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      発行：桑名市議会 会派：希望 第8８号-９２（201４年春）  
    住所：桑名市中央町 2-37  桑名市役所内 会派：希望 
    私・伊藤研司の発言〔会派：希望を代表しての発言〕の根底に 
   あるのは、自然の生態系を保護・育成することが地球環境を 
  守り、成長経済から成熟経済への移行、さらに若者の新たな雇 

 用を生み出すことにつながる、ことを念頭においての発言です。 

 

 

 《住み慣れた地域で、自分らしく暮らし、人生の最期を迎える事が出来る為に》 

＜伊藤研司：発言の主旨＞ 

《地域包括ケアシステムの基

本方針》→①地域で支え合うた

めに ②住み慣れた地域で快

適に暮らすために ③介護を

必要とせず元気で暮らすため

に ④認知症高齢者を地域で

支えるために ⑤生き生きと

活動するために ⑥介護が必要となっても安心して暮らすために 以上の基

本方針があります。 

 

 住み慣れた地域で暮らし続けて、人生の最期（エンディング）を迎えるこ

とが出来るようにするための施策として「地域包括ケアシステム推進条例」

が昨年の１２月議会で制定されました。 …（略）…。 

 

 しかし振り返ってみますと、元々住み慣れた地域（自宅）で人生の最後を

迎えることは、当たり前のことでした。 

 しかし、現代社会において、特に核家族での住まいが普通になり出した高

度経済成長の最後あたりから、痴呆・認知症老人介護を含め、老老介護が問

題となり、家族介護から社会全体で老人介護を支えるとのことで、１９９７

年（Ｈ９年）に介護保険法が制定され、介護保険の保険給付を円滑に実施す

    寝たきり地獄はもういやじゃ 

  村上廣夫&誠和園Ｓｔａｆｆ 筒井書房より 
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るために、全国の各自治体では「介護保険事業計画」が策定され、現在に至

っていると記憶しています。 

 それが今度はまた、「地域で支援するのだ」となったのです。 

        ▼朝日、中日新聞からの抜粋▼ 

 厚生労働省が旗を振る在宅重視の医療制度・介護制度改革は、医療費と介

護費の増大、２０２５年問題に手を打つ必要性から端を発しています。 

 ２０１３年時点で７５歳以上の国が言うところの「後期高齢者」数は１５

６０万人。 

 団塊の世代が７５歳に達する２０２５年には、約１.４倍の２１７９万人に

達する、と国の推計から出ています。 

 そして、一人当たりの医療費を見てみますと、６５歳未満の方々の医療費

は年間約１５万円、それに比べて７５歳以上の方々の医療費は約５倍以上の

８９万円となっています。 

 生涯医療費の約半分は、７０歳以上からです。 

 さらに、要介護認定率に関しては、７５歳未満までは約１４％弱ですが、

７５歳以上になると約１４％、８０歳~８４歳までは約２９％、８５歳~８

９歳までは約５０％、９０歳~９４歳までは約７１％、９５歳以上は約８４％

以上の要介護認定率となっています。 

 また、認知症高齢者（日常生活自立度Ⅱ以上）の人数推計に関しては、 
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２０１５年には約３４５万人、２０２５年には

４７０万人との厚労省の推計数字があります。 

 しかも、７５歳以上の一人暮らしの高齢者数

は、２０２５年には２９０万人、特に女性では

４人に一人が一人暮らしの状態です、との記事

もあります。  ̶以上̶ 

 国の将来見込み推計の甘さ？から、このまま

では介護保険事業が行き詰まってしまうのも眼に見えていることも事実です。

…（略）…。 

 しかし先にも言いましたが、介護保険事業もお金の問題で「アップアップ

…？！」の状態です。 

桑名市におきましても、《給付費の見込み》伸び率を６.６５％と仮定して↓ 

Ｈ２６年度→ ８７億円 ２７年度→ ９３億円  ２８年度→ ９９億円 

 ３０年度→１１３億円 ３１年度→１２０億円  ３２年度→１２８億円 

 ３３年度→１３７億円 ３４年度→１４６億円  ３５年度→１５５億円 

 ３７年度→１７７億円  

以上のように概算での推計が出ています。 

 しかし介護保険料の徴収金額は、市民・国民の方々から納得して頂ける金

額は、最高でも７千円前後までと言われています。 

「地域包括ケアシシステム」を成功させるには→①医療と介護の連携体制の

構築の必要性 ②地域で２４時間活動する「定期巡回・随時対応型訪問介護

看護」を創設し、「通所・訪問介護、宿泊」がセットになった小規模多機能型

居宅介護を連携させた「複合型サービス」の実施

の必要性が言われています。 

             ⇩ 

＜副市長・答弁の主旨＞ 

 ご指摘のとおり、介護保険制度の創設は、高齢
者の介護を社会全体で支えようとするものでした。 

 もっとも、介護保険制度の基本理念は、高齢者の自立支援にあります。 

すなわち、現行の介護保険法の規定でも、そのことが謳われています。 

 また、今後の超高齢社会を展望すると、近年のように、大半の人が病院等

で人生の最期を迎える、ということは、現実的に困難となります。 

 多くの市民の皆さんの希望を叶えるためにも、高齢で医療や介護を必要と
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する状態になっても、可能な限り、住み慣れた自宅等で暮らし続けられるよ

