
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３点の質問をいたします。 

 まず初めに、検診事業について伺いたいと思います。 

 現在衆議院では、議員立法で提出をされました「がん対策基本法」の審議が進んでおり

ます。法案の基本的施策の大きな柱に、がん予防・早期発見の推進があります。具体的

には、喫煙や生活習慣病の改善、がん検診の質の向上、受診率アップなどに取り組む、

というものです。 

 本町では、本年３月に、住民の健康増進と生活習慣病の予防を大きな目的にして、「健

康づくり計画」が策定をされました。しかし、本町の医療費は、ますます増大の一途をたど

っております。これらのことからも、検診の重要性は周知のことであると思います。 

 特に生活習慣病の多くは、病状があらわれたときにはかなり進行している場合が多く、

自覚症状が余りない時期に発見し、治療することが、何より効果的であるといわれており

ます。 

本町においては、さまざまな各種検診が実施をされております。基本健康診査、ミニ人

間ドック、そしてがん検診も、肺、大腸、子宮、そしてマンモグラフィによる乳がん検診、前

立腺がん検診などが実施され、毎年、検診によって病気が発見され、治療を受けている、

という方をお聞きをいたしております。しかし日程が合わなかったり、より精度の高い検査

を求めて、病院で人間ドック検診、ＰＥＴ検診を含むがん検診、脳ドック検診などを受けて

いる方もあります。 

 検診の有効性は高く評価をされておりますが、検査費用が高額なことから、助成事業を

実施をしている自治体があります。私は平成１４年３月に、議会で、脳ドック検診に補助を、

という質問をいたしました。しかし、いまだ実現をしておりません。この際ぜひとも住民の健

康増進と健康に対する意識の高揚、病気の早期発見・早期治療を目指して、このような助

成制度を実施できないかと考えますが、町長のご所見を伺いたいと存じます。 

○議長（三宅 耕三君）      佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   おはようございます。 

