
【記事へのご意見】        
～鳥獣被害対策～ 

 前回の一般質問に対して、

「近隣市町村では大津町より

も駆除への報奨制度が整っ

ているため、ぜひ研究しては

どうか」等のご助言を頂きま

したので、その観点から少し

取組みをご紹介します。 

 私は一般質問に先立ち、必

ず調査や担当課との話し合

いを行っています。 その際

に報奨や活動支援の面から

は、「国へ申請すれば１頭当た

り８千円が国費で支払われる

制度があるにも関わらず、町

財源を用い、かつ５千円しか

補助していないこと」等への

改善も要望しています。 

 結果、①「国の制度を利用

するために、これまでは職員

の現地確認が必須であり、人

員的に難しかったこと」、②

「国の現地確認要件が緩和さ

れるため、財源の国費への切

り替え、および報奨額の引き

上げを実施すること」などが

事前に確認できました。 よっ

て、時には猛暑の中など厳し

い環境下で、駆除に努める鳥

獣被害対策実施隊や住民の

方々への支援としては依然

不十分かもしれませんが、一

般質問の議題としては取り上

げておりません。 

 私が「新風！」を発行して

いる理由は、町の状況や私の

活動を報告するだけではな

く、内容へのご質問やご意

見、ご助言を頂き、共により良

い改善策を描くためであり、

今回のような声は大変有難

いものです。 紙面が限られ

ており、取組や活動のほんの

一部しか発信できておらず恐

縮ですが、私も更に充実した

紙面構成に努めます。 

 当該報告誌以外にも、ブロ

グ版「新風！」や「出張座談

会」、電話等での情報発信・意

見交換も行っておりますの

で、今後もお気軽に皆様の声

をお寄せ頂ければ幸いです。 

４ 

Ckeck 教育・子育て関連の取組み 

 教育には、保護者の思い、教職員の思い、

校長の思い、行政の思い、そして児童の思い

など、様々な思いや考え方がありますが、

何よりも児童・生徒の健全な発達に寄与でき

るように、現場と行政の連携は不可欠です。 

 制度の枠組みを作るのは行政ですが、制度に命を吹き込むのは現場であ

り、それらは両輪で機能しなければなりません。 

 議員は政策を創っていくことはもちろん、現場でも積極的に活動して内情

を知り、教員、保護者、行政、地域などの、より良い関係性と連携体制構築の

ための、”潤滑油”となることも必要であると考えています。  

◆学習支援ボランティア（大津小学校） 

◆読み聞かせボランティア（大津小学校、大津中学校、護川小学校） 

◆大津町連携学習会 

➸町内の教員の方が主催する勉強会です。１～２カ月に１回程の頻度で、福祉施設職

員、発達障害当事者、研究者、保護者等の様々な層の方々と学校教育の課題やある

べき姿について意見交換をしています。 

◆防災講話 (大津小学校”総合防災訓練”内で防災士として実施） 

◆子育て講演会 『我が子をメシの食える大人にする』（大津町文化ホール） 

➸教育委員会後援のもと、主催の東熊本青年会議所メンバーとして参画 

Ckeck 政策提案力向上の必要性（福祉編） 

 今回の一般質問に先立ち、書籍やヒアリング等を通しての調査・研究はもち

ろん、１０/１９(月)から４泊５日で滋賀県大津市にある全国市町村国際文化研修

所主催の『社会保障・社会福祉研修』に参加しました。 約４年前に議員を志すに

当たっては、１年以上の準備期間を設けて、仕事の傍らに書籍や政治塾等で一

通り学んできましたが、福祉は取り巻く環境も、その変化に対応するための制

度も、最も目まぐるしく動いている分野です。 

 宿泊研修においては、座学に加えて、全国から集った約３０名の地方議員と

活発な意見交換を行いましたが、どの自治体も厳しい現状のようです。 その

中で最も大きく、かつ根源的課題が、『多くの自治体において、首長や担当部

長を含めて地域福祉の制度的全容を理解し、目指すべき姿への具体的な道筋

を描けている人材がいない』ということです。 

 日々、多様な実務を担う職員と比較

すれば、議員は制度を学び、政策を創る

ための潤沢な時間があります。 単に

『あれが足りない』、『これも必要』という

指摘ではなく、政策として『具体的にど

ういう仕組みを構築するのか』を考え、

実現に向けて動くのが我々の役目です。 

議会以外でも、こんな活動もおこなっています 

～ 金田英樹（かなだひでき）のプロフィール ～ 
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金田ひでき 