うにすることは、重要です。 従って、 

① 介護予防に資するサービスの提供 
② 在宅生活の限界点を高めるサービスの提供を実現することが求められます。 
 

もっとも近年、高齢者単身世帯や高齢者夫婦世帯が増加する中では、家族 

の世話に過度に依存した医療・介護サービスのあり方は、成り立ちません。 

 

 従って、伊藤研司議員のご指摘もありました通り、在宅介護と連携した在

宅医療を推進するとともに、施設と同様な機能を地域に展開する新しい介護

サービスとして位置付けられる 

① 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 
② 小規模多機能型居宅介護 
③ 複合型サービス、の普及を促進することが 
 必要です。 

 

あわせて、在宅での高齢者の生活を支援する

ためには、医療・介護専門職 

による医療・介護サービス等の他、地域住民による日常生活支援サービス等

も活用することが必要です。…（略）………。 

  具体的には、 

① 桑名市地域包括支援センターの「地域ケア会議」 
② 「桑名市日常生活圏ニーズ調査『いきいき・くわな』」等に基づき、地域課 
題を抽出した上で、「桑名市地域包括ケアシステム推進協議会」において、地

域課題の解決に資する地域資源の創出のための方策を協議してまいります。 

 
＜伊藤研司・再発言の主旨＞ 

 長年連れ合った夫婦が老いても「二人で生活したい」

とは多くの方々の願いでもあると思います。 

 例えば、１０３歳と９８歳の老夫婦。１０３歳の夫

は要介護３又は４、９８歳の妻は要支援の１又は２の

夫婦が同じ施設又は自宅での生活を望んだ場合は、 

可能なのか…？ 不可能なのか…？ 
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＜副市長・再答弁の主旨＞ 

「介護保険施設」として位置付けられた特別養護老人ホーム及び介護老人保

健施設や、「地域密着型サービス」のうち、複合型サービス等については、要

介護と認定された被保険者しか保険給付を受けることができないため、要介

護３及び要支援２と認定された夫婦が共同で利用することは、困難です。 

  

 これに対し、「特定施設」に該当する入居定員３０人以上の有料老人ホーム

等や、「地域密着型サービス」のうち、小規模多機能型居宅介護等については、

要支援と認定された被保険者も保険給付を受けることができるため、要介護

３及び要支援２と認定された夫婦が共同で利用することも、可能です。 

 

＜伊藤研司・再々発言の主旨＞ 

 ケアシステムの資料を見させて頂きますと、ボランテ

ィアの方々が非常に重要視されています。 

 しかし、私自身も障害者の方々を支援するＮＰＯ・施

設の現場にいて思うことは、ボランティアの方々だけで

果たして施設運営が成り立っていくのか…？！ スタッフとの連携が必要と

考えています。  

 ボランティアの方々の位置付けについてお願いします。 

             ⇩ 

＜副市長・再々答弁の主旨＞ 

 是非ご理解を頂きたいのは、医療・介護保険制

度に基づく医療・介護サービスや、介護予防サー

ビスのうち、機能訓練、栄養指導、口腔ケア等の

提供は、基本的には、医療・介護専門職に期待さ

れる役割です。 

 

 これに対し、ボランティアを始めとする地域住民に期待される役割は、基

本的には、「見守り・安否確認・買い物支援・外出支援・家事支援」等の日常

生活支援サービスや、介護予防サービスのうちでは、「体操・交流」等の提供

が、基本的にボランティアを始めとする地域住民の方々に期待される役割で

す。 

両者がしっかり連携して活動していく、ということが必要だと考えています。 
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    《３人の子育てには、就労環境の改善が必要と考える。》 
＜伊藤研司・発言の主旨＞ 
 市長は、議会でも「３人の子育てが出来
る桑名市」との発言をされています。 多
くの方々が願うことですが、叶わぬ理由が
あります。 
 子育てが出来る環境には幾つかの要素
があると思いますが、その内で最も、重要
となるのが、一口に言うなら「家族愛」と、
「お金・所得」即ち、額に汗して働けばそれなりの生活ができる経済的基盤
が必要です。 
 
