新たに栃木県で実施されている事業や、

介護分野のほうにも、ぜひお願いしたいと思いま

他市町村の人材確保対策事業の動向についても、

すので、お力添えよろしくお願いします。

現在情報を収集して研究中ということでございま

2025年度には団塊の世代の方が75歳以上になり

すので、考えていきたいということで思います。

ます。少子高齢化もますます加速していきます。

○議長（吉成伸一議員）

13番、大野恭男議員。

○１３番（大野恭男議員）

施設整備を計画的に行っていくことも大切になっ

了解しました。

ていきます。また、在宅介護についても非常に重

では、最後にもう一つ伺いたいんですけれども、
伺っていこうと思います。

大な問題になってくるかと思います。医療と介護
の連携の推進に全力を尽くしていく必要があると

本当にサービス体制の崩壊に片足踏み込んでい

思っております。

るような状態だというには思います。今の現状で。
介護保険がスタートしたのが平成12年４月です。

那須塩原市の対応に望むことは、現在、国・県
から権限移譲がどんどん進んできておりますので、

もう大体約20年弱ぐらい時が流れていまして、や

市独自の政策を思い切って行っていただきたいと

はり先を見据えて、今後定期的に那須塩原市内の

いうふうに思います。

介護職員数の現状を、市も把握していったほうが

介護関係は、国・県の指導のもと、政策が行わ

いいと思うんです。例えば、今現在、来年からだ

れていくことがほとんどであります。これでは、

と令和２年度は当初は介護職員何人ぐらいいたの

どこの市町も一緒で、金太郎あめと一緒というよ

かなとか、これはもうお金がかかることではない

うな感じになってしまいます。ぜひ、思い切った

んで、それは統計をとっていって、何ていうんで

市独自の政策の決断を大いに期待して、この項の

すか、注視していただきたいというふうに思うん

質問を終わります。

ですが、考えを伺います。
○議長（吉成伸一議員）

続きまして、２、都市公園のバリアフリー化に

答弁を求めます。

ついて。

保健福祉部長。

那須塩原市には多くの都市公園がありますが、

○保健福祉部長（田代正行）

市内の介護職員の現

老朽化が進んできているかと思われます。多くの

状数の把握ということであると思います。こちら

市民の憩いの場となっている都市公園を、計画的

につきましては、来年度第８期の計画をつくる中

に改修工事を進めていると思われることから、以

で、事業所さんにも意向調査というものを出しま

下の点について伺います。

すので、その中で調査ができればということで考

⑴高齢者、障害のある方、子どもなどに対して、

えてございます。
○議長（吉成伸一議員）

快適に過ごしていただけるために、どのような対
13番、大野恭男議員。

策が行われているか、また、課題があれば伺いま
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す。

公園施設の更新を行っているということですが、

⑵黒磯公園の現状をどのように捉えているのか

進捗率と予算規模をお伺いします。

伺います。

○議長（吉成伸一議員）

○議長（吉成伸一議員）

答弁を求めます。

建設部長。

建設部長。
○建設部長（大木

○建設部長（大木
基）

答弁を求めます。

２の都市公園のバリアフ

基）

公園施設長寿命化計画の

進捗率と予算規模というお尋ねでございます。

リー化について、順次お答えいたします。

ます進捗率につきましては、平成30年度末の金

初めに、⑴の高齢者、障害のある方、子ども等

額ベースでお答えさせていただきます。61％とな

に対して、快適に過ごしていただけるために、ど

っております。

のような対策が行われているか、また、課題はあ

予算規模につきましては、計画全体で３億

るかについてお答えいたします。

5,600万円となっております。

老朽化した公園施設につきましては、那須塩原

以上であります。

市公園施設長寿命化計画に基づき、公園施設の更

○議長（吉成伸一議員）

新を行っているところであります。施設の更新に

○１３番（大野恭男議員）

13番、大野恭男議員。
ありがとうございます。

あたりましては、バリアフリー法の定めにより、

30年度末で61％、３億5,600万円ということで

高齢者、障害者などの円滑な利用に適した構造の

理解はしました。結構やはり大きい数字ですよ。

ものとしているほか、小さなお子様が安全に遊べ

この計画の中で、今後具体的にどこの公園施設

るよう遊具の更新を行っております。

の更新を行っていくのかお伺いしたいと思います。

課題といたしましては、多くの公園施設におい

○議長（吉成伸一議員）

てバリアフリー化がなされておらず、更新を行う

答弁を求めます。

建設部長。

財源確保であると考えております。

○建設部長（大木

次に、⑵の黒磯公園の現状をどのように捉えて

基）

計画に基づき、今後どの

ような公園施設の更新を行っているかというご質

いるかについてお答えいたします。

問でございます。

黒磯公園は施設整備も相当期間経過しており、

公園施設長寿命化計画に基づき、具体的に施設

園路や駐車場が砂利式であるほか、トイレや水飲

更新を行う箇所でございますが、まず本年度、そ

み場などもバリアフリー対応となっておりません

れ以後ということでお答えさせていただきます。

ので、更新の際はバリアフリー対応の施設整備が

本年度はまず関谷南公園で遊具の更新、那珂川

必要であると考えております。

河畔公園で水飲み場の更新、烏ヶ森公園でテーブ

以上であります。
○議長（吉成伸一議員）

ル、ベンチの更新、黒磯公園では棒道具、こちら
13番、大野恭男議員。

○１３番（大野恭男議員）

のほうについては、黒磯公園の東側といいますか、

答弁ありがとうござい

那珂川側にカタクリの群生地がございまして、そ

ます。

れが春先観賞できるように、木製歩道が整備され

それでは早速⑴から再質問していきたいと思い

ておりますけれども、これが老朽化しているとい

ます。

うことで、その改修を今年度計画しております。

那須塩原市公園施設長寿命化計画に基づいて、

また、黒磯公園については公園灯、水飲み場を更
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新いたします。