奈良議員の、健康増進と成人病予防のために検診事業助成の拡大について、のご質



問にお答えを申し上げます。 

検診は、健康であり続けるための予防策ですが、現在老人保健法で定められておりま

す検診項目以外に、町の独自の検診として、ミニ人間ドックや前立腺がん検診も導入して、

検診体制の充実に努力しているところでございます。 

ご指摘のありました内視鏡・Ｘ線・腫瘍マーカー・ＭＲＩ・ＰＥＴ等の検査法は、より精度の

高いもので、一般的な健康診断では発見しにくい病気を早期に発見し、未然に防ぐため

の的確な検査法として、近年ニーズが高まってきております。 

 ご提案の人間ドック・脳ドック等を実施するとなれば、近隣の病院でお願いすることにな

りますが、ご承知のとおり、まだまだ検診料は高額であり、応能負担の考えからいきます

と、ご本人に負担していただきます金額もかなり高くなるのではないか、と考えるところで

ございます。 

いずれにいたしましても、今後、住民の健康増進のため、ニーズに沿った検診体制をさ

らに拡充し、受診率の向上に努めてまいりますので、ご理解賜りますようお願いを申し上

げます。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）      奈良あや子議員。 

○１２番（奈良 あや子君）   ご答弁をいただいたんですが、どのように理解をすればい

いのかなというふうに思うんです。このような検診について、助成はしないというのか、あ

るいは検討するというのか、あるいは何とかしていきたいというふうに思うのか、その辺、

もう少し明確にご答弁をいただけますでしょうか。 

○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。 

 もう少しお時間をいただきたい。検討させてもらうということでございます。 

○議長（三宅 耕三君）      奈良あや子議員。 

○１２番（奈良 あや子君）   検討する、というふうに理解をいたしました。検討するとい

うことについては、内容的に何がネックになるのかな、どういう部分を検討されるのかな。

例えば、財政面からそれだけの助成をするのは難しいということなのか、あるいは医療機



関が問題なのか、また、そのほかに理由があるのか。その辺をもう少しお聞きをしたいと

思います。 

○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。 

 財政的な部分もございますし、何をするかというか、やる種類というんですか、その辺も

あると思いますし、本人負担をどの辺まで負担していただくのか、そこら辺をこれから検討

をさせていただくということでございます。 

○議長（三宅 耕三君）      奈良あや子議員。 

○１２番（奈良 あや子君）   私は、奈良県の平群町というところの資料を見たんです。

この町は人口が２万人程度で、財政的にも、私どもの町より少し小さな財政力かな、とい

うふうに思うんですが、ここは４０歳以上の方を対象にして、検診について、日帰りコース

が２万円、一泊コースが３万円を助成していると。見ますと、結構、財政的に厳しい町です

ね。それであっても、やはり住民の健康増進、ここを最重要だというふうな認識をしている

んだろうというふうに思うんです。ですからそういった意味では、ＰＥＴ検診も含めて助成を

するというような、そういった制度をしております。 

 こういったことからも、健康づくり計画、これを私どもの町も大きな柱としていこうとすると

きに、ぜひともこういった住民の皆さんに関心を持っていただく。東員町の場合は、こんな

ことも皆さんの健康増進のためにやるんですよ、というようなアピールをしていただきまし

て、検診をしようと思う方は、どれだけかかってもされるんでしょうけれど、そういったニー

ズが少しでも多くなるための助成制度というのは、私は必要なのかなというふうに考えて

おりますので、その辺をよく検討していただきたいというふうに思います。 

 もう一度、町長、お願いをいたします。 

○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。 

 こういう健康診断の関係は、本来でいきますと、企業も自分たちの従業員のことは、従

業員の健康診断というのがあるわけですね。本来的にいきますと、こういう自治体の場合

は、国民健康保険というんですか、その加入者の方に対してどうこうしていくか、ということ

になってくると思うんです。 



今現在、東員町の場合は、そんなことは基本的にやってない。そこら辺もいろいろあり

ますので、４０歳なら４０歳以上の住民全部といくのか、その辺もありますので、そうなって

きますと、財政的にも、金額的にも膨大なものになってまいりますので、そこら辺も問題点

があるんかなと思っておりますので、いろいろ検討させていただきます。 

○議長（三宅 耕三君）      奈良あや子議員。 

○１２番（奈良 あや子君）   やはり基本的には国民健康保険の対象者になろうという

ふうに思います。全体的にというと、いろんなことがあるんだろうと思います。ですから、と

りあえず国民健康保険を納めていらっしゃる方たちを対象に実施をしていただくというの

が基本かな、というふうには考えておりますので、ぜひよく検討していただきたいと思いま

す。 

 次に、子育て支援について伺いたいと思います。 

 過日、昨年の合計特殊出生率は１．２５と発表されました。歯どめのかからない少子化

傾向に新たな問題が生ずる、との危機感が広がっております。本町でも少子化傾向は続

いていると思います。近隣市町や県の出生率よりも低いと認識をいたしております。 

今後の少子化対策は、国がしなければならない施策と、地方の役割が明確になってき

ているように思われます。今までのように国からの支援を待つのではなく、地方分権がさ

らに進む中で、財源を確保し、自立の道をみずから切り開いていくことが最重要となりまし

た。地方自治体として、子育て家庭への経済的支援とともに、いかに住みやすく、子育て

しやすい地域をつくるかが、大きな課題であろうと思います。 

 本町では、今までにも子育て応援費の支給やチャイルドシートへの助成制度、乳幼児医

療費の無料化の拡充などの経済的支援とともに、保育園の入園や保育の充実、子育て

支援センター事業、ファミリーサポートセンターの設置、ふれあい読書など、子育て環境の

整備にも尽力をしてまいりました。このような本町の取り組みは、誇りを持ってＰＲできるも

のであります。 

 しかし、これらは産まれ出た子どもたちに対する支援といえます。これに対して、子ども

を産もうとする母親へ感謝を込めて支援するとして、「妊娠手当」を支給する制度が広がり

始めております。 

 東京都渋谷区では「ハッピーマザー助成」として、妊娠２４週以降の女性に５万円を支給

するという制度が、今年の４月１日から始まっております。本町にとっても、どこよりも熱心

に子育て支援に取り組んでいる、というアピールが重要だと思います。母親への感謝の思



いを形にした、このような制度をぜひ創設し、支援すべきと考えますが、町長のご所見を

伺いたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   奈良議員の、子育て支援策のさらなる拡充を、とのご質問につ

