
○議長（三宅 耕三君）      続いて、１２番、奈良あや子議員。 

○１２番（奈良 あや子君）   私は、通告をいたしました６点について、順次質問をいた

しますので、簡潔に、明解なご答弁をお願いいたします。 

 初めに、少子化対策について伺います。午前中にも質問がございましたので、重複する

ところもあると思いますけれども、ご答弁をいただきたいと思います。 

 少子化対策は、地方分権が急速に進む中で、国がしなければならないこと、自治体で推

進しなければならないことが明確になってまいりました。今、あらゆる分野で、自治体間の

競争の時代に入ったといわれております。いかに住みよい地域をつくるか、子育てのしや

すい地域をつくるか、ということも大きな側面であります。我が町を今後も永続させるため

に、産業を育成し、若い働き手を結集して、子育てをしやすくする競争がますます活発に

なってくると思われます。 

 このようなことを認識し、積極的な取り組みをしている自治体と、そうでない自治体との

格差は、ますます大きくなります。これが政治の力だと思います。重点政策として、予算の

重点配分をするかどうかで大きな違いが出てまいります。 

 現在、東員町では、育児応援費の支給、小学３年生まで乳幼児医療費個人負担分の無

料化の実施、チャイルドシート補助、保育の充実、子育て支援センターの設置、ファミリー

サポートセンターの設置、ふれあい読書など、近隣市町にはない、さまざまな施策を展開

してきております。この点では、町長の政治姿勢を高く評価するものであります。しかし、さ

らにできる限りの施策を積極的に取り入れ、「子どもを産み育てるなら東員町」といわれる

町づくりのために、ご尽力をいただきたいと思います。 

 午前中のご答弁では、次世代育成地域支援計画を着実に実施する、このようなことでご

ざいましたけれども、まず町長に、今後の少子化対策の取り組みへの意気込み、決意、ご

所見を伺いたいと思います。 

 次に、具体的な事柄についてお尋ねいたします。 

 １つ、次世代育成支援地域行動計画について、推進会議の状況報告と今後の課題と取

り組みについて、お伺いいたします。 

２つ、妊産婦に優しい社会づくりへの取り組みとして、今年３月に、厚生労働省の「すこ

やか親子２１推進検討会」が一般公募で、「マタニティマーク」を決定いたしました。全国各

地の自治体や団体、個人で活用され、反響が広がっております。マークをつけたバッチ、



ストラップ、キーホルダー、駐車用カードなどを製作し、母子手帳の交付時に配布するなど、

妊産婦に大変喜ばれている、とのことです。本町でもマタニティマークの活用を提案いたし

ます。 

３つ目、妊婦検診の補助制度の拡大を提案いたします。今まで本町が行ってまいりまし

た少子化対策は、産まれ、育つ子どもたちへの支援であったと思います。しかし、６月定

例会でも申しましたように、子どもを産み、育てたいと願う人々への支援としての視点も重

要であります。このような意味から、妊婦検診への助成を行う自治体も出てきております。 

佐賀県唐津市では、妊娠５カ月以上の検診料の半額を助成する、という制度を今年４

月からスタートさせております。本町でも、安心して子どもを産むことができる環境を整備

する、という観点から、実施できないかと考えます。 

４つ目、出産費用として、親に現金支給をされております出産育児一時金の支払い方

法について、厚生労働省は、保険者から直接医療機関に支給する方法に改める改善策

をまとめ、本年１０月には都道府県知事に通知し、市町村など、保険者に改善を求める方

針と聞いております。この改善策は、保険者と医療機関が同意したところから順次実施す

る、というもので、強制ではなく、各保険者の任意での実施となる、とのことであります。そ

こで、今後、県の通知があり次第、本町でも実施に向けて早急な対応をされるよう、求め

たいと思います。 

以上、４点に対する生活福祉部長のご答弁を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）   奈良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。 

