
１２番、奈良あや子議員。 

○１２番（奈良 あや子君）   おはようございます。 

 私は、通告をいたしました４点の質問をいたします。 

 １点目は、健康づくりについてであります。 

本町の健康づくり計画が今年の１月に策定され、町民参画、町民のための計画として、

先日、「健康づくりシンポジウム」が開催をされました。健康づくり計画の事業実施計画に

よりますと、平成１８年度から平成２２年度までの５年計画で、生活習慣病を改善し、健康

な心と体で、だれもが健康と生きがいをはぐくむことができる、さまざまな活動が展開され

るまちを目指すとしています。 

厚生労働省は、健康フロンティア戦略の働き盛りの健康安心プランで、生活習慣病対

策などの推進として、メタボリック・シンドローム、いわゆる内臓脂肪症候群に着目した検

診、保健指導の重点化を、今年度の新規事業として挙げています。 

そこで、まず平成１８年度の健康づくり事業の実施内容についての説明を求めます。 

また、同じく厚生労働省の新規事業として、若年期からの肥満予防対策の推進が挙げ

られています。これは地域と学校が連携し、推進する事業で、家族参加型で、健全な食生

活や運動習慣などの指導をするものです。 

そこで、本町の幼児と小中学校の児童生徒の肥満の現状と今後の対策を伺いたいと

存じます。 

健康づくりは重要な施策の一つであります。しかし、基本は自己管理であります。その

ためには、町民の皆様にどれだけの情報提供や、意識啓発ができるか、そして、いつでも、

身近で手軽に運動ができる環境が整っているかが重要です。 

そこで、身近な公園に健康遊具の設置を提案したいと思います。 

私は先日、テレビで放映しておりました愛知県の東浦町を訪問いたしました。公園に木

製の遊具を設置し、高齢者の閉じこもりや介護予防、そして異世代交流の場として活用す

るというものです。特別な指導者はいなくても、楽しみながら体を動かし、ウォーキングな

どと組み合わせて健康増進を図り、知らず知らずのうちに運動習慣を身につけるという効

果も期待できます。東浦町で設置した遊具は、国立長寿医療センターの監修、指導のもと

で開発されたというものです。 



本町も、いわゆる団塊の世代が定年を迎える２００７年問題が、今後の大きなキーポイ

ントになってきます。現在でも、定年を迎えたご夫婦や小グループでウォーキングをしてい

る方々をよく見かけます。犬の散歩をしている方も大変多くなりました。このような方々が、

元気で、いきいきとした生活を送っていただくためにも、運動習慣は重要であります。 

中部公園には、若干、健康遊具が設置されておりますが、もう少し充実した遊具を、笹

尾中央公園や山田溜公園、万助溜公園などにも設置し、身近なところで、いつでも自由に

体を動かすことができる環境を整えることが重要だと考えますが、町長のご所見を伺いた

いと思います。 

１問目は以上です。 

○議長（三宅 耕三君）      太田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（太田 進君）   奈良議員の１点目の健康づくりの実施内容について

