
○議長（三宅 耕三君）      次に、１番、近藤義憲議員。 

○１番（近藤 義憲君）   通告書に基づき、１番目の少子化対策について、ご質問しま

すが、本日、９月１１日は、ちょうどニューヨーク同時多発テロ事件の日であります。まだま

だ世界は落ちついておりませんし、日本の幸せを感じております。そして、少子化の中、

秋篠宮親王のお誕生で、ブームというか、少子化に対するニュースもたくさん報道され、タ

イミングがよかったかなと思っております。 

 それでは、１番目の質問をいたします。 

 日本における少子化の現状は、出生率の低下により、現在、１．３４人で、このまま現在

の率で進めば、２１００年には日本の人口は約半分の６，５００万人になります。その計算

でいくと、東員町の人口も１万２，０００人か、その前後になると思いますけど、１点目、町

の少子化の現状はどのようでしょうか、ということ。 

２点目は、町長の５つの公約、１番目の弱者の方々に対する福祉の充実を掲げて実行

されてまいりました。子育て支援の教室の開催、不妊治療、乳幼児医療費の助成、児童

扶養手当、育児応援費の支給、一時保育サービス、学童保育など、そしてこの１０月より

運営開始のファミリーサポートセンターを含めた事業で、近隣の市町よりも東員町に住ん

でよかった、また、特色、そして、町長の今まで行われたことを自慢していただくことをお伺

いいたします。そして、それに伴う今後の東員町の人口増に対する点、以上３点、よろしく

お願いいたします。 

○議長（三宅 耕三君）      佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   近藤議員の少子化対策についてのご質問にお答えを申し上げ

ます。 

まず、町の少子化の現状を申し上げますと、合計特殊出生率で、平成１６年度は１.１７

人でございまして、全国の１.２９人、三重県の１.３５人と比較しましても、相当低いものとな

っております。人口維持に必要といわれる２.０８人を下回っており、このままの推移でまい

りますと、人口は確実に減少していくものと予想をいたしております。 

このような中、少子化に対処するため、次世代育成支援対策の行動計画を定めまして、

各種の取り組みを行っているところでありまして、特に、子育て家庭への経済的負担の軽

減を図るため、児童手当のほか、町独自に、育児応援費の支給を４月から４歳未満の子

を養育される方に拡大をしておりますし、保育サービスの充実のため、保育園、幼稚園の

園舎を順次整備しているほか、乳幼児の医療費助成につきましても、小学校３年生まで



行っており、他市町村に先がけ、多くの子育てを支援するサービスの充実に努めておりま

す。 

また、平成１８年度から、子どもが欲しくてもできないご夫婦に対し、不妊治療費助成を

制定し、積極的にご支援をさせていただいております。 

今後も、次世代育成支援対策に積極的に取り組み、子どもを安心して産み、子育てし

やすい環境を整備することにより、少しでも人口増につながれば、と考えるところでござい

ますので、よろしくお願いを申し上げます。 

 以上です。 

○議長（三宅 耕三君）      近藤義憲議員。 

○１番（近藤 義憲君）   答弁漏れがあると私は思うんですけど、特に近隣、桑名市、い

なべ市より、東員町はここがいいということを、次期選挙に出られる可能性もありますので、

この際、約３年６カ月でこれだけのことをやったと、東員町がいいということを、一度お示し

いただきたいと思いますけど。 

○議長（三宅 耕三君）      佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   お答えをさせていただきます。 