大津町議会議員 

◆1982年11月  熊本県大津町生まれ 

◆2007年3月  慶應義塾大学経済学部 卒業 

◆2007年4月   第一生命 入社 （本社事務企画部 / 海外業

務トレーニー（英国scottish widows社派遣） / 
本社国際業務部 / 岡崎支社課長 を務める） 

町 政 報 告

◆2012年9月  第一生命 退社 

◆2013年2月  大津町議会議員に初当選 （文教厚

生常任委員会委員 / 議会広報編集特
別委員会委員 /議会活性化特別委員会
副委員長） 

 年が明け、議員任期４年間最後の１年を迎えようとして

います。 限られた期間で町の発展に最大限貢献できる

ように常に一期一年の思いで臨んでいますが、最後まで

積み残しのないように全力で臨みます。 

 さて、年賀状の時期ですが、政治家が選挙区内に出す

ことは、自筆で返信する場合を除いて公職選挙法に違反

するため、恐縮ながら本年も控えさせていただきます。   

 地域の行事も多くなりますが、同じく右図の行為も全

て禁止されています。 政治家が安易に金品に基づく関

係を培うのではなく、政策や活動、実績を創り発信し、本

質的な判断材料に基づく政治選択を促すことでこそ、よ

り良い政治に基づく、一層住みよい地域づくりが実現で

きると考えています。 

かなだ 

 ２０１６年スタート！ 今号の特集 『地域福祉政策』 

 県庁主催『むらづくり人材育成塾』および尚絅大学で講義をしました 

 １１月２０日と１２月１６日に、大津町のまちづくりについてお話する機

会を頂きました。  

 まちづくりは、”自分の地域の現状だけを把握し、また中の資源だけ

を活用していても有効な取組みを継続的に実施していくのは難しい

のが現実”だと考えています。 

 私は町外の活動・取組みも多数行っていますが、そこで得た経験や

知識、人脈が大津町の地域づくりにおいてもしっかりと役立っていま

す。  今後も幅広く活動を行い、『”我が町”だけに囚われない視点』

と『取組みを通して得られる多様な経験・知識・人脈』を大津町で生か

していきます。   

ご報告 

2016.1 

1 

総務省ホームページより 

～ 尚絅大学『熊本学』での講義 ～ 

 



 国は、団塊の世代が７５歳以上となる

２０２５年までを目途に、重度な要介護状

態となっても、入院や福祉施設への入

所ではなく、自宅などの住み慣れた地

域で自分らしい暮らしを続けることが

できるよう、住まい・医療・介護・予防・生

活支援が地域で一体的に提供される

『地域包括ケアシステム』の構築を推進

しています。 

地 域 福 祉 の 未 来 像 

認知症の現状 ～大津町においても急増中～ 

出典：第２回社会保障制度改革国民会議資料 

【コラム】 死を待つ人の家 

 会社員時代にマザー・テレサ

が設立したインドの『死を待つ

人の家』でボランティアをしま

した。 

 ここは『重病を抱え、身寄り

も無く死を待つ人々を受け入

れて愛を与える』施設であり、

自分が担当する方がその日に

亡くなることも珍しくありませ

ん。 最後の時に私がどれほど

の愛を与えることができたか

は分かりませんが、当時の私を

満たしたのは“無力感“です。 

 目前の課題に対して現場で

支える人は不可欠ですが、人

生の最後だけではなく日々の

生活において、安心して充実し

た暮らしのできる社会が理想

だと思います。 そして、その

“仕組み”を創るには『政治』が

必要です。 

 日本も課題の山積する厳し

い時代にあります。 だからこ

そ、我々の生活を守り、より良

い社会を実現するために、単

に“今まで通り“ではなく、改善

に向けた具体的な『政策』を構

築できる政治家が必要です。 

 この経験と理念が私の政治

家としての原点の一つであり、

それを為すために日々研鑽し

ています。 

  