いて、お答えを申し上げます。 

少子化は、社会保障制度などをはじめとする私たちの生活基盤の根幹を揺るがす重大

な問題として認識をいたしており、子育て支援対策に積極的に取り組んでいるところでご

ざいます。 

国におきましても、その対策として、２歳までの児童手当についての増額や、出

産育児一時金の支給方法の見直しなど、いろいろと検討されているようでござい

ます。 

本町におきましても、平成１６年度に策定いたしました「次世代育成支援対策地

域行動計画」により、国の制度にはない本町の独自事業として、育児応援費助成

を行い、子育て家庭の経済的負担軽減を図るとともに、子育てを支援するサービ

スの充実のため、放課後児童クラブへの助成の増額や施設の充実、ファミリーサ

ポートセンターの開設、また、児童に対する問題の早期発見と対策強化のため、

要保護児童対策地域協議会の設置も行うなど、子育て支援に全力で取り組んで

いるところでございます。 

ご提案の「ハッピーマザー助成」等、母親となる方への支援拡充は、重要な施

策とは認識いたしておりますが、まずは、「次世代育成支援対策地域行動計画」

の実施が最優先と考えておりますので、ご理解賜りますようお願いを申し上げま

す。 

以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   奈良あや子議員。 

○１２番（奈良 あや子君）   今の次世代育成というのは、非常に大きな施策で

あろうと思います。国を挙げて、ともかく子育て、少子化に歯どめをかけたいとい

う、その思いの中から施策として打ち出されて、本町においても、その計画が策

定をされております。その計画が策定をされているということは、それが進んでい

くというふうに認識をしております。 

そういった中で、「ハッピーマザー助成」というのか、妊娠をした女性に対して応

援をしていこうと。今、妊娠をした女性に対してのマークを、いろんな方たちに周

知をして、その人たちを助けていこうという、そういった動きもあるんですが、なか

なか子どもを産みたがらない、あるいは産みたくないというふうに思っている女性



たちが多い。その原因はいろいろあるんですけれども、そういった中で、やはり次

世代を担う子どもたちを産んでくださる母親というのは、非常に大変な思いをして

子どもを産むわけですので、その辺に対して社会全体が感謝を込めて、という発

想の転換が基本的なところにあるのかなというふうに思っております。 

 ですから、次世代育成とともに一度研究をしていただきたいな、勉強をしていた

だきたいな。そして、我が町における子育て支援や子育て家庭や、あるいは少子

化に歯どめをかける、たくさんの子どもさんを喜んで産んでいただけるような、お

金ではありませんけれども、そういった環境の整備等にも尽力をぜひしていただ

きたいと思います。 

 新しい制度ですので、なかなか認識をしていただくのは難しいかな、というふう

には思いますけれども、どうぞよろしくお願いをいたします。 

 次に、広告事業の推進によります財源確保について伺いたいと思います。 

 経済の成熟化や税収入の減少、そうした背景から、今、全国の自治体では、財

源確保や経費削減、職員の意識改革、地域経済の活性化などのさまざまな理由

から、広告事業を展開しております。いわゆる地方自治体の「広告ビジネス」とい

われる取り組みであります。自治体の規模にかかわらず、封筒、公用車、公共施

設、コミュニティバス、広報、ホームページなど、自治体のあらゆる資産に民間な

どの広告を掲載し、収入の増加や経費の削減を図るというものであります。 

 インターネットで少し調べてまいりましたが、わずかながらも税収増になり、波及

効果は大きい、という自治体がたくさんありました。本町でも広告事業に取り組む

べきと考えますが、町長のご所見を伺いたいと思います。 

○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。 

近年、公共施設における安定的な広告収入を得て財源確保をする動きが、国や全国

の自治体に見受けられるようになってまいりました。 

隣のいなべ市においては、先般運行開始されましたコミュニティーバスの時刻表やバス

停のシェルターなどに企業名を入れたり、桑名市は、広報紙に協賛企業を掲載し、印刷

経費の一部に充当されているように伺っております。 

私としても、まずは手はじめに、広報紙への広告協賛を検討させておりますので、発行

物や施設への取り組みも最大限活用できるよう考えてまいりたいと存じますので、よろしく

ご理解、ご協力のほどお願いを申し上げます。 

○議長（三宅 耕三君）      奈良あや子議員。 



○１２番（奈良 あや子君）   封筒、あるいはその他の印刷物、あるいは公共

施設、そういったところへの広告を一般の企業の方にお願いをすると。それで、ど

のぐらいの収益があるんだろうか。本町の場合、広報紙と広報「とういん」に広告

を出そうというお話なんですが、どのぐらいの税収になるのか、というふうに思っ

ていらっしゃるのか、お聞きをしたいと思います。 

豊田市は、一昨年ですか、年間約１００万円ぐらいの経費削減だと。横浜市は

規模が大きいですけれども、広告収入と経費削減とあわせて９，３００万円という

ような、そんな情報もあります。東員町におきましても、いろんな場合を試算をし

てみたらどうか。どのぐらいの広告料を設定をするのかとか、その辺まで少し検

討をしていただくといいかな、というふうに思いますが、ご答弁をいただきたいと

思います。 

○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。 

 収入の予想というんですか、広告料がどれぐらいか。その辺は、私は承知して

おりませんので、担当の方でそこまで計算されているのか、担当の方から答弁を

させます。 

○議長（三宅 耕三君）      近藤洋総務部長。 

○総務部長（近藤 洋君）   お答えをさせていただきます。 

 今現在、資料として取り寄せておりますのは桑名市で、広報に掲載されておる

ということで、その例を見ますと、１枠当たり２万円、それを２分の１にして１万円と

か、そういった状況をお聞きしております。東員町として、その設定をどれぐらい

にしていくかということは、まだ決めておりませんので、今後、他市町村の例も参

考にして決めていきたいと思っておりますので、ご了承いただきたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      奈良あや子議員。 

○１２番（奈良 あや子君）   そうしますと、単位が１年単位なのか、１回単位な

のかわかりませんけれども、それほど多くの税収入という感じではないですよね。

そういったことから、まず、取り組み、税収を図るんだ、という意識の変革ですね。

そういうことから言いますと、各それぞれの課とか、そこで、どんな広告が自分の

課では考えられるのかとか、職員の皆さんに、コスト意識と言いますか、そういっ

た意識をつけていただく。今、総務部長がご答弁でしたので、総務課が担当して

やっていただけるのかなというふうに思うんですが、その辺の担当課がどこにな

るのか。担当課の努力によって結果が違うのかな。 

ですから、そういったことで町民に対して広告のアイデア募集ですとか、さまざ

まな知恵を働かせて、どうすれば税収につながるような広告を出していただける

のか、あるいは営業活動をどうするのか、というところも含めて、担当課がしっか

りしてないと、広報に広告をとりあえず載せておりますのでという、とりあえずやっ



ておりますので、という姿勢にしかならないのではないかというふうに思いますの

で、担当課がどこで担当をし、ある意味、だれが担当をして、これを推進をするの

かというところまで、きちんとした計画を立てていただかないと、多分、思うような

税収につながるような事業にはならないのではないか。あるいは、職員の意識の

変革というところまでいかないんじゃないか。また、地域の活性化に結びついてい

くというような、そんなところへは、ほど遠いのではないかという気がしますので、

その辺について、もう一度ご答弁をいただければと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      近藤洋総務部長。 