 隣の市と比べて東員町が一番いいということなんですけど、全体的に一番いいと思って

おります。特に環境と申しますか、インフラと申しますか、下水道整備につきましても、全

町的に１００パーセントの整備が終わっておりますし、幼稚園・保育園の一元化等も、よそ

にできない状況でございますし、あとの大震災と申しますか、地震に対応した耐震の関係

も、公共の関係は、東員町の場合は１００パーセント終わっております。現在、個人の住宅

について、耐震補強等も推進をしてほしいということで、補助をつけて、いろいろさせてい

ただいております。どこを取っても、よそから見て劣っておるというところがございましたら、

ご指摘をいただきたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      近藤義憲議員。 

○１番（近藤 義憲君）   それでは少子化対策について、くどいようですけど、２～３日

前かな、ちょうどテレビを見ていまして、この質問に対することで、今後の施策のご参考に

なればと思いますので、一つご提言させていただきます。 



 栃木県の鹿沼市、人口１０万４，０００人で、東京から１００キロ圏内でございます。一般

会計、３８０億円、特別会計、２５０億円で、合計６３０億円で、ちょうど東員町の４倍の市で

ございますが、鹿沼市では、次の世代を担う子どもを安心して産み、育てることのできる

政治、環境を整備するため、「鹿沼市子育てにやさしいまちづくり条例」を平成１８年４月１

日に制定されました。この条例に基づき、出産・子育てに優しい町、多くの市民の家族や

子どもを大切にしたいという願いから、住んでみたい町、そして健康で心豊かな多くの人

が集い、そして元気な子どもたちの声がたくさん聞こえるまちとなって、みんなでつくる元

気な鹿沼を創造していこうと、市長をはじめ皆さんが頑張っております。 

いろいろこの条例には細かい条件もありますが、まず１つ目、企業内子育て環境アップ

事業がございます。これは企業とタイアップしてやっておられます。具体的には育児休業、

介護休業、勤務時間の短縮等の子育て環境アップに関する事項を新たに規定する際、経

費の一部を支援しています。企業が実施した場合、補助総額の２分の１、上限１０万円、

育児休業を取得した男性従業員がいる場合は、最大１０万円、事業所内託児施設、保育

士等雇用支援事業補助金等々いろいろであります。 

２つ目には、民間賃貸住宅にお住まいの新婚家庭に対して家賃の一部を補助するとい

うことです。月額１万円、夫婦いずれも４０歳未満であること。ただし２４カ月、５０戸限定で

ございます。 

次、夫婦が不妊治療を受けている場合、保険適用外医療費の一部を補助します。１５

万円を上限としています。保育料・幼稚園の保育料の見直し、安くしております。また、こ

こが大事なんですけど、第３子以降のお子さんに関しては無料でございます。 

民間賃貸住宅にお住まいの子育て世帯が住みかえをした場合には、家賃の一部を補

助しますということで、上限、月額１万５，０００円で１２カ月。 

第３子以降、子育て家庭支援給付事業では、第３子の家庭支援給付金、親ごさん側は

市民税が１０万円までの方は、その相当額を免除されております。また、１０万円以上払っ

ている方は１０万円が限度ということ。 

第３子の就学給付金、平成１８年度で２０万円、平成１９年度で４０万円として、平成２２

年には市から１００万円が出ております。第３子世帯住環境支援家賃補助事業では、上限

月額３万円で３６カ月、第３子世帯市営住宅優先入居制度、３０戸を限定しています。 

次に若年層定住者支援、住宅所得支援ですけど、家賃の補助事業で、事業内容は、

民間賃貸住宅に住み、子育て世帯、市内に３年以内住宅を建設し、また取得しようとした

場合、家賃の一部を補助します。上限２万円で３６カ月、２０戸でございます。 



次に永住希望者住宅支援補助事業では、永住を希望する市外居住者やＵターン希望

者、または本市に移住する中学生以下の子を３人以上扶養する世帯には、市が、住宅建

設を、または取得しようとする建築費、取得費の一部を補助しています。新築に対しては

５０万円、上限は１００万円でございます。中古は２５万円、上限５０万円で、ただし建てか

えは不適用と。 

そういうことで、今後福祉をやられるんでしたら、財政との絡みもあるし、ひとつご参考

にしていただきたいと思います。 

以上が一つの例ですけど、私のもう一つの対策のことに関しましては、先ほど特殊出生