 少子化対策は、単に人口増加を図るものだけではなく、子どもを育てやすい環境を整備

することにより、子どもを産みやすい環境にすることでありまして、その結果、少子化に歯

止めがかけられる、と考えているところでございます。 

これまで多面に渡り、施策を実施してまいりましたが、その一つは、子育て家庭の経済

的負担の軽減を図る育児応援費の支給や、乳幼児の医療費助成の拡大であります。ま

た、共働きの家庭には、安心して就労できるよう、保育所の充実や、学童保育への支援

等に積極的に取り組み、子育てのしやすいまちづくりを目指してまいりました。 

また、子どもが欲しくてもできない夫婦に対し、不妊治療費の助成を制定し、積極的に



支援をさせていただいております。 

福祉の充実は私の重要な公約の一つでもありますので、少子化対策につきましても、

他の施策とバランスを保ちながら、財政的に許す限り、さらに充実してまいりたいと考える

ところでございます。 

ご理解をいただきますようお願いを申し上げます。 

○議長（三宅 耕三君）      松下忠生活福祉部長。 

○生活福祉部長（松下 忠君）   続きまして、次世代育成支援地域行動計画における

推進会議の状況報告と今後の課題と取り組みについて、お答えをさせていただきます。 

行動計画の推進につきましては、児童育成計画推進プロジェクトチームにより検討実施

を行っております。 

まず、国が示しています特定項目につきましては、計画のとおり実施できましたが、国

の補助基準にないファミリーサポートセンター事業につきまして、設置できることとなり、１

０月に開設を予定しているところでございます。 

また、その他の事業計画につきましても、目標量を若干下回っておるものもございます

が、おおむね計画どおり実施できており、今後も計画に沿って取り組みを行ってまいりた

いと考えております。 

次に、マタニティマーク普及の取り組みの推進を、とのことでございますけれども、マタ

ニティマークとは、妊婦保護のための「缶バッジ」でございまして、妊産婦が職場や交通機

関や喫煙時などの状況に応じて、このバッジを身につけることで、周囲が妊産婦への配

慮を行いやすくするという、優しい環境づくりを推進するものであります。 

平成１７年１２月から、産婦人科の一部の診療所で、妊婦の方に配布されるようになり、

妊娠・出産に関する安全性の確保のため、ポスターなどにより啓発を行っているところで

ございます。 

マタニティマークを身につける普及や地域の皆様が妊娠時期の母親支援運動にご参加

いただき、この運動の高まりと広がりが推進できるよう取り組んでまいりたいと考えており

ます。 



次に、妊婦検診の補助制度の拡大を、とのことでございますけれども、現在、母子保健

法の規定により、妊娠前期と後期に各１回と、出産予定日において、３５歳以上の妊婦に

は、超音波検査を１回、それぞれ公費にて検診を受けていただいております。 

ご質問では、さらに充実してほしい、とのご提案でございますけれども、現在、その考え

はございません。今後、近隣市町の状況を見ながら検討してまいりたいと考えておりま

す。 

最後に、出産育児一時金を保険者から医療機関へ支払う制度につきましては、政府及

び与党の合意により、本年６月２０日に、子育て支援等の推進のための改善事項の一つ

として、改善案が示されたところでございます。 

 今後、国から具体的な支給方法が通知されると伺っており、その通知により、適切に対

応してまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りますようお願いいたします。 

○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、町長からも、財政的に許す

限り推進をするんだと、そんなご答弁なんですが、次世代育成地域支援行動計画は、国

から決められました項目と年次、その辺について推進をする、ということなんだろうと思う