 新聞報道では、【増える非正規、広がる格差】【景気回復でも正社員は「狭
き門」】「新規就職、過半数は非正規」との見出しで↓ 
 ２０１３年１０月～１２月、愛知県内のハローワークを通した就職者（新
規学卒者を除く）の内訳をみると、正社員約９千２百人に対し、非正規社員
は約１万人で５２％占めた。 
 三重県でも同時期の非正規比率は５６％だった。 
また、 
 総務相「就業構造基本調査」から作成として、２０１２年度の雇用者全体
における非正規数は３８％となっています。 ̶以上̶。 
 
 私が、桑名公共職業安定所の資料→「雇用保険主要指標」
「産業別新規求人の状況（パートを含む）」「職業紹介業務」
「有効求人倍率及び完全失業率」「求人倍率の推移」「求
人・求職の推移」「職業安定業務主要指標」の資料を見た
限りにおいては、 
１、新規求人倍率や有効求人倍率は確かに、昨年に比べると、ほんの若干上

向いている。 
２、「求人・求職バランスシート」からは「産業別」に大きな違いがある。 
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        《産業別》↓ 
 例えば、〔事務職〕→求職者数は８６８人 求人募集数は２１３人 
         求人倍率は０.２５ 
 逆に、〔サービス職〕→求職者数は２８３人 求人募集数は９０７人 
         求人倍率は３.２０ 
３、「求人・求職バランスシート」からは、「常用」と「常用的パート」の数 
  字が分かる。（全産業をまとめる） 
 〔常用（全年齢）〕→求職者数は２.０６６人  求人募集数は１.７６２人 
           求人倍率０.８５ 
 〔常用的パート〕→求職者数は１.０４９人  求人募集数は１.７７４人 
           求人倍率１.６９ 
 
 以上の資料や、折り込み広告、マスコミ報道からの内容を私なりに判断し
ますと 
 募集する側は非正規スタッフを求めているのに対し、求職者側は正規スタ
ッフを望んでいることが分かってきます。 
 さらに、福祉分野→老人介護事業においては、求職者数、求人数とも増加
傾向にあるようです。 
 
 しかし現実には、桑名市の就労環境も、非
正規スタッフの割合が、３５％を超えている
のでは？！と考えられるのです。 
 団塊の世代の陰に隠れて見えて来ていな
いだけです。 
 しかし、団塊の世代が後期高齢者になる 
２０２５年になると、一気にその格差が見えてきます。 
 
 非正規スタッフの賃金は、正規スタッフ賃金の約４４・５％前後と言われ
ています。正規スタッフの平均賃金は４００万円前後と言われていますので、
非正規スタッフの賃金は約１８０万円前後です。 
 国民年金を滞納している人の年収は、２００万円以下が半分近いのです。 
 この賃金では、３人の子どもを育て、「それなりの生活」を維持するのは困
難です。 
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 〔市長提案説明〕の中で→市長は「アベノミクス効果で経済が上向き」と
の発言をされました。 
 しかし、朝日新聞２０１４年３月４日には、桑名市の市民所得（雇用者報
酬＋財産所得＋企業所得）は、４.６００億円（５.２％の減）との記事があり
ます。 
 また、アベノミクス・株価の上昇で儲かっている人は、ごく一部 中小・
零細に務める多くの勤労者の実質賃金は下がっている。 現実は、非正規 パ
ート労働者 介護事業で働く労働者の増加で雇用率は若干上向き しかし、
給与所得は下がっている、との現実があります。 
３人の子育てには就労環境の改善が必要と考えます。 
 ３人の子育てができるまちに向けて、桑名市としての雇用対策、格差社会
是正に向けての取り組み…等についての答弁を願います。 
               ⇩ 
＜市長公室長・答弁の主旨＞ 
 結婚適齢期の未婚者の増加は、この世代の意識の問題だけではなく、研司
議員ご指摘の通り就労環境の問題として、非正規労働者の増加や雇用のミス
マッチなども要因の一つであると認識しています。…（略）…。 
 研司議員ご指摘のように非正規の雇用も多く、賃金の上昇も高い水準では
ないことから、今後の政府の更なる経済政策に期待を寄せています。 
 なお、現在の桑名市における就労支援についましては、ハローワーク等の
関係機関との情報の共有や若者サポートステーションを活用しまして、若者
に対する就労支援を行っている他、商工会議所や三川商工会とも連携をし可
能な限りの支援を行っています。 
 