率が１．７％だと。それもわかっておりますが、その対策に対しまして、子どもが産まれたと

き、産むための対策であって、結婚された方は一夫婦で２．３人ぐらいの子どもが産まれ

ております。特殊出生率の低下は、１８歳から４０歳までの間の未婚男女の増加と晩婚化

が問題だと思います。結婚された方は２．３人、統計上、先ほどの１．７人とダブりますけ

れども。結婚はあくまで本人の意思でありますけど、結婚に向けての意識啓発、結婚が男

女にとって魅力的なものとなるよう、晩婚化の中、不特定多数の方へのＰＲが、これから

の行政、あるいはマスコミの課題ではないかと思います。 

 それには出会いの場の創出、提供。意識調査の結果によりますと、結婚しない理由とし

て、適当な相手にめぐり会わないから、を挙げている人が過半数を占めております。要は

出会いがなければ始まりません。町内、近隣企業をはじめ、各職場の協力を得て、独身

男女の出会いの場所、日時等を行政や民間、東員町には幸い、勤労福祉会館という立派

な建物もあります。そして、結婚に対する経済的支援、結婚後の生活の不安解消などい

ろいろありますが、親身になって相談に乗ってくれる専門相談員の開設等が必要ではな

いかと思われますが、町長のご所見をお伺いいたします。 

○議長（三宅 耕三君）      佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   お答えをさせていただきます。 

 先ほど、鹿沼市というまちの状況をご報告いただきました。鹿沼市が、どんな市なのか、

存じておりません。また、どんな財政状況なのか、その辺も存じておりません。一度研究

はさせていただきます。東員町の場合、子育てに関する条例的なものは、今、報告のあっ

たものはございません。 

 先ほど、特殊出生率の関係申し上げました。東員町の場合は１．１７ということでござい

ます。聞くところによりますと、東京の場合は１．０以下でございます。東員町が、極端なこ

とを申し上げますと、非常に都市化している、東京に近い状態と違うかなと思っております。



なかなか子どもを産み育てるということは、いろいろの考え方の人もおみえでございます。

高学齢化というのが一つの原因ではないか、というようなこともいわれております。 

そんなことで、東員町には、現在、次世代育成支援対策の行動計画というのができて

おります。町民の皆さんに入っていただきまして、いろいろのことを計画で上げられており

ます。その行動計画を着実に実施をしていく。そのことをやれば、人口の減少傾向は、あ

る程度歯止めがかかるのかな、と思っております。そんなことで、これからも、この行動計

画をきちっと実施に移していく、そんなことを思っておりますので、ご理解をいただきたいと

思います。 

○議長（三宅 耕三君）      近藤義憲議員。 

○１番（近藤 義憲君）   どちらにしても、たくさん子どもを産んでいただくように、ひとつ

今後も進めていただきたいと思います。 

 それでは２問目の中部公園について、質問させていただきます。 

 先ほど、南部議員の方からもご質問がありましたので、ダブる点もあるかと思いますが、

ひとつご了承願いたいと思います。 

 １つ目、公園がオープンされて、間もなく２年間になろうとしております。パークゴルフ場

の利用状況と利用料、本年、開設されましたバーベキューの利用状況をお尋ねします。 

 また、過日、議員と語る会において、公園建設には反対したけれど、完成した以上、利

用しやすく、また町のシンボルとして改善・改良を望む声がたくさんあります。公園利用者

から、弁当や菓子、その他のお土産も含めて販売する売店等の設置などが要望されてお

ります。当局は今後どのような計画をされているのか。 

 それと、などというところで一つ、つけ加えてさせていただいて、通告書には載っておりま

せんが、公園を含めての問題でございますので、お聞きしたいと思いますけど、行楽シー

ズンに入り、公園の駐車場の問題は、利用される住民、管理人からも、事故、地区からの

苦情など、一番悩んでみえました。今後、コスモス祭り、農業商工祭、このことから、役場

周辺を含めた駐車場について、早急に何らかの形で答えを出していただくことが必要だと

思いますが、その辺のご所見をお伺いいたします。 

○議長（三宅 耕三君）      佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   中部公園について、お答えをいたします。 