んですけれど、推進会議でどんな検討がされているのか、ということが問題だと思うんで

すね。ここに事業として挙げられているものは、計画に沿って何とかそれをやっていこうと

いう形で、今年度できるのか、来年度できるのか、という検討がされると思うのですけれど

も、そうではなくて、ここに載っている一つ一つの中から、もう少しソフトな部分、そういった

ところへの検討が本当にされているのかな、という疑問がありましたので、質問をさせてい

ただいたんです。 

 例えば子育て支援センターは、平成１６年度１事業で、平成２１年度も１事業だと。相談

や家庭訪問の実施が１６年度が１２０件で、２１年度も１２０件、全く変わりがないわけです

ね。それと、情報提供の充実ということにつきましても、平成１６年度実施が年１回、平成２

１年度目標も年１回と。果たしてこれで本当に子育てを支援しようという姿勢が見えるのか

な。現状維持でいく、ということではないのかな、というふうにしか私には見えないんです

ね。本気で取り組んでいるんだろうか、という姿勢が見えないわけですよ。その辺に対して、

町長にも本気になって取り組む姿勢があるのかどうか、というのをお尋ねをしたわけで

す。 

それと、現場では推進会議が定例化されているのかとか、以前にも質問したんですが、

定例的にきちんと、今問題になっていることは何なんだろうか、計画の中に載っている一



つ一つを、どこまで、いつ、どういう形で検証するのか。そういうこともなくて、この事業をや

っていけばいいんだという考え方では、私は少し違うんじゃないかなと。本当に子育て支

援を一生懸命やっていこうというのであれば、その辺まで踏み込んで、プロジェクトチーム

があるわけですから、きちんとした検討課題、テーマを決めて議論をしていく。そういった

取り組みをぜひしていただきたいと思います。 

 それと、マタニティーマークは推進をしますということですし、妊婦検診は考えてはいない

と。出産育児一時金は、通知があり次第対応していくんだと、そんなご答弁をいただきまし

た。もう一度、しっかりとした検討をぜひ望みたいと思います。 

きょうは時間がございませんので、その辺でご理解をいただきたいと思います。 

 ２問目ですけれども、「認定こども園」について、お伺いをいたします。認定こども園は、幼稚

園と保育所の機能をあわせ持ち、就学前の乳幼児を受け入れ、教育、保育を一体的に提供

するとともに、育児相談や親子の集いの場を提供するなど、地域に密着した子育て支援を行

う複合施設であり、先の通常国会で成立した、幼保一元化法に基づいて整備されるものであ

ります。 

その認定規準が、厚生・文部両省から告示され、県の条例づくりが進んでおります。本町

では６小学校区のうち、４小学校区で既に幼保一体の施設が整備され、笹尾地区の整備を

残すのみとなりました。関係者のご努力に敬意を表したいと思います。 

 そこで、今後の施設整備と認定こども園に対する方向性を伺いたいと存じます。 

○議長（三宅 耕三君）      石垣征生教育長。 

○教育長（石垣 征生君）   奈良議員の、認定こども園に関するご質問にお答えをいたし

ます。 

文部科学・厚生労働の両省は、幼稚園や保育所等における小学校就学前の子どもに関す

る教育・保育・子育て支援の総合的な提供を推進するための法令等を整備し、「認定こども

園」制度が、１０月１日から施行されることになりました。 

県では、認定施設の基準等を定めるために、学識経験者等で構成する「認定こども園」認

定基準条例検討会議を開催し、円滑な実施に向けて、条例の制定を進められているところで

ございます。 

本町の認定こども園の取り組みにつきましては、現在、三和・稲部・神田・城山地区で幼保

の一体的施設の整備が完了しており、笹尾地区の整備が完了した時点で、検討してまいりた

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）   笹尾地区の整備が完了して、それから検討するというお話な