○総務部長（近藤 洋君）   現時点におきましては、町長の方から、まずは広

報紙、ということで指示をいただいておりますので、それに絡むところですと、政

策推進課ということで、現在はとらえております。 

それと、県なんかではホームページとか、これからいろんな発展をさせていく必

要もございますけれど、これは政策推進課にとどまらず、各課いろんなところでの

広告も将来的には考える必要もございますので、まずは今現時点としては、広報

紙ということでとらえておりますので、これを今後さらに発展していくということで、

ご了解いただきたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      奈良あや子議員。 

○１２番（奈良 あや子君）   政策推進課で推進をするんだ、というふうにお聞

きをしましたので、ぜひお手並みを拝見をしたいというふうに思っておりますので、

どうぞ頑張ってやっていただきたいと思います。 

 最後に、団塊の世代の対策について、伺いたいと思います。 

 全国の自治体では、今年度の新規事業として、団塊世代支援の取り組みが本

格化しております。生涯学習、移住促進、地域活動支援、健康づくりなどなど、内

容は多彩であります。 

東京都杉並区では、４月から、社会貢献、地域貢献の人材を育成するための

「杉並地域大学」を設立をし、一般的な学習の場ではなく、ボランティア活動など

に意欲のある区民を対象に、実践的な知識や技術を提供するというもので、講座

の内容は、地域デビューのきっかけづくりとして、「地域活動入門講座」、ＮＰＯが

人材を育成するための「ＮＰＯ活動実践講座」、公共サービス分野の起業を目指

す人のための「公共サービス起業コース」、子育て事業の担い手を広げる「地域

で子育て支援コース」、そういった内容であります。 

北九州市でも、「生涯現役夢追塾」というのを開設して、堺屋太一氏を迎え、こ

の塾の説明会を兼ねた講演会を開催した、とのことであります。 

また、団塊世代の地域参加を応援しようと、シニア関連団体が結集した初の全

国組織、「地域創造ネットワークジャパン」が５月２２日に発足をしました。これを

記念して都内でフォーラムが行われ、団塊世代に何ができるか、とのテーマで活



発な議論が交わされた、との報道もあります。 

今後、本町においても団塊世代が退職を迎え、多くの方たちが地域に戻ってき

ます。私は協働のまちづくりの担い手としても大いに期待できると考えておりま

す。 

そこで、この方たちが地域で活躍していただくための支援策を考える必要があ

ると思います。本町の施策、取り組みをどのようにお考えなのか、町長のご所見

を伺いたいと存じます。 

○議長（三宅 耕三君）      佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   奈良議員の、協働のまちづくり推進の原動力として団