 まずパークゴルフ場とバーベキューコーナーの利用状況につきましては、パークゴルフ

場には、平成１６年１１月の開園から本年の８月末までに、２万８，１１５人の方々が利用

をされてみえます。また、バーベキューコーナーには、本年４月の開園から８月末までに、

８４４人の方々にご利用をいただいております。 

 次に、公園内に売店等を設置する考えにつきましては、先の南部議員にご答弁させて

いただきましたとおり、管理棟の一部を売店等に利用するには、それぞれ利用形態が異

なり、利用スペース等に制約がかかることから、管理棟以外の場所でご要望におこたえで

きないか、現在、種々検討を行っておりますので、ご理解を賜りますよう、よろしくお願いを

申し上げます。 

 そのほかに駐車場の問題をご質問いただきました。駐車場につきましては、計画段階か

ら、いろいろ種々検討していただきまして、現在の状況になっております。基本的には、陸

上競技場の駐車場を利用するとか、できることなら、近いところは歩いて来ていただく。自

分の健康上、というようなことから、いろいろ当時検討はなされたものでございます。ただ、

やはり社会情勢は、車なしにはなかなかいかないということで、将来の問題として認識さ

せていただいておりますので、どんな方法がよいか、研究をさせていただきます。 

 また、売店等の関係でございますけども、非常に大型遊具に近隣の市町から子どもたち

が来ていただいて、ご利用をいただいております。その中で、いろいろお話は聞いており

ます。東員町の公園はお金がかからないで非常によい、というようなお話もあるのは事実

でございます。そんなことで、どんな形がいいのか。何でもあればいい、ということではな

いということも、考えてみえる方もみえるということを、ご理解をいただきたいと思います。 

 しかしながら現在では、缶コーヒーぐらいの販売もしておりませんので、地域の皆さんの、

町内の皆さんの、団体の皆さんの、ある程度のことはしなくてはならないという認識をして

おりますので、種々検討させていただきますので、ご理解をいただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）      近藤義憲議員。 