んですが、昨日、あるところからお話を伺いまして、東員町は認定こども園をやらないんだっ

てね、という県の関係者の方からお話を聞いたんです。いや、そんなことはないと思いますよ、



というお話をしたんですが、ともかく認定こども園というのは、保護者自身の子育て力の向上

を積極的に支援するために、子育て相談ですとか、親子の集いなどを、週３回以上開設する

ことなど、ということを例に挙げておりますし、また、保育の充実とか育児支援家庭訪問、地

域の子育て情報の提供、紹介、こういったさまざまな事業を提供する。それと同時に、地域の

人材や社会資源を活用して、子育て支援策を提供するように、この施設ではしなさいよ、とい

うふうに促しているわけです。 

そういう意味から言いますと、今の厚生・文部両省の管轄される保育所と幼稚園という一

体的な整備ではありますけれども、あくまでも管轄は別々の、そういった施設というのとどう

違うのか。東員町でやっている方法は、ほとんどガイドラインにも沿って、内容的には同じな

んだろうというふうに理解をするんですが、こども園にすると、どんなメリットがあるのか、とい

うと、子育て支援を重点的にできる、それは保護者にとって非常に大きなメリットであろうと思

うんです。それと同時に、子育て支援というところに重点を置けば、保育料を下げることも、こ

の機会にできるのではないか。短い時間の子どもの料金、長い時間の子どもの料金、あるい

は延長保育の料金、そういったさまざまなことを勘案して、東員町の中で、東員町の保育所、

あるいは「認定こども園」というのは非常に充実しているよ、という施策が打てるのではない

か、そういうことを考えております。それは保護者にとっては非常に大きなメリットであろう、そ

ういうふうに思っております。 

 そういった意味で、早急に、認定こども園への移行というのを十分検討いただきたいという

ふうに思います。 

 もう一つは、先日、笹尾幼稚園で、教育委員会から、施設整備に関する説明があった、とい

うふうに保護者の方からお聞きをいたしました。私どもも、今後の計画については何も聞いて

おりませんので、どのような経緯があったのか、その辺について、とりあえず説明を求めたい

と思います。 

○議長（三宅 耕三君）      石垣征生教育長。 

○教育長（石垣 征生君）   実は、私ども、笹尾地区の整備の方向性につきまして、保護

者の皆さんの意向調査を、７月の下旬にさせていただいたところでございまして、そのときに、

現在私どもが進めております、一体的な保育教育の実態についての質問がたくさんございま

して、その質問については、早い時期に、お答えをしておいた方がいいだろうということで、ち

ょうど保護者の皆さんのお集まりになる機会がございましたので、現在実施をしております、

三和地区の園長先生に同行いただきまして、さまざまな質問にお答えをさせていただいた、

ということでございまして、決して、笹尾地区の整備方針についての説明会を持った、というも

のではございませんので、ご理解をいただきたいと思いますし、笹尾地区の整備の方向性に

ついては、これから調査結果等をもとに、関係の皆さん方と十分協議をして進めさせていた

だこうというふうに考えておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○議長（三宅 耕三君）      奈良あや子議員。 