のご質問に、お答え申し上げます。 

平成１７年度は住民の皆さんが健康で長生きを目指すために、東員町の健康づくり計

画の策定に取り組んでまいりました。 

平成１８年度からの新たな取り組みですが、生活習慣病の予防対策として、基本健康

診査の結果で、糖尿病予備軍と思われる方を対象に、食生活改善と適度な運動を取り入

れたプログラムの健康教育を行う予定です。 

また、お一人お一人に合った筋力アップ体操の普及や、退職後、地域でご活躍いただ

けるような生きがいをテーマとした事業も開催する予定であります。 

さらに専門機関と連携して、心の相談にも対応していきたいと考えています。 

いずれにいたしましても、健康づくりは、町民の皆さんお一人お一人が関心をもって取

り組んでいただくことが一番であります。皆さんが健康な体と、健康な心が保てるように事

業に取り組んでまいりたいと考えておりますので、よろしくご理解を賜りますよう、お願い

申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）      石垣教育長。 



○教育長（石垣 征生君）   続きまして、本町の幼児と小中学生の肥満の現状と今後

の対策についてのご質問に、お答えをいたします。 

 ご質問の肥満の傾向にある児童生徒は、幼児で６名、小学生で５１名、中学生で３０名

でございます。その割合は、幼児が０．７％、小学生が３．７％、中学生が３．９％でござい

まして、全国平均は若干上回りますけれども、県平均を大きく下回っておる現状でござい

ます。 

 なお、該当する児童、生徒保護者に対しましては、学校、園から、食事、運動など生活

全般の指導をいたしておりますが、本年度からは、基本的な生活習慣の確立を、すべて

の学校、園で取り組みを進めておりまして、今後、この取り組みをさらに推進してまいりた

いと考えております。 

 よろしくご理解賜りますよう、お願い申し上げます。 

○議長（三宅 耕三君）      佐藤町長。 

○町長（佐藤 均君）   おはようございます。 

次に、公園に運動遊具の設置につきましては、議員が述べられましたように、いつまで

も健康で元気に生活できるようにと、だれもが願っております。その健康を保持するため

には、日々の自己管理が重要で、そのために、だれもが手軽に遊び感覚で運動が楽しめ

ることができれば、心と身体の健康増進が図れるものと私も思っております｡ 

そんな身近な場所として公園が適当で、多くの方がウォーキング等、それぞれ思い思

いの方法で、楽しく運動を続けられております。 

既に、中部公園には「健康の小径」のエリアを設け、バランスよく運動ができるように、

腹筋、足つぼ押し等の健康器具をレイアウトし、入園者に利用をされております。 

そこで、まずは中部公園の既存施設の充実を図り、利用者が自分のレベルに合わせた

適度な運動ができるよう整備してまいりたい。また、何度でも公園に足を運んでいただけ

るような公園づくりを目指したいと考えております。そして、その後、笹尾中央公園等それ

ぞれの公園に合った施設整備の検討を行ってまいります。 

ご理解のほど、よろしくお願いを申し上げます。 

○議長（三宅 耕三君）      奈良議員。 



○１２番（奈良 あや子君）   まず、生活福祉部長、先ほど答弁をいただいた事業につ

きましては、健康づくり計画にのっております。予防医学の観点というんですか、そういう

ところから見ますと、検診の受診を皆さんにしていただくというのが一番重要なんじゃない

かというふうに思います。こうした健康づくり計画をつくっていただきましても、どれだけ住

民の皆さんに参加をしていただくか、参画をしていただくか、というのが大きなポイントにな

ろうと思います。 

そこで、まず町民の検診の受診率はどのぐらいあるのか。そして、会社など、仕事に行

ってらっしゃる方も、会社等で健康診断を受けていらっしゃるのではないかと思いますので、

そういった実態の把握ですね。町民の皆さんが、どのぐらい健康診断を受けているのか。

それは町で行っている検診だけではなくて、どう把握をするのかということが重要なんじゃ

ないかなというふうに思います。 

計画を実効性のあるものにするためには、一人でも多くの方に意識の啓発とか参画を

促すことが重要なんだというふうに思いますので、その辺、検診とフォローアップについて、

少しお尋ねをしたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      太田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（太田 進君）   お答えいたします。 