 この体制は、市町村や都道府県が地域の特性に応じて作り上げていくこ

ととされていますが、行政や、医療機関、福祉施設などに加えて、自治会や

地域のボランティア等との連携も不可欠であり、困難を極めることが予測さ

れます。 また、高齢化が進展するなか、福祉の課題は現在進行形で拡大し

ているため、町が中心となって早期に全体としての“あるべき姿”を描きな

がら着実に取り組んでいく必要があります。  

 今回はそうした考えから、地域福祉全般に関して、『行政が主導して地域

のあるべき姿を描き、一つひとつ構築していくこと』、そのために、『地域の

課題を徹底的に洗い出すこと』を軸に、以下のテーマで質疑・提案しました。 

 
確認項目 

急増が予測される認知症患者関連取組みの状況および計画 

健康維持・介護予防運動プログラムの効果検証および所管間連携 

支援・介護度の改善実績および向上に向けた取組み 

在宅臨界点の引き上げに向けた医療・看護体制面での取組み 

平成２７年度から実施している地域ケア会議の状況 

平成２８年度に予定する総合事業への移行に向けての状況と課題 
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 ６５歳以上の高齢者のうち、認知症の発症者は２０１２年時点で４６２万人、

前段階である軽度認知障害（ＭＣＩ）も約４００万人と推計されています。 更

に高齢化の進行により、２０２５年には認知症患者は７００万人まで増加して６

５歳以上の５人に１人、 ＭＣＩ患者数を加えると約１千３００万人となり、６５歳以

上の３人に１人が認知症患者とその予備軍になるとの予測もあります。 

 大津町においても既に認知症患者数は増加していますが、２０２５年の町

内高齢者人口は８,１００人（約１,３００人増）になると見込まれ、この場合、認知

症患者は１,６２０人、MCI患者を加えると２,７００人になると推計されます。 

 したがって、速やかに患者と家族を支えるための①早期発見と適切なケ

ア体制構築、②地域住民の理解や見守り体制構築、③公的・私的な福祉施

設体制構築を計画的・体系的に進めていく必要があると考えています。 
２ 3 

市民活動支援の意義 

 少子高齢化や国の借金増

もあり、住民の地域活動への

参画が不可欠な状況です。 

 既に多数の住民の方々が

様々な形で自らのお金と時間

を使い、地域活動に取り組ん

でおられます。 

 今後、安心して活動を継続

していただき、さらに参加者

の裾野を広げていくためにも

行政の制度的支援は不可欠

であり、それが結果として行

政の事務負荷や財政負担以

上の付加価値を地域に生み

出すと考えています。 

文 化 ホ ー ル 運 営 の 改 善 

課題を共有して共に考える場の早期構築が必要 具体策 

 地域福祉は、地域内の様々な主体が連携すること

で初めて課題の解消に向けた具体的な道筋が描け

ると考えています。 

 多種多様な課題に対して、行政、社会福祉協議会、

医療機関、福祉施設、あるいはボランティア団体や各

地域の方々も、個別には今後の“超”高齢社会を乗り

切ることのできる『あるべき姿像』を描けていないよ

うに思います。 更に言えば、そもそもこの課題は各

主体が個別に取組んで解決できるレベルのものでは

ありません。 

 だからこそ、現場レベルで着実に課題を解消しつ

つ、行政や医療・福祉機関、ボランティアや地域住民

が課題や情報を共有し、それぞれの持つ資源や情

報、専門性を生かしながら、連携して地域の未来を描

き、制度・政策として形にしていく必要があります。 

 文化ホールの運営について、住民負担軽減・サービス向上、および町財政負担

軽減の観点から、以下の項目における見直しを提案しました。 

後援会討議資料 

１ 照明器具使用料の定額化および実態に合わせ記載の見直し 

２ オペレーター配置基準の明確化および一部内製化等による費用の抑制  

３ 
利用団体の町内外の別による利用料金および予約ルールの差別化 

（主な納税者である町民の優遇）  

４ 公益性のある取組み・団体等への利用料減免および同基準の設定・公開  

 結果として、町からは次の答弁がありました。 

①照明器具使用料の記載は住民が分かりやすい形に見直す 

②オペレーター配置は利用者になるべく負担がかからないような方式を検討

し、調整しながら進めていく 

③納税者である町民優遇の必要性も認識しており、町外利用が激減しない程度

の料金改定を検討していく 

④町に貢献されている団体には大変感謝している。 また、団体の多くも資金

が少なく、利用面でも苦慮されているのではないかと認識している。 公益

性の判断には苦慮するところだが、平成２９年４月の消費税改正時に使用料

の改定も必要となるため、減免規程の見直しも併せて考えていく  

提案項目 

参考：兵庫・朝来市発 地域ケア会議サクセスガイド（メディカ出版） 