○１２番（奈良 あや子君）   実は、保護者の方がお聞きをしたのは、もう既に再来年ぐら



いから、幼保一体の施設ができるような話で、どうなるんだろうと、保護者の方たちがみんな

で不安を持って話をしていたんだよ、というそんなお話だったわけです。 

私が考えますのは、誤解を与えてしまうような説明会といいますか、そういった持ち方とい

うのは非常に疑問だな、というふうに思うんですね。まして今後、これで本町における幼保一

体の施設の整備を完了しようという間際になりまして、住民が混乱するようなやり方というの

はどうなのかなと。いかがなものかと。あたかも幼保一体、一元化の施設でいくんだよ、とい

うふうに父兄がとらえてしまうような説明不足といいますか、言い回しがそうだったのか、その

辺はよくわかりませんけれども、確かにそういう誤解を与えてしまったということに、教育長、

しっかりと目を届かせていただきたいなと。慎重な対応を求めたいと思うんですね。それも教

育委員会から３人と、三和の園長がついていって、というそれだけ聞いたら、説明会なんだ、

というふうにとらえてしまう。事前に父兄に対して、文書ででも、こういうことについて、こういう

会を催しますので、ぜひご参加ください、という案内をきちんと出していただくとか、打てるべ

き手は打っていただいた上で、ぜひ開催をしていただきたいというふうに思います。 

 もし、この件に関して何かありましたら。 

○議長（三宅 耕三君）      石垣征生教育長。 

○教育長（石垣 征生君）   大変説明不足といいますか、誤解を招くような説明会になった

こと、申しわけなく思っておりますが、先ほど申し上げたような趣旨でございますので、どうぞ

ひとつご理解をいただきたいと思います。これまで、私どもずっと一連の整備の流れを見てい

ただければ、おのずとご理解いただけるんではないかなと、そんなふうにも思っておりますが、

十分これから協議をさせていただいて進めさせていただきたい、こんなふうに思ってますので、

どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（三宅 耕三君）      奈良あや子議員。 

○１２番（奈良 あや子君）   それでは３点目の質問をいたします。 

 高齢者虐待の防止について、お尋ねをいたします。 

 高齢者の人権を守るための高齢者虐待防止法が、今年４月１日施行されました。法律では、

今まであいまいだった高齢者虐待の定義が明確になりました。しかし、法律が整備されたか

らといって、問題がすべて解決するわけではありません。市町村の相談窓口は、地域包括支

援センターが想定をされておりますが、個々の虐待事例に具体的にどう対応するのかの体

制整備が進まなければ、人権保護は絵に描いたもちになってしまいます。 

公明党三重県本部では、７月下旬に、県内の全市町村に、今後の施策の参考とするため、

現況と課題について、アンケート調査を実施し、２９の全市町から回答をいただきました。ご

協力をいただきました担当者の皆様に、心から御礼を申し上げます。 

 調査結果では、虐待は大幅に増加をしております。これは法が施行され、虐待を発見した

家族や施設職員に、市町村への通報義務が定められたことによって、隠れていた虐待が表

面化したのではないかと見られますが、本町でも昨年３件、今年は現時点で既に３件、との

回答でした。また、相談窓口を整備し、虐待防止連絡協議会の設立を予定し、虐待防止の地



域づくりも検討している、との東員町の回答でございました。そこで、今後の本町の取り組み

について、高齢者対策特命監にお伺いをいたします。 

 １つ、高齢者虐待防止の体制整備をどのようにお考えなのか。 

 ２つ、虐待に対する認識や対応などの周知と啓発の取り組みはどうされるのか。 

 以上、ご答弁のほどお願いをいたします。 

○議長（三宅 耕三君）      伊藤清重高齢者対策特命監。 

○高齢者対策特命監（伊藤 清重君）   奈良議員の、高齢者虐待防止についてのご質問

にお答えをいたします。 

まず､１点目の、体制整備はどのように考えているか、というご質問でございますが､相談

窓口となる地域包括支援センターに、虐待発見者からの通報があった場合、直ちに緊急性

の判断を行い､必要に応じて、医療機関、また警察等に連絡が行えるような体制整備が必要

でございます。 

また、民生委員協議会も、高齢者虐待を未然に防ぐための研修会に参加するなど、積極

的に取り組んでいただいておりますが、現在のところ、高齢者宅への訪問等によりまして、民

生委員やケアマネジャーからの情報をもとに対応しているところでございます。 

今後、夜間・休日等を含め、対応できる体制の整備が急務となってきております。このため､

地域包括支援センターでは、町民の実態把握等により、支援を必要とされる高齢者を見い出

し､支援や継続的な見守りを行い､問題の発生を防止するためにも、民生委員、地域住民、社

会福祉協議会、行政機関等からなるネットワークづくりを現在進めているところでございま

す。 

次に２点目の、虐待についての認識や対応などの周知と啓発は、というご質問でございま

すが、高齢者虐待について、昨年度までに３件の通報があったと聞いております。先ほど奈

良議員、本年度３件と言われましたけれども、現在のところ、通報は受けておりません。 

また、通報を受けた場合、高齢者の安全確保、通報等に係る事実確認、あるいは立入調

査や警察署長に対する援助要請等速やかな対応が求められるところでございます。 

包括支援センターといたしましては、ネットワークづくりが整い次第、町民の方へ周知と啓

発等を行いたいと考えておりますので､ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（三宅 耕三君）      奈良あや子議員。 