 受診率につきましては、お手元へ配布させていただきました高齢者保健福祉計画、介護

保険計画の９３ページに、ご存じだと思うんですけども、載っておりますので、ご覧いただ

きたいと思います。 

 企業等につきましては、非常に把握は難しいということで、昨年ですか、桑員地区で、企

業と行政とを入れた組織の協議会、「桑員ヘルシーピープル」という協議会ができまして、

そちらの方で企業と共同で、先ほど言われました、腹囲も入れた検診を入れながら推進し

ていこうという確認がなされておりますので、そのような事業で推し進めてまいりたいと思

いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）      奈良議員。 

○１２番（奈良 あや子君）   特に東員町の場合は、勤務地が結構散らばっているかと

思うんですね。桑員関係にお勤めの方たちは、企業が対応されるということはわかるんで

すが、東員町として、要するに町民全体に向けての健康づくり計画ですので、それをどう



やって実効性のあるものにするのかというのをお尋ねをしているわけです。要するに、い

ろんな事業に、どこまで働いていらっしゃる方にも参加をしていただけるような事業の展開

ができるかということが、ポイントだと思うんですね。 

健康教育で糖尿病の教室を開催するとか、あるいは個別指導を行うとかというのも、国

保の方とか、あるいは個別に東員町で診査を受けた方は掌握ができると思うんですけれ

ども、その辺、少し疑問だなというふうに思うんです。 

東員町に在住の４０歳以上の方を対象にした計画ですので、一番働き盛りの、そういっ

た方たちへの対策というのが、少し明確じゃないなという気がしたものですから、その辺に

ついて、どう対策をされていくのかというのが一つの大きなポイントだというふうに思ってお

ります。 

特に先ほども言いましたように、団塊の世代は、本当に仕事人間で来た人たちですの

で、そういう意味では、そういう方たちが、どこまで自分の健康というものについて関心を

持っているか。退職した途端に、病気になる方たちも結構あるというふうに聞いております

ので、その辺の充実をぜひお願いをしたいと思います。 

 教育長のご答弁なんですが、子どもたちの肥満防止というのは、大人の肥満の予備軍

ですね。そういう意味では、家族や地域がともに取り組むことができるという、厚生労働省

の事業ですね。そういったものが、取り組めるといいなというふうに思ったんですけれども、

健康教育とか食育とか保健とか、そういったことに、どう地域の方がかかわっていただくよ

うなプログラムがつくれるかというのも、また研究をお願いをしたいと思います。 

 健康遊具に関しまして、まず、中部公園をもう少し充実をするんだということで、その後、

ほかのところも検討していきたいということなんですが、ある程度の年齢になりますと、夕

方、ご夫婦で歩いていらっしゃるとか、朝早くとかという方たち、団地の中でも結構いらっし

ゃるんですね。そういう方たちが、わざわざ中部公園までというのはどうなのかな。車で来

られる方はいいんですけれども、バスも使ってくるというと、ちょっと時間がかかり過ぎるん

ですね。そういう意味では、なるべく早くそういったことを検討していただけるとありがたい

なというふうに思います。 

 中部公園をもう少し整備をしていくというイメージ、その辺をもう一度お聞きをしたいと思

います。 

○議長（三宅 耕三君）      佐藤町長。 



○町長（佐藤 均君）   オープンさせていただきまして１年強たったわけでございますけ

ど、何遍でも来ていただけるというんですか、そんな公園づくりをするには、どういうことを

していったらいいのか。もっと地域の皆さんとかかわれるような公園づくりを、これからも皆

さんと議論しながら、きちっと整備をさせていただきたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      奈良議員。 