○１番（近藤 義憲君）   ２番目の質問で、パークゴルフ場の利用料金、民間でいう売り

上げ、その辺、報告漏れになっておりましたので、お答えいただければ、その後また議論

したいと思います。売り上げがどのぐらいあったのか、教えていただきたい。 

○議長（三宅 耕三君）      佐藤均町長。 



○町長（佐藤 均君）   担当の方から答弁させていただきます。 

○議長（三宅 耕三君）      太田利孝建設部長。 

○建設部長（太田 利孝君）   お答えをさせていただきます。 

 パークゴルフの利用料、ゴルフクラブの使用料につきましては、開園から２２カ月たつわ

けでございまして、それの合計が１，２５５万６，７００円でございます。 

 以上です。 

○議長（三宅 耕三君）      近藤義憲議員。 

○１番（近藤 義憲君）   これはこれで売り上げですけど、私のお聞きしたいのは、毎月

どのぐらい伸びてきているかと。開園以来か１年以来か、全部足した答えか、例えば１年

間でこれだけ伸びてきたと。その伸び率にあわせ、何を考えているかというと、歳入の伸

びに関して、そこでどのぐらい集客して、町の増収となるか、ということを言っているわけな

んです。質問の仕方が悪いかわかりませんけど、これだけ来たからこれだけやったら、貯

金箱の中身を数えたらこれだけや、というのではなく、経過説明をお聞きしたいと思いま

す。 

○議長（三宅 耕三君）      太田利孝建設部長。 

○建設部長（太田 利孝君）   利用の状況でございます。パークゴルフで前年同期と比

較いたしますと、平成１７年１月から８月までは９，５２０人、今年、平成１８年１月から平成

１８年８月は１万９２人でございまして、差が５７２人で、昨年より６％増えております。 

 以上です。 

○議長（三宅 耕三君）      近藤義憲議員。 

○１番（近藤 義憲君）   対比したいので、前は６カ月で後ろは１年、逆に言えば１カ月

このぐらいずつ伸びています、ということをお聞きしたいんです。平均このぐらい来てます

けど、ということなんですわ。私のお聞きしたいことは。 

○議長（三宅 耕三君）      太田利孝建設部長。もう少し大きな声で答えてあげていただ

けますか。 

○建設部長（太田 利孝君）   わかりました。 



 先ほどご答弁させていただきました、平成１７年１月から平成１７年８月まで、９，５２０人、

今年平成１８年１月から平成１８年８月まで１万９２人で、差が５７２人で６％増えておりま

す。 

 以上です。 

○議長（三宅 耕三君）      近藤義憲議員。 

○１番（近藤 義憲君）   ６％伸びているということは、単純計算でいけば、１万人みえ

たで５００円として、５００万円ですか。そういう計算で、６％が去年より伸びているというこ

とで、今後も６％の伸びではないにしろ、１，２５５万円という売り上げは、東員町にとって

は大きい税収の一つだと思います。ただし、公園の管理費に莫大な金もかかってますけ

ど、今後、パークゴルフ場は、利用者からの希望で、１点目は公認を取ってほしい。２点目

は冠のついた大会をしてほしい。東員町長杯コンペとか、東員町商工会、東員町文化協

会、東員町体育協会とか、逆にスポンサーのつく行事をやって、誰でもスポーツをやって

いる方はわかると思うんですけど、ただ遊んでいるんやないけど、何か一つの目標があっ

て、私は第１回東員町パークゴルフ大会の町長杯をいただいたという、その名誉のために、

何か人間、賞のあるものが欲しい、あるいは来年頑張るというふうなことで、集客力を上

げる。 

それから売店をつくって、余り大したことはないと思いますけど、用具も欲しい、くつも欲

しい、このデザインのパーカーが欲しいとか、利用者の弁もありますので、ひとつその辺も

要望しておきます。 

そういう意味で、パークゴルフ場だけでも、利用者側からの申し込みが、どうもややこし

いというような話も聞いております。民間委託で管理して、売り上げを５割ぐらいの目標を

かけたい。今のでも結構なんですけど、大会のため、東の調整池のところへあと９ホール

増やしてほしい。所期は２７ホールの予定だったけど、今なんで１８ホールになっているの

や。公園の広場を広げたり、あと７ホール、調整池の方へ増やしたら、スポーツする人口

が増えるのではないかと。そういうふうに考えておりますので、ひとつその辺も、民間で、

芝の管理からゴルフ場管理だけをやらせていただいて、目標設定して、町から例えば１万

人だったら、あそこでこれだけ委託していただいて、これだけ町へ払うといった方が、ゲー

ムをされている方も、申し込み方法、いろんなことで利用しやすいのではないかと思いま

す。 

話は飛びますけど、先ほど町長も言われた遊具場ですね。あちこちからバスでみえたり、

また、今年の夏休みは暑かったんですけど、保護者の方から、日よけテントとか、小さな



東屋を建ててほしいと。子どもはいいんですけど、日傘をして座るベンチ、簡単なもので結

構ですと。動かない。いいものだと壊されるから、縁台の大きいものか板の厚いベンチを

一つ置いてほしいという要望も出ております。それと小中学生の遊ぶところがないから、

簡単なアスレチックで結構ですけど、場所があったら、兄ちゃんと一緒に来たら、兄ちゃん

はアスレチックしとるぞ、というような場所も、できたら公園の改良につけ加えてほしいと思

います。 

それから一番困ってみえる問題ですが、これも言っておきます。犬のふん。散歩に来る

人の常識でございます。ふんの問題、汚い話ですけど、特に犬の小便の問題で、広場の

芝生の上は小便の処理ができませんので、公園内へ犬が入ることがいいか悪いか、一度

皆さんで検討していただいて、幼児の健康を思うとき、そんなもんええ、というのではなし

に、病気を受けとらんでいい、やなしに、犬は犬の散歩道を確保するとか、ひとつその辺

も気配りをやっていただきたいと思います。 

以上、細かい点でございますけど、よろしくお願いいたします。 

○議長（三宅 耕三君）      佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   お答えさせていただきます。 

 いろいろのご質問をいただきました。通告にはいただいておりませんね。いろいろお聞き

させていただきましたので、今後検討させていただきます。 

 ただ１点だけ、アスレチックになるのか、健康のための器具というんですか、過去にいろ

いろご質問いただいております。中部公園に健康器具を設置したらどうか、というふうなこ

とでいただいております。実は民間の企業から、何に使っていただいてもいい、というよう

なご寄附をいただいております。そんなことで、そのお金を利用して、中部公園の中に健

康器具を設置させていただく予定でございますので、よろしくお願いをしたいと思います。 

 あと、バーベキューコーナーは、特に日よけがないということで、これもご指摘をいただ

いております。いろいろなこと、今後検討させていただきますので、どうぞよろしくお願いを

したいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      近藤義憲議員。 

○１番（近藤 義憲君）   最後になりましたけど、売店の問題、早急に設計図、調査、１

２月の議会に上程していただいて、４月着工ぐらいをお願いいたしまして、私の質問を終

わります。 