＜伊藤研司・再発言の主旨＞ 
 名古屋駅前での暴走車（２月２４日）、復讐ポルノ「元交際相手の女性の半
裸画像をインターネットに投稿した事件」４６歳の男性（２月２５日）。秋葉
原の暴走車での無差別殺傷事件（２００８年６月３日）…多くの事件が、無
職の方が多いのです。 
 肩書きがない時の人生は、プレッシャーが大変なのです。無職で肩書きが
なく、未来への希望がなくなるとヤケッパチになる…、若者が希望を持てる
人生…額に汗して働けば、それなりの人生が歩むことが出来る就労環境・社
会に向けて真剣に取り組んで欲しい 
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     《雑木林・古代林や巨樹の保全と市民への周知》 
＜伊藤研司発言の主旨＞ 
生かされなかった関東大震災の教訓↓     
 関東大震災は１９２３年、死
者・行方不明合わせて１４万人、
６９万世帯に被害をもたらした大
震災であるが、当時の土木学会誌
に震災時の避難場所の状況を記し
た論文「火災と樹木並びに樹木と
の関係」が掲載されている。 
 そこには、陸軍本所被服廠（ひ
ふくしょう）跡→（現・横綱町公
園）や深川岩崎氏別宅→（現・清
澄庭園：きよすみていえん）など
で、地震後に起こった火災による
被害の統計がでている。 
 板塀で囲まれた四万平方メート
ルもの面積を持つ陸軍被服廠跡に
は４万人もの人が逃げ込んだ。 
 しかし各地から燃え上がった火が強風にあおられてあっという間に火風と
なってこの地を襲い、ものの３０分で３万８千人が命を落とし、わずか５％
の２千人しか生き延びることができなかった。 
 ところが、その被服廠跡からわずか南方２キロメートルに位置する岩崎死
別邸には２万人の人が逃げ込んだだが、死者はゼロであった。 
 小さな池があったからであろうか。いや、墨田川に逃げ込んだ人たちは殆
どが溺死されている。 
 生死の境を分けたのは、庭園の回りにわずか２～３メートルの幅であるが、
潜在自然植生の主木である常緑広葉樹のシイ、タブ、カシ林、そしてそれを
支える亜高木のモチノキ、シロダモ、アオキ、ヤツデ、ヒサカキなど垂直的
な多層群落がつくられていたからだ。 

多度：東海地方を代表するシイの巨樹からなる宇

賀神社の〔鎮守の森〕。柚井地区の方々が保全。 
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 このわずかな土地本来の樹木が火防木の機能を果たして多くの命を助けた
のである。   
↑以上は「日本一多くの木を植えた男」宮脇昭氏（植物生態学者）著 日本放送出版協会 より 
 桑名市でも、宇賀神社の古代林→この地方を広く覆っていた常緑広葉樹の
シイやカシを中心とする見事な自然林の巨樹が残されていて東海地方を代表
する貴重な群落です。 まさに「鎮守の森」であります。 
 さらに、・照源寺の夫婦マツ・太夫の大楠・七和のクロガネモチ等々、桑名
市の文化財になっています。 
 しかし、多くの巨木は地域住民やお寺の方々のお世話で管理されています
が、中には巨木の周囲の環境整備が進んでいない例もあります。 
 森林を保護、拡大することによって、
❶防災・減災対策 ❷子どもたちや大
人の情緒教育：自然や生き物を育む心
を養う ❸成長経済から成熟経済への
移行の道筋→雇用対策にもつながって
来るのです。 
          ⇩ 
＜都市整備部長・答弁の主旨＞ 
 桑名市には多度・宇賀神社のシイの森や、芳ヶ崎のクロガネモチ、照源寺
の夫婦マツ、長島城趾の大松と言った巨木があり、これらは歴史的または景
観的価値のあるシンボルとして、また、火災の延焼を防ぐという機能も兼ね
備えた貴重な自然資源であると認識しています。 
 桑名市の「緑の基本計画」では、自然林として残っている社寺林や、天然
記念物である多度のイヌナシ自生地とともに、これらの巨木についても、貴
重な歴史・風土環境資源として、保全に努めることとしています。 
 
＜伊藤研司・再発言の主旨＞ 
桑名市では、雑木林・巨樹の周辺整備が進んでいないといった例もあります。 
岐阜県中津川市では、千年スギと言われている「加子母：かしも大杉」（国の
天然記念物）を守るため、スギではなく公民館を移転した例もあります。 
 桑名市もそれくらいの気持ちで頑張って頂きたい。 

 本議会で、「多度・宇賀神社〔鎮守の森〕：

古代林」「太夫の大楠」。 「旧多度小学校」

「益世小学校」木造校舎の写真で説明する。 