○１２番（奈良 あや子君）   そうしますと、具体的に中部公園をこういうふうなところへ

持っていくんだとかというイメージはないわけですね。まだ今の段階では。そうしますと、住

民の皆さんから、もっとこうしたらどうだとか、こんなことをしたいとかという要望とか希望と

か、どこかで受けるところがないといけないと思いますので、その辺についても考えていた

だきたいと思います。 

 次に、２点目の次世代育成について伺います。 

昨年３月、東員町次世代育成支援地域行動計画が策定をされました。１年がたち、どこ

まで計画が進んできたのかと気になっておりましたが、そんな時、過日の笹尾で起きた事

件は、言葉にならないほどの衝撃でありました。なぜ。どうして。そこまでいくまでに何とか

ならなかったんだろうかと、やりきれない思いでいっぱいになりました。家庭も地域も行政

も、社会全体で子どもを守り、はぐくんでいくことを目指した、この計画の重要性がますま

す大きく感じられました。 

 そこで、計画の中の施策の大系の１番目に、支援対策の推進体制づくりが挙げられて

おります。地域協議会の設置なども取り組み内容にありますが、行動計画全体の推進体

制や組織が必要だと考えますが、現状と今後の対応について、お尋ねをいたします。 

 また、平成１８年度予算にも、ファミリー・サポート・センター事業の予算が計上されてお

りますが、厚生労働省の次世代育成支援対策交付金、ソフト交付金の対象になる事業の

実施状況と今後の取り組みについて、お尋ねをいたします。 

 次に、教育長にもお尋ねをいたします。 

 厚生労働省は、文部科学省と連携して、地域児童のための健全育成事業として、児童

ふれあい交流事業を実施をしております。これは全市町村で、中学生、高校生が、乳幼

児とふれあう機会が確保されることを目指して、児童館などを活用して、出会い、ふれあ

いの場づくりを推進するものです。 



私は以前、福岡県の宗像市に、子育て支援プラン策定の視察にまいりました。その時

にも、中学校に、地域の乳幼児と子育て中の方々とのふれあいの場を設置したところ、子

どもたちが大きく変わってきたという話をお聞きしました。命の大切さや生きることの喜び

など、人として重要な部分を培う機会と場の提供をするわけです。次世代育成という観点

から、この事業実施についてのご所見をお伺いいたします。 

 また、本町では、神田幼稚園、東員保育園、三和幼稚園、みなみ保育園、稲部幼稚園、

いなべ保育園を一体的に整備し、平成１８年度では、城山幼稚園を保育園との共用施設

として整備する予算が計上されております。 

また、平成１７年度、保育教育のさらなる充実を目指して、三和幼稚園、みなみ保育園

が、総合施設のモデル園として指定を受けました。教育長の所信表明では、全国から多く

の視察者があり、評価をいただいたとのことでした。 

政府は、保育所と幼稚園の両方の機能を備える「認定こども園」を整備するための幼保

一元化法案を、７日、閣議決定し、今国会での成立を目指し、１０月１日からスタートさせ

る予定だそうです。 

「認定こども園」では、０歳から就学前のすべての子どもを対象に、幼児教育と保育を

一体的に一貫して提供し、親の就労の有無にかかわらず、施設の利用ができ、保育・教

育の多様なニーズにこたえるとともに、地域における子育て支援を認定の条件にして、都

道府県の定める具体的な認定基準を満たす施設を認定するとしています。まさに、本町

が取り組んでおります幼児教育の方向であると思います。本町の「認定こども園」に対す

る対応をお伺いをいたします。 

 次に、町長にお伺いをいたします。 

 このように、国においても次世代育成は最重要課題であります。広範囲にわたる施策は、

それぞれの所管する課が連携して推進しなければなりませんが、今、多くの自治体では、

子どもに関する施策と窓口を一本化して事業展開をしようと進めております。 

本町では、幼稚園・保育園、子育て支援センターは学校教育課が所管し、放課後児童

対策事業やファミリー・サポート・センター事業、ふれあい読書などは、健康福祉課の所管

となっております。以前、幼児教育課がありましたが、機構改革で学校教育課に統合して

しまいました。その意味からは、次世代育成の施策推進を学校教育課の所管にすること

は可能だと考えますが、いかがでしょうか。 



 現在、健康福祉課では、医療制度や介護保険制度改正への対応、障害者自立支援法

への対応、健康づくり計画実施への対応など、国の福祉や社会保障制度改革により、膨

大な仕事量になっているのではないかと推察をいたします。次世代育成の重要性を考え

たとき、やはり子どもに関する窓口と事業実施の一本化が不可欠だと考えますが、町長

のご所見を伺いたいと存じます。 

 ２点目は以上です。 

○議長（三宅 耕三君）      太田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（太田 進君）   奈良議員の次世代育成計画の推進についてのご質