塊の世代対策を、とのご質問にお答えをいたします｡ 

 昨今の社会経済情勢や時代の風潮から少子化に拍車がかかり、ますます高齢化時代

へとなりつつあります中､２００７年度から、いわゆる団塊の世代の方々が一斉に退職期を

迎えられます｡ 

 本町におきましても、６０歳を迎えられる方が数多く退職されることとなり、高齢期におけ

る生き方や働き方につきましても、ますます多様化するものと考えられます。 

今までは、すべてにおいて行政主体でありましたが､これからは、地域でできる

ことは地域で､住民でできることは住民で、というように､住民との協働が求められ

ております｡効率的な行財政運営を行う上でも、行政だけでは限界があり､これら

の方々との協働社会を実現することは非常に重要であると認識をいたしておりま

す。 

 ご質問にございました、団塊世代が定年を迎え、退職後、地域で活躍していただくため

の支援策を考える必要があるのでは、とのことにつきましては、団塊の世代の方々が望

まれていることは、退職後、健康で生きがいを持って暮らせることや、職域中心の活動か

ら地域に戻り、地域コミュニティへの参画等が高まることは十分に予想をされます｡ 

 さらに地域における活動の担い手としての役割が大いに期待され､町としましては、地域

社会への参画を促進､誘導してまいりたいと考えております｡ 

その手法としては、ご質問にもございましたような講座や講演会の開催も、今後考えて

まいりたいと思っておりますので､ご理解をお願いを申し上げます｡ 



７年に、東員町の場合、以前に少し調査をさせていただきましたところ、６００名強でご

ざいました。現在、子どもは２００名ぐらいの出生でございます。３倍ぐらいの方が定年を

迎えてくるということで、皆さんの誘導というんですか、そんなことをこれからいろいろ考え

させていただきますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      奈良あや子議員。 

○１２番（奈良 あや子君）   団塊の世代と言いますと、まさに私も団塊の世代なんです

けれども、その方たちは今現在現役で働いていらっしゃる方がほとんどでありますので、

その方たちが講演会や講座を開催されて、そこに出ていただけるかどうか。まず、自分が

定年になり、これから先の人生をどう生きていくのか、どう生きていこうとしているのか、と

いうその辺の情報提供とかきっかけとかというのには、そういった講演会とか講座とか、

非常に重要だろうと思うんです。 

でも、今働いている方たちに、すぐ講座に出ていらっしゃいとか、講演会にいらっしゃい

といって、果たして出ていただけるんだろうか。現実に定年をされてから出てくる、というの

では遅いのかなという気もしますので、どう、そういった方たちにアピールをするのか。 

今までもいろんな形で「町長と語る会」のような、そういった現役世代の方たちと町長と

ビールを片手に、みたいなものが何回か組まれたこともあったんですけれども、なかなか

意識があってそこに出ていらっしゃる方というのは少ないのではないか。そういった方たち

にどういうアピールをするのか、ということと同時に、女性の方たちを対象にした、そういっ

たものも大きな役割があるのではないかな。 

特に我々団塊の世代は、同世代で結婚をしているというようなカップルが結構たくさん

おりますし、男性と女性とともに定年後の生き方というのを考えないと、熟年離婚ですとか、

あるいは毎日夫がうちにいて、奥さんの方が精神的に不安定になるとか、いろんな話を聞

きますので、その辺も含めて、いろんな形の今後の施策というのを考えていくためには、

やはり少し住民の方たちに寄っていただいて、それで検討会のような、今後どうするのか

と。 

今、まちづくりの検討会議がありましたので、その中でもいいのかな、というふうには思

うのですが、これに対するワーキングチームなどをどこかでつくっていただいて、どういうこ

とが考えられるのか。あるいは、ニーズ調査をどうするのか。そういった細かい施策をしな

いと、多分、講演会をやりました、なかなか来ていただけません、というだけで終わってい

くのではないかな。現実の問題として、当面したときにこれは困ったな、というんではなくて、