アフリー化を進めるに当たって、どのように財源

また、来年度以降の公園施設更新としましては、

を確保していくのかと今お尋ねがございますけれ

施設修繕を含めて、烏ヶ森公園のあずまやや水飲

ども、先ほど申し上げましたようになかなか自主

み場、黒磯公園においてはパーゴラ・シェルター、

財源だけでは厳しいというのが現状でございます。

東那須野公園についてはあずまやなどを更新で、

市としましては、やはり国庫補助を積極的に導入

これは修繕も含むということで、修繕を予定して

しまして、何とか国の支援を仰ぎながらバリアフ

おります。

リー化を進めていきたいということで考えており

以上でございます。
○議長（吉成伸一議員）

ます。
13番、大野恭男議員。

○１３番（大野恭男議員）

○議長（吉成伸一議員）

たくさんいろいろな箇

13番、大野恭男議員。

○１３番（大野恭男議員）

了解しました。

所の更新をしていくということで理解はしました。

ぜひよろしくお願いいたします。

順調に進んでいるのかというふうに理解はしてよ

それでは次に、⑵について再質問していきます。

ろしいですか。

高齢者、障害のある方、子どもなどが利用する

○議長（吉成伸一議員）

答弁を求めます。

場合、黒磯公園に多目的トイレが隣の公民館には

建設部長。
○建設部長（大木

あるんですけれども、公園内にはありません。公
基）

順調に進んでいるかとい

園内に２カ所トイレはありますけれども、和式の

うお尋ねなんですけれども、公園施設長寿命化計

トイレです。多目的トイレを公園内に設置するこ

画につきましては、なかなか市の独自財源だけで

とはできないか伺います。

は難しいので、国庫補助ということを導入してや

○議長（吉成伸一議員）

っております。これが、なかなか要望額どおりに

答弁を求めます。

建設部長。

は来ていないと。また、採択条件も最低事業費の

○建設部長（大木

基）

都市公園のトイレ、洋式

枠とか、厳しい部分もありまして、実際のところ

化あるいはバリアフリー化につきましては、黒磯

いきますと、今のところ先ほど言ったように61％

公園も含めて大きな課題だというふうに捉えてお

ということなんですけれども、なかなか思うよう

ります。できれば早急に改修等を進めたいという

にいっていないという状況でございます。

考えは、今のところなんではありますけれども、

○議長（吉成伸一議員）
○１３番（大野恭男議員）

13番、大野恭男議員。

実際の状況を申しますと、市内都市公園にはまだ

了解しました。

くみ取り式トイレしかない公園が２カ所ございま

課題にもありましたように、多くの公園施設に

す。いろいろそういった状況の中で、公園のトイ

おいてバリアフリー化が若干おくれているのかな

レを含めたバリアフリー化、洋式トイレへの改修

という部分もあるのかと思います。どのようにし

等については、いわゆるトイレの改修等について

て今後、難しいかと思うんですけれども、財源を

は、那須塩原市全体の都市公園の中で、計画的か

確保していくのかお伺いしたいと思います。

つ段階的に進めなければならないというふうに考

○議長（吉成伸一議員）

答弁を求めます。

えているところでございます。

建設部長。
○建設部長（大木

そういった状況の中で、黒磯公園につきまして
基）

まず、先ほど公園のバリ

は、今、議員おっしゃるように黒磯公園に隣接し

－299－

た黒磯公民館の屋外に、多目的トイレを有する屋

全体をやれというのはかなり難しいとは思うん

外トイレがございます。当面はそちらを有効活用

ですけれども、要所要所をやはりやっていかない

していただければと考えているところでございま

と、なかなか今度はあそこに人が集まらなくなっ

す。

てきてしまうと思うんですよ。全部をやれという

以上でございます。
○議長（吉成伸一議員）

のではなくて、要所要所考えていただけないかな
13番、大野恭男議員。

○１３番（大野恭男議員）

というふうに思うんですけれども、考えを伺いま

今、くみ取り式のとこ

す。

ろが２カ所あるということなんで、それはやはり

○議長（吉成伸一議員）

安全性とかそういうのを考えれば、余りよくない

答弁を求めます。

建設部長。

かと思うんで、そちらもぜひ洋式化進めていって

○建設部長（大木

いただきたいというふうには思います。

基）

黒磯公園の局部的な段差

等を、全体的にはなかなか難しいだろうけれども、

黒磯公園に関しては、駐車場があって、今、昔

対応できないかというご質問だというふうに理解

野球場だったグラウンドのところが駐車場になっ

しております。

て、そこに高齢者の方がグラウンドゴルフとかゲ

おっしゃるように黒磯公園、トイレ、園路も含

ートボールとかされています。やはり高齢者の方

めて多くの施設がバリアフリー化されておりませ

にとっても、だんだんやはり和式のトイレだとき

ん。現実的にこれらを一気に進めるというのは難

ついという部分もありますし、小さなお子さんな

しい面がございます。そういった中で、今おっし

んかも、やはりこの時代和式のトイレ見たことが

ゃったような局部的な対応、現実的に対応可能な

ないというお子さんも結構いらっしゃいます。和

部分で、段差の解消等でバリアフリー化を効果が

式だと我慢してしまうとか、健康上やはり体にも

高められるというような箇所もございます。そう

よくないんで、その辺ちょっとうまく考えていた

いった状況もありますので、現状を十分把握しな

だければなというふうには思います。

がらできる範囲で、そこの部分については可能な

あと黒磯公民館に多目的のトイレがあるんです

範囲で対応してまいりたいということで考えてお

けれども、そこから公園内に入っていく際に、例

ります。

えば高齢者にしてもトイレ、用を済ませてから公

○議長（吉成伸一議員）

園に行こうといったときに、段差があって入れな

○１３番（大野恭男議員）

いんですよ。駐車場はもちろん砂利式になってい

13番、大野恭男議員。
ぜひできる範囲でお願

いしたいと思います。すみません。

ますし、ですから恐らく、昔野球場だったところ

本当にいろいろやはり黒磯公園のこと以前も聞

の駐車場にとめておりていくにしても、今度多目

いたことがあるんですけれども、４月になれば花

的トイレがあるところまでは遠いし、砂利だし、

見で人がたくさん集まって、本当にすごく楽しみ

スムーズに園の車椅子が通れない。あとは小さな

なんですけれども、バリアフリー化が進まないと

お子様がいらっしゃれば、ベビーカーがガタガタ

なかなか高齢者を連れて行こうとか、踏み切れな

して行けないとか、あとそこ行くのに乗り越えて

い部分があるんで、ぜひ検討のほどよろしくお願

いかなければいけない。やはりスロープとか必要

いします。

になってくると思うんですよ。

那須塩原市公園施設長寿命化計画に基づき、公
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園施設の更新を決められた財源のもと、計画的に