問に、お答えいたします。 

まず、行動計画推進の体制・組織の設置が必要と考えるが、ということにつきましてで

ございますが、行動計画の推進に当たっては、庁舎内に児童育成計画推進プロジェクト

チームを設置しておりますので、今後も、このチームにより事業を検証し、さらなる推進を

図ってまいりたいと考えております。 

次に、次世代育成支援対策交付金（ソフト交付金）の対象となる事業の実施状況と今後

の取り組みについてでありますが、まず、交付金の対象となる事業については、「つどい

の広場事業」、「子育て短期支援事業（ショートステイ、トワイライトステイ）」、「乳幼児健全

支援一時預かり事業」、「ファミリー・サポート・センター事業」、「延長保育促進事業」、「育

児支援家庭訪問事業」などであります。 

これらの事業については、当町の計画においては、いずれも交付金対象に該当する事

業がなく、もしくは同様の事業であっても対象とならないものでございます。 

なお、特に保育事業につきましては、対象外でございますが、通常保育に加え、一時保

育、障害児保育を実施しているほか、療育教室なども実施し、保育の充実に取り組んで

おります。 

また、今年度は、次世代育成支援対策交付金のハード事業として、いなべ保育園の整

備にあわせ、稲部幼稚園も整備させていただいたところでございます。 

なお、ファミリー・サポート・センターは、人口規模から、本町は国の交付金の対象とは

なりませんでしたが、本年度から、小規模を対象とした県補助事業が開始されることから、

平成１８年度予算に、その事業費を計上させていただいております。 



よろしくご理解をいただきますようお願い申し上げます。 

以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）      石垣教育長。 

○教育長（石垣 征生君）   続きまして、児童ふれあい交流事業についてのご質問に、

お答えをいたします。 

 少子化や核家族化、また都市化の進展による地域社会の子育て機能の低下と子ども

の育ちや子育てを取り巻く環境は、大変厳しい状況でございます。また、近年、不登校や

ひきこもりなど、児童・生徒や家庭をめぐる問題も発生し、深刻な社会問題になっておりま

す。 

 この要因といたしましては、同年代を含めた人間関係の希薄化、コミュニケーション不足

が挙げられております。 

本町におきましても、限りある資源の中で、児童・生徒とさまざまな人々との出会いや

仲間づくりを促進し、健全な児童・生徒の育成を支援するための施策につきましては、学

校をはじめ関係者と十分協議し、教育委員会として何をなすべきかを含め、今後検討して

まいりたいと考えておりますので、よろしくお願いを申し上げます。 

 続きまして、保幼一元化の新制度に対する対応についてのご質問にお答えをいたしま

す。 

 文部科学省、厚生労働省の両省は、「就学前の子どもに関する教育・保育等の総合的

な提供の推進に関する法律案（仮称）」の概要をマスコミ等に公表しました。県にも確認し

ましたが、現段階では、あくまでも法律案であり、県へも詳細は知らされていないというこ

とでございますので、明確なお答えはできませんが、これまでの保育園・幼稚園のほか、

第３の枠組みとして「認定こども園」という仮称を公表しております。 

私どもが進めております教育・保育と新法案との整合性を慎重に検討するとともに、今

後さらに調査研究を進めまして、よりよい保育教育が実践できるよう努めてまいりたいと

考えておりますので、よろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（三宅 耕三君）      佐藤町長。 

○町長（佐藤 均君）   奈良議員のご質問にお答えを申し上げます。 



 議員ご提案の「こども課」のような、次世代育成を広域的または専門的に事業を実施す

る課なり係を設置しては、とのことでございますが、昨年策定いたしました次世代育成支

援対策の行動計画により実施しております少子化対策、子育て支援等の事業は、町の主

要施策として位置づけ、強力に推進をしているところでございます。 

さらに充実した施策を実施するには、ご指摘の点につきましては、否めないところもござ

いますが、現在の組織にて、横の連携を密にし、さらに充実した事業の展開を図ってまい

りますので、どうぞご理解くださいますよう、お願いを申し上げます。 

○議長（三宅 耕三君）      奈良議員。 

○１２番（奈良 あや子君）   ご答弁をいただいたのですが、庁舎内にある次世代育成

の推進プロジェクトで推進をしていくと。それはいいんですけれども、私も承知をしておりま

すが、去年１年間、どれぐらいこのプロジェクトが開催をされ、どういったことを検討されて

きたのか。要するに、この施策を推進する、先ほど町長の答弁にもありましたけれども、

現在の体制で進めていくんだということですので、重要な推進の組織になろうかというふう

に思うんですね。ですから、この推進プロジェクトというのが、しっかりと検討を重ねていた

だかないと、大変だろうなというふうに思うんです。 

 それと、町長はこのままの体制でいくんだというふうに言われましたけれども、そうします

と、やはり健康福祉課が中心になって進めていくんだということですので、もう少し人的配

置というのか、もう少し充実をしていただかなければいけないのかなという気がします。今

回のいろんな制度改正というのは、非常に改正が大きいものですから、大変だろうなとい

うふうに私は思っておりますので、健康福祉課の人的配置等で、ぜひ対応していただきた

いと思います。 

 まず、推進プロジェクトの現状ですね。今後、充実を図りながら、例えば定例会化すると

か、あるいは事前に会議の皆さんに、こういったことについて調査をしてくださいとか、ある

いは推進の仕方というのも、少し考えていただきたい。要するに、この会議が進まなけれ

ば、この施策はトータルとして非常に難しいのではないかというふうに思いますので、まず、

推進プロジェクトについてお伺いをいたします。 

○議長（三宅 耕三君）      太田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（太田 進君）   お答えいたします。 

 プロジェクトチームは健康福祉課長をチーフに、保健指導係、あるいは福祉係や生活環

境係、学校教育係で編成しておりまして、事業の実施の検討とか、事業の内容等を検討



するわけなんですけども、本年度におきましては、まだ開催はしておりませんけども、３月

末に、新年度に向けた事業について、開催する予定でおります。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）      奈良議員。 