先を見越した施策というのをぜひ考えていただきたいと思いますので、もう一度、ご答弁を



いただきたいと思います。 

○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。 

 東員町では、ニーズとかアンケート関係はやったことはないんですけど、いろいろのとこ

ろで調査はされております。団塊の世代の方が自分の退職後どうしていくかとか、どんな

ことを求められておるか、いろいろの調査結果も出てきておりますので、そこらを参考にさ

せていただきながら、まず、私ども東員町みたいな小さな町では、なかなか再雇用といっ

たって、企業のことでございますし、国とか大きな市になれば、いろいろのことはできるん

ですけど、町村ではまず講演会をしたり、講座をしたり、そんなことで団塊の世代の方々

が、まず、きっかけをつかんでいくというんですか。そして、町行政で助けていただける部

分はお手伝いをしてくださいよとか、そんな小さいことこそ、こんな小さい町ではできない

んですわ。 

 皆さんは、先ほど申し上げましたように、健康で生きがいを持って暮らしたい、というあた

りが多分トップで来ると思いますので、その中に旅行がしたいとか、そんなことが出てくる

と思いますので、仕事をしたいという方が何パーセントぐらいみえるのか、そこらもわかり

ませんけども、いろいろのところで調査結果は出てきておりますので、そこらを参考にして、

東員町でできること、そこらをこれから研究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。 

○議長（三宅 耕三君）      奈良あや子議員。 

○１２番（奈良 あや子君）   私が言いますのは、ニーズ調査をしたらどうかというのは、

どっちかと言いますと、まだまだ本人にとっては自分のことではないんですね。ですから、

調査票をもらったときに、ああ、自分が何年から定年になるのかな、あるいは、我が家で

妻と夫と、そういったことをテーマに話ができる。あるいは、どうやっていこうかということを

自分のこととして考える。そのきっかけづくりというのは、私は大きいと思うんですね。 

ですから、全対論ではなくて、個別に、今、年間６００人ほどが定年退職を迎える年齢な

んだということですので、対象者に対して、これから何に生きがいをもって生きようとしてい

るのかとか、もう少し細かく、大まかな全国調査のようなものではなくて、東員町の中で何

が求められているのかとか、何が必要なのかとか、という具体的なものがないと、やはり

通り一遍になっていくのではないかな。 

 ですから、出ていただくのが難しいということであれば、まず調査をしていく。その方たち



に、自分のこととして、自分は何をしよう、何ができるのか。それを家族で話し合っていく、

というようなきっかけづくりに大きな効果があるんではないかなというふうに考えておりま

す。 

 その上で、講演会をしながら退職後の生き方についてとか、生きがいについてとか、あ

るいは幾ら小さな町であっても起業する、自分たちで会社を起こしていく。単なるボランテ

ィアというのでは、やはり長続きはしないだろうと思いますし、さまざまな問題があろうと思

います。また、人材センターといいましても、人数が多くなって、仕事があるのか、というこ

ともありますので、自分たちでどんな仕事ができるのか、ということを探していただくという

ような、そういったことにも発展をしていかれるのではないか。そんなことも思いますので、

ぜひとも聞き取りでも結構ですし、アンケートでも結構ですけれども、何らかの形で、そう

いった方たちに、自分のこととして感じていただけるような施策を、ぜひ考えていただきた

いと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 もう一度、ご答弁いただけますでしょうか。 

○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。 

 いろいろのことを研究をさせていただきます。 

○議長（三宅 耕三君）      奈良議員の質問を終わります。 

 

 