訂正させてください。変化があるか答弁をお願い

進められているとは思います。ただ、やはりバリ

いたします。

アフリー化は定められておりますので、小さなこ

⑷です。2018年度のいじめ解消率は約85％と栃

とからでも結構です。本当にできるだけ多くの市

木県教育委員会は発表していますが、全国では学

民の方の憩いの場となっている公園を、快適に過

校側の判断と実態がかけ離れ、悲劇的な結末に至

ごしていただけるよう、公園のバリアフリー化に

ってしまった事案が多く発生しています。

努めていただきたいというふうに強く思います。

こうした状況を市はどのように捉え、そのよう

以上で私の一般質問を終わります。
○議長（吉成伸一議員）

な事案の発生を防止するためにどのように取り組

以上で13番、大野恭男議

んでいますか。

員の市政一般質問は終了いたしました。

以上、４点について答弁を求めます。
○議長（吉成伸一議員）

───────────── ◇ ─────────────

19番、髙久好一議員の質

問に対し、答弁を求めます。
教育長。

◇

髙

久

好

○議長（吉成伸一議員）

一

議員

○教育長（大宮司敏夫）

次に、19番、髙久好一議

つきまして、順次お答えをさせていただきます。

員。
○１９番（髙久好一議員）

髙久好一議員のいじめに

初めに、⑴の本市の現状と課題をどのように捉
皆さん、こんにちは。

えているかについてお答えをいたします。

19番、日本共産党の髙久好一です。

本市におけるいじめの現状につきましては、い

一般質問を始めます。

じめの認知件数はその年により増減はありますが、

１、いじめについてです。

全体としては増加傾向にございます。

2018年度の県内の小中高校で認知されたいじめ

課題といたしましては、法に基づくいじめの正

が過去最高の4,845件となることを、栃木県教育

確な認知と、適切な対応と、組織的な対応が上げ

委員会が公表しました。市の取り組みと考えを伺

られます。

います。

次、⑵の本市におけるいじめの件数は、全国と

⑴です。本市の現状と課題をどのように捉えて

の比較ではどうかについてお答えをいたします。

いますか。

本市におけるいじめの認知件数は、平成30年度

⑵です。本市におけるいじめの件数は、全国と

の国の調査によると、小学校で77件、中学校で12

の比較でどのようになっていますか。

件ございました。また、児童生徒1,000人当たり

⑶です。これまで本市の調査では、受け持ちの

のいじめの認知件数を全国と比較いたしますと、

クラスにいじめはないとする教師は50％程度と報

小学校では本市は12.2件、全国は66.0件。中学校

告されてきましたが、状況に変化はありますかと

では本市は3.7件、全国は29.8件でございまして、

質問通告いたしましたが、訂正をお願いいたしま

小中学校ともに全国を大きく下回っているという

す。

ところでございます。

本市の28年度の調査では、いじめがないとする

次、⑶のこれまでの本市の調査では、受け持ち

学校の報告は、小学校で15％、中学校では50％と

のクラスにいじめはないとする、先ほど訂正がご
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ざいましたけれども、これは報告につきまして、

科省方針、15年の通知が浸透した結果、いじめを

状況に変化はあるかについてお答えをいたします。

慎重に経過を見守りながら対応をしていくという

国の調査によりますと、本市ではいじめがない

ような答弁だったと思います。その結果、こうい

と答えた小中学校は、平成26年度約50％でござい

う結果になっているということです。

ましたが、平成30年度は約20％となり、減少傾向

先に進めていきたいと思っています。

にございます。一方、いじめの認知件数は逆に増

いじめは起きないことが理想としつつ、教員が

加傾向にございます。これは単にいじめがふえて

子どもをよく観察し、拾い上げてくれたと、件数

いるというようなことではなく、本市のいじめ防

の増加を学校が荒れているわけではないとして、

止基本方針に基づき、いじめはどの児童生徒にも

県は肯定的に今回の調査を捉えています。

起こり得るものとして、より正確にいじめを認知

先ほどの答弁の中でも、件数は増減があるけれ

していることが大切であるという考えが教職員に

ども、増加傾向に見られるという答弁だったと思

浸透してきた結果と、このように捉えております。

います。

最後に、⑷の全国で学校側の判断と実態がかけ

そこで、伺っていきます。子ども同士でも解決

離れ、悲劇的な結末に至ってしまった事案が多く

できるような軽微な事案でも、何とかしてほしい

発生している状況を市はどのように捉え、発生防

と頼まれるケースも少なくなく、問題解決後、能

止のためにどのように取り組んでいるかについて

力の低下を懸念する教師の声があります。市はど

お答えをいたします。

う捉えていますか。

本市の2018年度のいじめ解消率は約54％で、県

○議長（吉成伸一議員）

の数値よりは低くなっております。これは、本市

答弁を求めます。

教育長。

のいじめ防止基本方針に基づくいじめ対策の取り

○教育長（大宮司敏夫）

まず、いじめについて認

組みとして、いじめ解消の定義に基づき、３カ月

知をした際に、子ども同士で解決できるものはと

という目安の期間、経過を観察しながら慎重に対

いうようなそういった捉え方は、全く私どもはし

応していることが、要因として考えられるものと

ておりません。認知をしたことにつきましては、

思っております。

市で責任をもって、学校を含め周りの大人がきち

また、教育委員会では年３回中学校区ごとに聞

んと対応していくということが、これはもう外せ

き取り調査を実施し、担当指導主事がいじめに関

ないことであろうというふうに思っております。

する取り組みについての確認等を行い、学校にお

また、そういったことを日ごろから前にもお答

けるいじめの未然防止や対応が、組織的に行われ

えしたかと思いますけれども、周りの大人がいか

るように助言をしているというような状況にござ

に早く気づくかということ。感性を研ぎ澄ませる

います。

というんですか。そういったことが一番大切なこ

以上であります。
○議長（吉成伸一議員）
○１９番（髙久好一議員）

と、早期に気づいてあげるということがとても大
19番、髙久好一議員。

切であると思いまして、そういった能力をやはり

答弁がありました。

常日ごろから先生方にはしっかりと磨いていく。

順次再質問をしていきたいと思います。

そういったことが今後も必要であろうと、このよ

県教育委員会のいじめの厳格な認知を求める文

うに思っております。
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○議長（吉成伸一議員）

19番、髙久好一議員。

○１９番（髙久好一議員）

ましても、いじめの事案については重いとか軽い

私がこれから再質問す

とか、そういったことは全くないわけでありまし

るところまで踏み込んできたかなという答えが今

て、それになっているこの立場になれば、非常に

出ました。別にそうであることが、私のほうも望

深刻な問題。どれも深刻な問題というふうに受け

むところです。

とめてなければならないことでありますので、そ

さらに伺っていきます。

れは全て含めて認知の数として挙げているという

そうした答弁の中で経過を見守ること、解決に

ふうにご理解いただきたいと思います。

向けて対応することは、その後の関係からも非常

○議長（吉成伸一議員）

に大切だというふうに私も考えています。実にい

質問の途中ですが、ここ

で10分間休憩いたします。

い答弁だったと、私は思ってます。
一方で、学校や教師は忙しいのだから、そのく

休憩

午後

３時００分

再開

午後

３時０９分

らいは自分で解決してよと。中学生ならば、小学
生の高学年ならば、そういう資質があってもいい
はずというふうにも聞こえてくる部分があります。
先ほどの答弁とはちょっと違いますが、そういう