○１２番（奈良 あや子君）   ぜひプロジェクトを充実して、機能を生かしていただきたい

と思います。 

特に今年はハード交付金で、保育園・幼稚園の整備をしたということなんですが、ソフト

交付金につきましても、前から言っております、つどいの広場事業ですとか、育児支援家

庭訪問事業ですとか、その辺を何とか一刻も早い取り組みとして、そのプロジェクトででも

検討をお願いをしたいと思います。 

 教育長、教育委員会として何をなすべきか検討したいということですが、特に学校に空

き教室なんかがあれば、例えばお昼休みに地域の子育て中のお母さん方に寄っていただ

くとかということもいいかと思うんですが、社会教育の方でも、何とかその辺の検討ができ

るんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひ検討をいただきたいと思います。 

 また、「認定こども園」なんですけれども、まだ法律が通っておりませんので、現状では

無理かと思うんですけれども、東員町が進めております保幼の一体化の推進の根拠にな

るような、そういうものだろうというふうに思いますので、県の認定を受けるということにな

りますと、例えば保育料の問題ですとか、通学区域の問題ですとか、給食の問題とか、さ

まざまな問題をクリアしないといけないと思います。また、笹尾地区の整備も済まないと、

全町的には厳しいかなということもありますので、具体的には早急にというのがどうかなと

いうふうには思いますけれども、その辺も少し見える形で検討をいただきたいと思います。 

 それでは３点目に移ります。 

町活性化のための将来計画について、お尋ねをいたします。 

 東員町都市計画マスタープランが平成１３年３月に策定されております。この中の都市

づくりの課題の整理、土地利用計画、地区別将来構想などによりますと、農地転用や住

宅地でのミニ開発などによるスプロール化を防止し、計画的な土地利用を進めるとともに、

既存市街地での土地区画整理事業、新市街地の整備などにより、人口の受け皿を用意し、

人口の安住化を図ることが必要とあります。しかし今後、都市計画法の改正なども予定さ

れております。市街化区域の拡大や農地転用など、用途地域の見直しはますます厳しく



なることが予想をされます。しかし、都市計画法の改正案の中で、用途を緩和する地区計

画制度の創設が記されております。 

これらに対応するために、平成１８年度予算に、東員駅前の土地区画整理事業調査委

託の経費や、都市計画区域等調査委託費が計上されているのかと思っておりますが、先

月、三重県が、市街化調整区域における宅地開発の新たな立地基準に関する条例のパ

ブリックコメントを求めておりました。この件につきましては、昨日の同僚議員の質問もあり

ましたので、該当する地域と面積は、神田地区、三和地区、稲部地区の調整区域内の集

落がおおむね該当するとのことで理解をいたしましたが、これらの区域を、県条例で指定

する区域として県に申し出をするのかどうか、町長に伺いたいと思います。 

 このような都市計画を取り巻く社会環境が変化する中で、まちづくり３法などの見直しの

具体化により、合併をしないで、本町のように、独自のまちづくりを目指す中小規模の自

治体にとりましては、しっかりとした計画を立てていかなければ、今後の町の活性化は望

めないと思います。今後の人口増を踏まえた土地利用計画と本町の活性化について、具

体的な取り組みを伺いたいと存じます。 

○議長（三宅 耕三君）      佐藤町長。 

○町長（佐藤 均君）   町の活性化のための将来計画についてのご質問に、お答えを

いたします。 

 本町におきましても、全国的に見られる少子高齢化等により、人口が減少傾向にありま

す。今後、東員町が持続的な発展を続けていくためには、新住民の人口の受け皿となる

魅力ある市街地土地の確保が必要と考えており、新しいまちの顔となるべく東員駅周辺