○議長（吉成伸一議員）

声を市はどう受けとめていますか。

を開きます。

それと、こういう場合はいじめにカウントされ

19番、髙久好一議員。

てきたのかも聞かせてください。
○議長（吉成伸一議員）

○１９番（髙久好一議員）

答弁を求めます。

答弁がありました。

いじめの軽い重いは、被害者から見れば大変深

教育長。
○教育長（大宮司敏夫）

休憩前に引き続き、会議

刻な問題であってという答弁です。
まず、恐らく子ども同士

安心しました。当然カウントはされているとい

で解決するということは、未然防止という観点か

うお答えもありました。

らそういうことにならないようにするために、自

そういう中でもっと伺います。

分たちはどういうふうに取り組んでいくべきかと

数の増加について、いじめの問題を扱っている

いうことを考えさせるということはとても大切な

弁護士からは、今までがきちんと対応できていな

ことではないのかなと思っています。未然防止と

かっただけだと。これから先が大事ですという厳

いう点でいけば、これまでも各中学校区ごとの取

しい声があります。どう受けとめていますか。

り組みとか、いろいろな事例はございまして、未

○議長（吉成伸一議員）

然防止に向けて子ども同士でいろいろなところを

答弁を求めます。

教育長。

考えたりするというようなことについては、これ

○教育長（大宮司敏夫）

この問題につきましては、

は大切なことであって、認知された後とはちょっ

刻々状況、いろいろと変わるところもあったりす

と分けて考えていかなければならない問題ではな

ると思います。その背景もいろいろ複雑になって

いのかなというふうに思っているところでござい

きたりするわけでありますので、その時点その時

ます。

点で１件１件、きちんと我々としては受けとめて、

また、認知の数がふえているということにつき

必要な対応というんですか。関係者と一緒に複数
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でかかわっていくべきものというふうに考えてお

知するか、認知するかということにかかっている

りますので、これで万全ということはあり得ない

わけでありますけれども、学校では定期的にアン

と。

ケートをとったりとか、なるべく客観的に把握で

今後ともさまざまな取り組みを模索していく。

きるような取り組みをやっていたりしております

そういった努力も継続していくべきものというふ

し、絶えず子どもたちが気軽にという言葉が当て

うに、私は捉えております。

はまらないかもしれませんけれども、ためらわず

○議長（吉成伸一議員）

19番、髙久好一議員。

○１９番（髙久好一議員）

に周りの人に相談をする。そういう雰囲気をしっ

ぜひ、そうしていただ

かりとつくっていく。こういったこともとても大

きたいと思います。

切ことではないのかなというふうに思いまして、

先ほども答弁でありましたが、被害者にとって

各学校におきましても、そういった工夫は継続し

は本当に深刻な問題です。子どもの立場で、子ど

て実証しているものというふうに認識をしており

もの発達段階に応じた適切な対応を求めて、先に

ます。

進みたいと思います。

○議長（吉成伸一議員）

調査のたびに件数がふえています。不登校やい

19番、髙久好一議員。

○１９番（髙久好一議員）

現場での工夫も入れて

じめ問題は社会問題化し、数の多さでは日本の学

対応しているという答弁がありました。ぜひ、さ

校の特有の問題とも言えます。

らに進めていっていただきたいと思います。

⑵に入ります。本市におけるいじめの件数は、

これまでの本市の調査ではということで質問を

全国との比較ではどのようになっていますかとい

いたしますと。これは28年にも私、同様の質問を

うことで伺いました。

しています。

答弁は、多いときもあれば、少ないときもある

そのときの調査は、2017年の調査についての教

と。全国の平均は31.3％、栃木県は26％増と。全

育長の答弁でした。

国は31.3％増と。こういう中でも那須塩原市の調

教育委員会では年に３回、中学校区ごとに聞き

査報告です。そこで伺っていきます。

取りを行い、全ての学校にいじめの状況や未然防

解決には先ほども少し出てきた部分があります

止に向けた調査を行っている。いじめがゼロと回

が、正確な調査や報告が必要です。それがなけれ

答した小学校は３校で15％、中学校は５校で50％

ば、分析することもより効果的に対応することも

になっていると。この調査でゼロと回答した学校

できないのではないかと思います。どう考えてい

については、アンケート調査や教育相談等を継続

ますか。考えを聞かせてください。

し、積極的にいじめを報告する体制づくりをお願

○議長（吉成伸一議員）

答弁を求めます。

いしていると、こういう答弁がありました。

教育長。
○教育長（大宮司敏夫）

こうしたお願い、要請の結果、今回の結果にな
今、議員おっしゃったと

ったのかと思うんですが、その点はどうでしょう

おり、いかに正確に捉えるかということ。これは

か。

とても大事なことであろうと思っております。で

○議長（吉成伸一議員）

すので、繰り返しになりますけれども、周りの大

答弁を求めます。

教育長。

人がいかにきちんとそういう状況に気づくか。察

○教育長（大宮司敏夫）
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そういうふうな部分もあ

ろうかと思いますが、このいじめに関する問題に

県の調査で重大事案が、前回の調査の３倍近い

つきましては、やはり絶えず変化をしているとい

14件あったとしています。本市の身体的被害や長

うか、こう動いているものというふうに私たちは

期欠席を伴う長期の不登校ということだと思いま

考えております。

す。重大事案の発生はどのようになっていますか。

例えば、ある時期に調査をして、そのときには

○議長（吉成伸一議員）

なかったというふうにあったとしても、その次の

答弁を求めます。

教育長。

時点からは新たなものが発生をしているかもしれ

○教育長（大宮司敏夫）

まず、最初にアンケート

ないと。そういうふうな認識を絶えず持つことが

の件でございますけれども、３回というのは担当

重要ではないのかというふうに思っております。

指導主事がその中学校区に出向いてという回数で

前回お答えしたとおり、こちらから学校に出向

ありまして、アンケートにつきましては、多い学

くのは年間３回でございますけれども、それ以外

校は毎月実施をしたりしているというような状況

に必要に応じて学校を訪問させていただいたり、

であるということを、添えさせていただきたいと

あるいは学校のほうからも随時、この問題はどう

思います。

なのかなという相談も市教委では受けておりまし

今のご質問でございますけれども、重大事態の

て、その都度担当指導主事が行って、状況による

発生についてでございますけれども、市のいじめ

話を聞く中でどうなのかというふうなことも随時

防止基本方針の策定後におきまして、本市におき

やっております。そういう継続をしながら、現状

ましていじめの重大事態として扱ったものは、平

にいかに対応していくかということ。それを絶え

成28年度に１件ございましたが、29年度以降これ

ず続けるということ。これが一番重要ではないの

までのところ扱うものはございませんでした。

かなと、こう思います。
○議長（吉成伸一議員）

○議長（吉成伸一議員）
19番、髙久好一議員。

○１９番（髙久好一議員）

19番、髙久好一議員。

○１９番（髙久好一議員）

状況が動いているので、

絶えず予断なく細心の注意を払っているという、

県のほうで14件の中で、

今回は那須塩原はなかったということです。
ぜひ、これからも細心の注意を払っての対応を

そういう答弁だったと思います。

お願いしたいと思います。

さらに質問を続けていきます。

いじめは早期に発見できれば、重大化する前に

県内の各学校は平均して年に４回、アンケート

対応できる事案があると思います。今後も危機感

を行えというのがあります。先ほど、答弁は３回

をもって細やかな情報を、漏らさず拾い上げる姿

と言っていたように私受けとめたんですが、これ

勢を欠かさず進めていただきたいと思います。

後であわせて答えていただけるとありがたいです

４番に入ります。

が。

2018年度のいじめの解消率は約85％と栃木県教

教員による認知、本人や保護者の申告も目立っ

育委員会は発表したと、そういう中で、全国の学

ていると報告されています。社会問題となってい

校と那須塩原、今、教育委員会の調査が４回とい

るいじめに敏感になっている姿がうかがえます。

うのは、学校によっては毎月というのもあるとい

いじめは潜在化、重大化の懸念が常につきまと

う答弁も出てきました。

います。そこで伺います。

一方そういう中で、国や幾つかの自治体は独自
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の調査や今までとは違う調査の計画が公表されて

めの割合が0.5％と極めて低い状況にあるとして

います。そこで伺います。より正確なデータとい

います。

じめの解消を探求するための調査と推察していま

こういう状況でのより正確な調査を求めて、こ

す。本市での今後の調査に対する考えを聞かせて

うしたことが行われるのだと理解しています。

ください。
○議長（吉成伸一議員）

子どもが安心して学べる学校を求めて、この項
答弁を求めます。

の質問を終わります。

教育長。

続いて２に入ります。

○教育長（大宮司敏夫）

基本的には全国的に行っ

加齢性難聴者に対する補聴器の助成についてで

ております児童生徒問題行動等調査のものが公表

す。

されていて、恐らく今回の質問にありました県の

加齢に伴い難聴になり、生活に支障を来してい

数値というものもそこから出ているものと理解し

るが、身体障害者と認知されない中度・軽度難聴

ております。私たちはそういったものを中心に統

者への支援に取り組む自治体が広がっています。

計的なものとして扱っておりますが、今後、先ほ

本市の対応と考えを求めるものです。

ど申し上げましたとおり、さまざまな背景の中で、
今後いろいろなケースが出てくることも予想され

⑴です。本市の難聴者の支援はどのようなもの
がありますか。

ます。そういったものをいかに正確に把握してい

⑵中度・軽度難聴者の人数等は把握しています

くかということにつきましては、今後ともいろい

か。

ろ工夫をしていく部分はあるんではないのかなと

⑶です。高齢者に占める難聴者出現率は、70歳

いうふうに思っております。議員からお話があり

女性は10.6％、男性が23.7％、80歳では女性が

ましたものにつきまして、詳細な部分については

28.8％、男性は36.5％と言われています。また、

現段階では、私どもも把握はし切れていない部分

国の介護予防マニュアル改訂版では、認知症の発

もございますけれども、今後そういったものも大

生リスクとして、社会活動の不活発化や閉じこも

いに参考にさせていただきながら、より的確にこ

りを具体的要因とする聴力の低下を上げています。

の問題に対応できるような体制を、しっかりと取

これらのことから、難聴者の認知症予防のため

っていきたいと、このように考えております。
○議長（吉成伸一議員）

にも積極的に加齢性難聴者に対する支援を拡充す

19番、髙久好一議員。

○１９番（髙久好一議員）

る考えはありますか。

計画の部分もあって調

⑷です。補聴器は高価なものがある一方、雑音

査が来年というような話もありますんで、そうい

がうるさい、役に立たないと使われなくなること

うところも慎重なのかなと思いますが、そういう

があります。快適に使用するには、自分の状況に

答弁がありました。

あった補聴器を購入することが欠かせないことか

兵庫県尼崎市は独自の体罰調査を行いました。

ら、補聴器の購入補助を行う考えはありますか。

国は来年、教育委員会や学校を通さないいじめ調

以上、４点について答弁を求めます。

査を行う予算を盛り込みます。背景にあるのは、

○議長（吉成伸一議員）

いじめの認知件数が過去最多の14万件となってい

答弁を求めます。

市長。

るのに対し、学校側が上げる不登校の理由はいじ

○市長（渡辺美知太郎）
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加齢性難聴者に対する補

聴器助成についてお答えをします。

支援を受けている難聴者、それから中度・軽度

初めに、⑴の本市の難聴者への支援についてお

で18歳未満の一定の条件を満たす児童という、そ

答えします。

ういう答弁がありました。こういう人には対応し

現在、身体障害者手帳の交付を受けている聴覚

ているということだと思います。それぞれの人数

障害者には、補聴器の購入助成を行っています。

を聞かせてください。

また、18歳未満で身体障害者手帳の交付が受けら

○議長（吉成伸一議員）

れない軽度・中度の難聴で一定の条件を満たす児

保健福祉部長。

童にも補聴器の購入助成を行っています。

答弁を求めます。

○保健福祉部長（田代正行）

高齢者につきましては、地域包括支援センター

それでは18歳未満の

児童の方に補聴器を交付している状況を申し上げ

が個別訪問する際、難聴予防の周知啓発や、難聴

ます。

が疑われる場合には、耳鼻科の受診を勧めており

昨年度が購入が２件、修理が１件で、今年度が

ます。

購入が３件、修理が１件ということでございます。

次に、⑵の中度・軽度難聴者の人数を把握して

すみません。訂正いたします。

いるかについてお答えを申し上げます。

昨年度が購入が３件、修理が１件。今年度が購

加齢に伴う中度・軽度難聴者の人数は把握をし

入が２件、修理が１件。申しわけございません。

ておりません。

訂正いたします。

⑶加齢性難聴者に対する支援を拡充する考えが

○議長（吉成伸一議員）

あるかについてお答え申し上げます。

19番、髙久好一議員。

○１９番（髙久好一議員）

件数のほうが入れかわ

難聴は、認知症の危険因子の１つに上げられて

ったということで、数のほうは非常に少ないとい

おり、今後は自治体、ほかの自治体の加齢性難聴

うことだと思います。軽度・中度でという対応し

者の支援の情報取集をしてまいりたいと考えてお

ているというのがあったんで期待をしたんですが、

ります。

人数がやはり当てはまるのは少ないなと。

最後に、⑷加齢性難聴者の補聴器の購入を支援

さらに伺います。

する考えがあるかどうかお答えを申し上げます。

軽度・中度で一定の条件を満たす児童という答

現在国では、補聴器を用いた聴覚障害の補正に

弁があったのですが、具体的にはどのような難聴

よる認知機能低下予防の効果を検証するための研

なのか聞かせていただけるとありがたいですが。

究を進めており、この動向を踏まえ検討を進めて

○議長（吉成伸一議員）

いきたいと考えておりますので、現在のところ支

保健福祉部長。

援をする考えはありません。

○保健福祉部長（田代正行）

以上、お答え申し上げました。
○議長（吉成伸一議員）

それでは、一定の条

件について説明いたします。

19番、髙久好一議員。

○１９番（髙久好一議員）

答弁を求めます。

まず、聴力の状態が30dBから70dB未満、または

答弁がありましたので、

再質問を行っていきます。

これらに準ずるもので市長が認めるものというこ
とになっています。

答弁がありました。その中でさらに伺っていき

続きまして、医師の診断書が必要ということで、

ます。

どんな診断が必要なのかということで申し上げま
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すと補聴器をつけることによって、子どもさんで