地区で土地区画整理調査事業を実施し、新たな市街地の形成を図れるよう、事業推進を

行っているところであります。 

また、人口の定住化を図るため、今定例会に議案として、定住促進奨励金の交付に関

する条例を上程させていただいているところでございます。 

さらに、東海環状自動車道東員インター建設予定地周辺に、交通の利便性を生かした

商業系、物流機能を中心とした流通業務施設等の誘致を積極的に図ることにより、町の

活性化に努めてまいりたいと考えております。 

しかしながら、新たな市街地等の形成には、土地所有者のご理解と地元の協力を賜る

必要がございます。 



また、マスタープランにおきましても、基本的なまちづくりの指針を掲げていることから、

時代に則した内容とするためのプランの変更も視野に入れながら、まちの活性化につな

げていきたいと考えていますので、ご理解を賜りますようお願いをいたします。 

 次に｢市街化調整区域における宅地開発の新たな立地基準に関する条例｣（案）に規定

する指定区域に該当する地域、面積につきましては、昨日の南部議員からのご質問にお

答えをさせていただきましたとおり、現在、県が改正しようとしている条例案では、新たな

宅地開発基準を設けるため、市街化調整区域内に指定区域を定める予定でございます。 

この指定区域には、都市計画法第３４条第８号の３の規定に基づく区域と同法施行令

第３６条第１項第３号ハの規定に基づく区域の２つの指定区域がございます。本町で、こ

の指定区域の要件に適合した区域は、神田、稲部、三和地区の市街化調整区域内の既

存集落が、おおむね要件を満たす区域と考えており、面積は合計で約２７０ヘクタールに

なるものと予測をしております。 

 また、条例案で規定する、知事への指定可能区域の申し出につきましては、現時点では

本町にとっても有意な施策と考えておりますが、今後、詳細な運用規定等も提示されます

ので、それを見きわめて判断をしてまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りますよ

う、よろしくお願いを申し上げます。 

○議長（三宅 耕三君）      奈良議員。 

○１２番（奈良 あや子君）   都市計画のマスタープランの土地利用フレームというとこ

ろでは、目標年次計画の人口を３万２，０００人というふうに掲げておりまして、それを達成

するためには、自然増加分に加え、開発による人口増加を１，８００人と設定し、５４６世帯

分の新規住宅の供給が必要であるというふうに推計がされております。住宅供給が可能

な土地として、市街化区域、先ほどご答弁いただきました県条例の指定を受けた区域、そ

れから東員駅前等に予定をしております土地区画整理事業を計画している地域、また、

三和地域での新規住宅、市街地の形成を検討する地域というふうなことで理解をしており

ますが、これで、どのぐらいの住宅が建設ができるのだろうかというふうに思うんですね。 

今議会に上がっております定住促進に関する条例、これによって定住促進を図ろう。そ

の一つとして図ろうということなんですが、供給する土地の確保が先決だというふうに思い

ます。 

投機的に土地を持っていらっしゃる方とか、農地で持っていらっしゃる方とか、さまざま

あると思うんですが、東員町の住宅供給可能な地域というのを、どこまで。マスタープラン

どおりですよというのであれば、そのように理解をするんですが、先の国勢調査でも人口



が４００人減っているという状態の中で、マスタープランの１，８００人の新しい人口増加を

目指しているんだと。５４６世帯の住宅供給が必要なんだということが掲げてありますけれ

ども、その辺について、一度お答えをいただきたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      佐藤町長。 