者というくくりがございますので、このくくりで

すので、この時期には、小さいうちには言語の習

お答えをしたいと思います。

得というものがありますので、補聴器をつけるこ

これらの方に対する支援としましては、市のほ

とによって言語習得が期待できるということが条

うで手話教室と独話教室といいまして、唇の動き

件になっております。それと、親御さんの所得が

で言葉を理解するという独話術というのがござい

市民税所得税割46万円以上の人がいない世帯に属

ますが、そういった教室と、こういった方のため

する人ということであります。すみません。それ

のパソコン教室というのを開いております。ちな

ら全てが条件が満たされる方ということでありま

みに、これらの予算総額につきましては200万円

す。

ほどと、あと講師の方につきましては、元ＮＨＫ

○議長（吉成伸一議員）

19番、髙久好一議員。

○１９番（髙久好一議員）

の手話キャスターをやっていた方が市内に在住し

３つの条件が満たされ

ておりますので、その方が先生になってやってい

ないと対応できないと、数が少ないなと思ったの

るということでございます。

はそういう状況かなと思います。特に子どもです

○議長（吉成伸一議員）

から、早めの対応をするとそれだけ効果も大きい

○１９番（髙久好一議員）

19番、髙久好一議員。
手話と独話術教室とい

ということです。ぜひここの部分もこれから広げ

うことだそうです。総額200万の予算でやってい

ていただけるようお願いしたいと思います。

るということで、一応こういう対策があるという

それでは、⑵のほうに入っていきたいと思いま

ことで、大変聞こえなくなって苦労されているん

す。

だろうなという状況で、こうした質問をいたしま

本市の身障者手帳の軽度難聴者の人数等把握し

した。なかなか条件が厳しくて、どうしてもこう

ているかと聞きました。残念ですが把握していな

した数が少なくなっているのかなと、そういう受

いという答弁でした。本市に何人ぐらいいるのか、

けとめをいたします。でも、全くないわけではな

中度・軽度の難聴者のため、収入はどんな状況な

くて、一応大変な人には対応がされているという

のか。どんな生活状況になっているのか。本市は

ことで、安心した部分もあります。

どのくらい把握しているのか。これが知りたくて

そうした中で⑶に入っていきたいと思います。

質問しました。

高齢者に占める難聴者出現率と、国の介護予防

本市では本人の申告や健康検診、介護見守り等

マニュアル改訂版での認知症の発症リスクや、社

での発見を頼りにしている状況がわかりました。

会活動の不活発化による閉じこもりを、具体的要

それでは、さらに伺っていきます。

因とする聴力の低下と、難聴者の認知症予防のた

そういうことがある一方で、事故や病気による

めの、積極的な加齢性難聴者に対する支援の拡充

場合と、それ以外の中途失聴者になられた方への

する考えを求めました。

支援は、どのように行われているのでしょうか。
○議長（吉成伸一議員）

そうした中で答弁は、ほかの自治体の加齢性難

答弁を求めます。

聴者の支援の情報を収集していきたいというのと、

保健福祉部長。
○保健福祉部長（田代正行）

難聴者、認知症の危険因子の１つに挙げられてい
それでは、中途失聴

るという答弁でした。

者ということでございますが、中途失聴者と難聴

国の認知症対策の中でも、非常にこの難聴とい
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う部分に力を入れています。認知症抑制のために

自財源で助成していくのかというのが、多分議員

難聴者への対応、国もしっかりと例を挙げて進め

一番知りたいことなのかなと思うんですが、この

ています。

支援につきましては、星議員の質問の中でも一般

答弁の中に、ほかの自治体の加齢性難聴者の支

論として申し上げたところでございますが、新し

援の情報を収集しているという答えもありました。

いものを支援するという場合には、税金を使って

そうした中で、私のほうがちょっと調べてみたん

いる以上は、そのものが確かに効果があるのかど

ですが、障害者手帳を持たない難聴者への助成補

うかというのを、見きわめた上で踏み切らなくて

助をしている実施自治体は、全国で19市町があり

はならないということで、考えているところでご

ます。補聴器を現物支給している自治体は、すぐ

ざいます。

近くに足利、宇都宮市など６市と区があります。

これを補聴器に置きかえますと、１回目の答弁

加齢性難聴者の補聴器購入に関する公的補助制度

で申し上げましたように、国のほうで加齢性難聴

の創設を求める意見書が衆議院法務局、請願書を

の方が補聴器を使うことによって、認知症予防の

受け取るところだと思いますが、議事部請願課の

効果があるのかということは、今、検証中でござ

集約では兵庫県議会など４県、新座市など28市町

いますので、まだ、効果は明確でないということ

が市長から提出されています。さらに、本市の市

でございますので、私どものほうとしましては、

長も入っていると思います。全国市議会議長会の

この結果を見極めてから判断をしていきたいとい

ホームページでは、北海道旭川市など８市議会が

うことで、意見書のほうにつきましては、今のと

追加されています。全国の町の動きはつかんでい

ころ出す考えはございません。

ません。

○議長（吉成伸一議員）

そこで伺っていきます。

○１９番（髙久好一議員）

他自治体の全部ではありませんが、国への意見

答弁がありました。

ぜひ、前向きに検討して進めていっていただき

書、全国市議会議長会のホームページの掲載など、
どのように受けとめましたか。聞かせていただき

たいと思います。
国の政治を自治体からの提案で変えていった例

たいと思います。
○議長（吉成伸一議員）

19番、髙久好一議員。

はたくさんあると思います。部長が担当の児童ク
答弁を求めます。

ラブや子ども医療なども、国に先駆けて地方の議

保健福祉部長。
○保健福祉部長（田代正行）

会からの提案が、国の政治を変えていったという、
それでは、意見書の

こういう大きな仕事もあります。ぜひ、前向きに

所感ということでお答えをさせていただきます。

進めていっていただきたいと思います。

私どもも意見書出てきているところ、ホームペ

⑷に入ります。

ージで何カ所か見たところでございます。所感と

高価な補聴器の購入を補助する考えについて伺

いうことでありますが、他自治体のことですので、

いました。現在のところ考えていないという答え

余り突っ込んだことは言えないんですが、１つ言

でした。理由は現在、国が補聴器を用いた聴覚障

えることとしまして、私どものほうで支援をどう

害を補正する認知症の低下予防の効果を、検証す

するのかと。

るための研究を国が進めていると。この動向を踏

この加齢性難聴に対して、今後補聴器を市の独

まえて検討していきたいという、慎重なお答えで

－309－

ございました。そうした中で、さらに最後に伺っ

運転免許証を自主返納する高齢者がふえています。

ていきます。

本市が取り組んでいる運転免許証自主返納者支援

軽度・中度の難聴者は控除後に医療控除を受け

事業の状況はどのようになっていますか。

られるものの、その対象者はわずかです。約９割

⑵です。この事業の有効期間は１年となってい

は自己負担で購入していることから、特に低所得

ますが、今後、延長する考えはありますか。

者に対する配慮が求められています。市の考えを

⑶です。事故は怖いが生活を維持するため、車

聞かせてください。
○議長（吉成伸一議員）

を手放すことができない高齢ドライバーに、踏み
答弁を求めます。

間違い防止の設置の購入補助を行う考えがありま

保健福祉部長。

すか。

○保健福祉部長（田代正行）

市の考えということ

以上、３点について答弁を求めます。

でありますが、加齢性難聴につきましては、今、

○議長（吉成伸一議員）

市内に８カ所ほどある地域包括支援センターの支

答弁を求めます。

市長。

援員さんがやはり現場に伺って、やはり耳が遠い

○市長（渡辺美知太郎）

状態というのは今、把握しているところでござい

うことでございます。

高齢ドライバー対策とい

まして、地域ケア会議というところで実態につい

議員ご指摘のとおり、高齢ドライバーによる事

て議題になってきているということでございます

故が全国的に発生をしておりまして、今後も増加

ので、そのようなところから状況を把握して、今

することが見込まれることから、大きな課題であ

後の対応ということについては、検討していきた

ることを認識しております。

いと思っているところでございます。
○議長（吉成伸一議員）

ご質問に対しては順次お答えをしてまいります。

19番、髙久好一議員。

○１９番（髙久好一議員）

⑴の本市が取り組んでいる運転免許証自主返納

包括センターの地域ケ

者支援事業の状況についてお答えします。

ア会議というところで認知症に関する難聴の問題、

この事業は、平成29年７月から実施をしており

現在対応しているというところで、こうした会議

ます。共通乗車券の交付件数は平成29年度は84件、

の結果なども踏まえて、しっかりと中・軽度の難

平成30年度は98件、今年度は10月末現在で81件と

聴者への対応を進めていっていただきたいと思い

なっています。

ます。介護認知症予防のためにも、ぜひこの問題

次に、⑵のこの事業は有効期限が１年となって

は早急な対応を求めて、この項の質問を終わりた

いるが、今後延長する考えはあるかについてお答

いと思います。

えをいたします。

続いて、最後の高齢ドライバー対策についてで

この事業は高齢者の自動車運転事故を減らすた

す。

め、運転免許証の自主返納を促すことを目的とし

アクセルとブレーキの踏み間違いによる高齢ド

ていることから、有効期限の延長は考えておりま

ライバーの事故が社会問題化し、踏み間違い防止

せん。

装置を購入する費用を補助する自治体があります。
市の考えを求めます。

最後に、⑶の高齢者ドライバーに踏み間違い防
止装置の購入補助を行う考えはあるかについてお

⑴です。高齢ドライバーによる事故が相次ぎ、

答えをいたします。
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高齢者ドライバーの運転操作ミスなどによる交

は受けとめています。

通事故防止の方法の一つとして、先進事例などを

○議長（吉成伸一議員）

参考にしながら、今後研究をしてまいりたいと思

○１９番（髙久好一議員）

います。

全部を聞いているわけ

ではないと。アンケート形式ではないということ

以上、ご答弁申し上げました。
○議長（吉成伸一議員）

19番、髙久好一議員。

なんだと思いますが、一部とはいえありがたいと、

19番、髙久好一議員。

○１９番（髙久好一議員）

本音だと思います。皆さん大変苦労していますの

答弁がありましたので、

順次再質問をしていきます。

で、当然そういう答えになるのかなと思います。
さらに伺っていきます。全部は聞いていないと

まず最初に、本市の運転免許証自主返納状況を

いう中で聞いていきます。

どう捉えているかということについて伺いました。

自主返納した人から話を聞く機会がなかったら、

大変大きな課題と受けとめているという中で、29

ぜひそういう機会をつくって、アフターフォロー

年から始まったこの事業、徐々にふえているのか

の意味も含めて運転免許証返納が定着するよう支

なという受けとめをしました。

えてほしいと思っています。その支えるための対

栃木県の調査では、ことし上半期に前年度最高

策、何か考えているものがあったら聞かせてくだ

だった2018年同期と比べ、２割ふえたという県の

さい。

ほうの調査結果が報道されています。

○議長（吉成伸一議員）

そういう中で、私に届いているのは、免許証を

答弁を求めます。

生活環境部長。

返納して大変苦労をされている市民の声です。賢

○生活環境部長（鹿野伸二）

具体的に⑵のほうで

明な判断をしましたねと答えている一方で、本人

も、有効期限１年ということで、交通事故を減ら

からはあとは忍耐と我慢と。そういう声です。そ

すためにと、部署的には生活環境部からの補助と

の一方で早まったと。こんなに苦労するなら免許

いうことだもんですから、交通安全、こういった

を手放すんじゃなかったと後悔する人。電動自転

ところも担当しております生活環境部からの補助

車を買ったが、買い物や診療には不便で本当に困

ということで、交通事故を減らすためにと、その

っていると、こういう声です。

きっかけ。そういったことで先ほど不便になると。

そこで伺います。市は、自主免許返納した人や

実際そうだと思います。那須塩原市、こういった

その家族からは、どのような声が上がっているの

地方都市で生活するに当たっては、どうしても車

かを聞いていますか。聞かせてください。

が必要だ。そういった声も自主返納者からではあ

○議長（吉成伸一議員）

答弁を求めます。

りませんけれども、聞こえるのも事実だと思いま

生活環境部長。
○生活環境部長（鹿野伸二）

す。そうした中で、やはり全国的には大きな事故、
全ての方から感想と

こういったものもテレビ、新聞、こういったとこ

いいますか、結果について伺っているわけではご

ろで聞こえてくるというところがあれば、苦渋の

ざいませんですけれども、一部の方からですけれ

決断ということで、先ほど議員さんもおっしゃっ

ども、一部とはいえ民間のタクシーも含めた助成

ておりましたけれども、そういうところに行き着

券をいただけるということで、ありがたいという

くといいますか、交通安全を担当する部署として

意見が多く寄せられているということで、私ども

は、そのきっかけとして、こういった補助もある
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ので、ぜひ交通安全を重視してやってくれという