○町長（佐藤 均君）   お答えをさせていただきます。 

 都市マスタープランの中の人口とか世帯、それが現在の東員町の市街化区域、あるい

はそのほかの区域で、どれだけ確保していけるのか。その辺、具体的なことは、まだまだ

検討したこともまずないと思うんです。 

そんなことで、東員駅中心の地域を、住宅区域とか商業区域とか、きちっとこれから線

引きをして、新しいまちづくりをして人口増をしないと、とても３万人には追いつかない。現

在の市街化区域、なかなかびっしり詰まるということは考えられませんので、新しいところ

を求める。団地の現在の状況というんですか、どんどんと歯抜けの状態になっていく中、

人口が４００名減った。戸数で何戸減ったか。そこら辺を、どういう地域で減っていっている

ということも、きちっと調査をして、その辺の手当を考えてまいりたいと思いますので、よろ

しくお願いをしたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      奈良議員。 

○１２番（奈良 あや子君）   条例が３年というふうに出ておりますよね。３年間、この条

例を実施して、どのぐらいの人たちが来ていただけるんだろうかということもあるんですが、

早急に検討しないと、せっかく条例をつくった意味がありませんので、その辺も含めて、ま

た、今度の新しい都市計画法の改正の中の地区計画制度というのが創設をされるという

ことですので、その辺もしっかりと情報を収集いただきまして、早急な土地利用計画、地区

計画を策定をするべきだというふうに思っておりますので、よろしくお願いをいたします。 

 最後に４点目ですが、男女共同参画施策について。 

 国は２０１０年末までの具体的施策を記述した第２次男女共同参画基本計画を策定して

おります。本町では、リーディング委員会が活発な活動をしております。一般質問の通告

をいたしました時には、まだ議案書が届いておりませんでしたので、計画策定や条例制定

など、どのような推進をするのかと通告をいたしましたが、懸案でありました行動計画策定

の予算が、平成１８年度予算案に計上されておりましたので、やっとここまで来たのかなと

実感をいたしております。 



 また、計画を実効性のあるものにするためには、策定のプロセスが重要であります。い

つまでに、どのような方法で策定をされるのか、伺いたいと存じます。 

○議長（三宅 耕三君）      太田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（太田 進君）   「男女共同参画施策について」のご質問に、お答えを

いたします。 

男女共同参画社会の実現には、なお一層の努力が必要であり、女性も男性もすべて

の個人が、お互いにその人権を尊重し、喜びも責任も分かちつつ、性別にかかわりなく、

その個性と能力を発揮することが最も重要なことだと考えています。 

昨年１２月に、国では「第２次男女共同参画基本計画」を、三重県では昨年３月に「第２

次実施計画」を策定しています。 

国の基本計画では、平成３２年までを見通した長期的な施策の方向性を示し、また平

成２２年度までに、実施する具体的な施策が示されています。 

本町では、今後どのように推進するかとのご質問ですが、平成１８年度当初予算にも計

上させていただいていますが、（仮称）「東員町男女共同参画推進プラン」を策定する予定

でございます。プラン策定の基礎資料を得るため、現在満２０歳以上の住民１，０００人の

方を対象に、アンケート調査を実施しています。 

推進プランに関する基本的な考え方ですが、地域の風土や伝統・文化、住民意識等を

的確に把握した上で地域の現状を総合的に認識し、それぞれの施策についての実施時

期、目標値等に加え、その実現手段を明らかにしたいと考えています。 

また、施策は広範多岐にわたりますので、住民の皆さんにとってわかりやすい計画とな

るよう、施策を分野ごとにまとめるなどして、工夫したいと思っています。 

次に、プラン策定体制でございますが、行政全体として推進する体制が重要であり、各

部局において共通した認識を深め、横断的な取り組みが必要であると考えますので、ま

ず、役場内の推進体制の整備を図りたいと思っています。 

またプラン策定には、一部コンサルタントに業務を委託し、平成１４年から積極的にご活

躍いただいております「男女共同参画推進の会」の委員の皆さんを中心に、地域の特性

に応じた施策を、ともに連携しながら取り組んでいきたいと考えています。 



いずれにいたしましても、男女共同参画の形成のための施策を、総合的、かつ計画的

に推進するには、町長をはじめ、全職員が、男女共同参画を推進するための意識の向上

や、あらゆる町施策に、男女共同参画の視点を組み込んでいくことを理解することが重要

であり、また、育児･介護等における社会全体でのサポート体制の拡充が必要であると考

えていますので、ご理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（三宅 耕三君）      奈良議員。 

○１２番（奈良 あや子君）   計画は住民の皆様の理解と協力で、実効性のあるものに

なるか否かは、住民参画によって決まると思います。住民の皆様が中心となって策定委

員会をつくり、東員町らしい手づくりのプランをぜひつくっていただきたいと思います。 

全国にはたくさんのお手本がございます。せっかくつくるわけですので、研修会を重ね

ながら、じっくりと。やっとここまで来たわけですので、焦っていただかなくてもいいと思いま

す。じっくりと、住民の皆さんが、なるほど、自分も実行できるな、自分の意識も変わったな

というような、そんなプランづくりをぜひしていただきたいと思います。 

ですから、策定委員会をどういうメンバーでするのか。あるいは、多くの住民の皆様に

どうやって参画をいただくのか。先ごろ、アンケート調査をしていただいておりますので、

多くの皆さんの男女共同参画に関する意識については、大枠は把握はできると思うんで

すが、現実に参加をしていただくという部分で、条例づくりの段階から参加をしていただく

ということを、ぜひお考えをいただきたいと思います。 

 以上で終わります。 

 

 