も、ゆーバスの増便、これについてはなかなか難

ことでお願いをしているというところで、今後、

しいところもあります。決まった台数で、決まっ

これ以上どうするかというところについては、こ

た運転手の数でというところもありますので、な

れも同じ部署で担当しておりますので、公共交通、

かなか難しいところはありますけれども、デマン

こういったものを、なかなかこれもどこに住んで

ド交通につきましては、先ほどの答弁と重複して

いる方も同じようにというサービスまでは行き届

しまう部分もありますけれども、来年の10月にさ

きませんけれども、そういったところを充実する。

らに第２段階の再編を考えているところですので、

工夫して使っていただく。そういったところでカ

全ての人が先ほどと繰り返しになりますが、イコ

バーしていただく、ご理解をいただくということ

ールでサービスが受けられるという状況にまでは

で考えているということで、昨年の10月から公共

いかないまでも、第２段階としてデマンド交通の

交通についても再編をいたしましたし、来年の10

さらなる進展というんですか、今よりもさらに使

月に向けても、さらに充実を考えて進めていると

いやすくなったもの、そういったものを考えてい

いうところだというところでございます。

るところです。

○議長（吉成伸一議員）

19番、髙久好一議員。

○１９番（髙久好一議員）

○議長（吉成伸一議員）

答弁をいただきました。

⑵のほうでということで、有効期限が期間が１

19番、髙久好一議員。

○１９番（髙久好一議員）

来年の再編に期待した

いと思います。

年となっているという部分にも踏み込んだ答弁を

本市の場合は、運転免許証を返納して車を運転

いただいたんだと思います。

しない生活環境を、どう構築していくかを準備す

自主返納した市民からは、不便で大変苦労して

るための期間として１年間を、支援する制度とし

いるという声が聞かれます。市民は公共交通の無

て位置づけたと、そういう説明を聞いています。

料期間が１年では短いと。大田原市が３年。日光

いろいろ考えた末、免許自主返納の決断が揺るが

市は一生涯だと。短すぎるよと。延長を考えてほ

ぬよう、しっかり支えてほしいと思います。

しいという声、あわせて公共交通のデマンド化を

３番に入っていきます。

さらに進め、市民サービスの向上を求めています。

事故は怖いが生活を維持するため、車を手放す

そこで伺っていきます。

ことができない高齢ドライバーに、踏み間違い防

市民の足の確保と声に応えてゆーバス、ゆータ

止装置の購入補助を行う考えを聞きました。考え

クの便数をふやすこと。デマンド化をさらに充実

ていないと。事故を減らすための対応、車を乗る

されていく計画があるのか、市の考えを聞かせて

機会を減らすとことも含めてなんだと思います。

ください。部長からは先に答弁が出た部分もあり

そういう中で、国は自動ブレーキの取りつけを

ますが、それも含めて聞かせていただきたいと思

2021年度の新型車から義務づける発表を、きのう

います。

27日に行いました。

○議長（吉成伸一議員）

答弁を求めます。

市は答弁を、中にこういう助成をどうするのか

生活環境部長。
○生活環境部長（鹿野伸二）

という思いもありましたが、東京など先進自治体
先ほど先走って、私

では、国の補助と自治体の補助の併用も検討して

のほうでも答えてしまった部分もありますけれど

いると報道されました。安倍政権らしく、国の補
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助の適用は、来月から購入した車からとしていま

具体的には高齢者学級へ行っての注意喚起であ

す。

るとか、あるいはなかなかこれといった特効薬と

県内では、先進自治体の事例を参考に制度を検

いいますか、そういったものは難しいのかとは思

討すると答弁した、小山市の９月議会の答弁があ

いながらですけれども、やはり一番は自分は大丈

ります。

夫だと思っている高齢者が割合として多いという

踏み間違い防止装置の値段は、メーカー、車種

ことですので、やはり高齢者は高齢者だという意

と性能によって違いますが、４万から10万円程度

識を持って、運転をしていただくような啓発とい

で後づけも可能です。再度伺います。生活を維持

うんですか。

するため、車を手放せない高齢ドライバーの安全

そういったものを工夫しながらやっていくこと

運転を支援する装置として、踏み間違い防止装置

で、まずはそういう事故を減らすということに取

の購入補助を求めるものです。答弁を求めます。

り組んで、あとは国の動向、先進地の事例を研究

○議長（吉成伸一議員）

答弁を求めます。

しながら導入するかどうかというのを考えていき

生活環境部長。
○生活環境部長（鹿野伸二）

たいと、このように考えているところでございま
先ほど議員さんもお

す。

っしゃっておられましたが、自動ブレーキシステ

○議長（吉成伸一議員）

ムの義務化。こういったものを国で早ければ21年

○１９番（髙久好一議員）

にも導入というような動きもございます。

19番、髙久好一議員。
まずは、予算のかから

ないところでというのと、交通安全という意味合

さらには、先進地の事例も参考にしていきたい

いから、高齢者に応じた啓発に力を入れていきた

ということで、最初に市長のほうから答弁もさせ

いという答弁だったと思います。

ていただいたところでございます。

那須塩原市、非常に広い地域に皆さんが住んで

ただ、先進地の事例を幾つか見ますと、車を購

います。そうした中で、生活の質を落とさないで、

入する際、新しくする際というような場面に補助

この地域で、住みなれたところでしっかりと生き

をするというものも、もちろんありますけれども、

ていくと。そのためにも、ぜひ免許を返納した人

その自動車会社というんですか、個人に補助をす

たちが、その決意が揺るがぬように、しっかり啓

るのではなくて、そういったシステムを使ってい

発のほう力を入れていただきたいと思います。

るところが多い。そういったものも、市としてど

今回はいじめの問題と高齢者対策を中心に、質

うなのかなというところも、少しクエスチョンマ

問をさせていただきました。そういう中で、余り

ークが飛んでいるところでもございます。

具体的な返答、いい返事はもらえなかったのです

あとは、前回質問をいただいたときにも同じ答

が、ただ、高齢者が安心して住み続けることがで

弁を差し上げましたが、その操作ミスの補助シス

きる那須塩原をつくっていくために、これからも

テムを使う、そこに補助する。そういったことを

努力を重ねていただきたいと思います。

する以前に、やはりさらなる啓発とか、費用がか

以上で私の一般質問を終わります。

からないでできる、何ていうんですか。そういう

○議長（吉成伸一議員）

啓発活動というのはまだまだあるのかなと感じて

以上で19番、髙久好一議

員の市政一般質問は終了いたしました。

いるところです。
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───────────── ◇ ─────────────

◎散会の宣告
○議長（吉成伸一議員）

以上で本日の議事日程は

全部終了いたしました。
本日はこれをもって散会いたします。
ご苦労さまでした。

散会

午後

４時０１分
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