○１２番（奈良 あや子君）   今、ご答弁いただいたんですが、虐待に対する相談、通報の

件数が、昨年度３件、本年度は３件という回答をいただいているんですが、今年度はないとい

うことですか。そうすると、この回答はおかしいですね。 

 虐待といいますのは、虐待をしている側も受けている側も、それが虐待という認識が非常に

薄い。これが虐待に当たるんだ、ということすら認識をしていない。ですから周りも我々も、現

場に行って、これが虐待なんだと。例えば言葉もそうですし、身体的なものもそうですし、経済

的なこともそうですし、そういったことを認識をする。まずそこから始めていかないと難しいか

な。当然、体制整備は並行して、どんどん進めていっていただかなければならないと思うんで



すが、そういった意味では早急に広報で特集を組むですとか、あるいは、さまざまな機会に

出かけていって、高齢者虐待に対する認識を深めていただく。そういった取り組みを、ぜひし

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。 

 次に４点目、町長にお尋ねをいたします。 

 町長には、福祉施策について、お尋ねをいたしたいと思います。 

 けさほど来、町長に対する政治姿勢の質問がたくさん出ておりましたが、私は福祉の基本

的な考え方について、確認をしておきたいと思います。 

 国は地方分権の名のもとに、さまざまな権限を地方に移譲し、できる限り生活に密着した課

題は、それぞれの自治体で創意工夫し、住民と協働してサービス提供すること、という方針で

あります。 

自治体の取り組み次第で福祉が後退するのも事実であります。国でできない福祉は地方

で補完しなければなりません。財政的に厳しいからといって、費用対効果という効率性だけで

議論すべきものではないと思います。福祉はセーフティネットであります。いざというときに必

要なのが福祉の制度であり、利用がないから制度は要らない、というものではありません。 

このような観点から、福祉の後退は住民の理解を得ることはできません。特に多くの住民

の健康づくりや病気の早期発見、病気の重篤化を防ぐ効果がある検診事業など、国や県が

実施しなくなったからといって、本町でもやめるというのではなく、これこそ町の単独の制度と

して実施すべきものであると考えます。現在実施している制度をやめるというのは、後退以外

の何ものでもないと思います。また、国の新しい法律によって新たな負担が生ずる場合には、

できる限りの軽減措置などを考えるべきであります。地方の時代といわれる今こそ、それが

できると思います。 

町長は、福祉最優先の町政を目指している、というふうに認識をしております。財政は年々

厳しくなることは周知のことでありますが、本町の福祉は決して後退させない、という町長の

決意を伺いたいと思います。 

 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）   福祉政策について決意を、ということでございますので、述べさせ

ていただきます。 

本年４月に障害者自立支援法が施行され、身体、知的、精神の三障害が一つの法律のも

とで位置づけられ、市町村の役割が非常に大きくなりました。 

このような中、各自治体が必死にさまざまな福祉施策に取り組んでいるところですが、今

後は市町村間の格差が拡大するものと考えております。 

現在は、国は小さな政府を目指し、その権限を次々と地方に移譲してきております。また、

地方は、事業の民間委託を積極的に行い、経費の削減とともに、費用対効果を求めるように

なってまいりました。費用対効果を求めるのは、行政を預かる私にとりまして、当然のことと

考えるわけであります。 



ご指摘のとおり、福祉につきましては、必ずしも効率性や数値の論理だけではいけないこ

とは、十分理解をいたしております。先ほども申し上げましたが、福祉の充実は私の公約の

一つであります。行政バランスを考慮し、今後もできる限りの取り組みを行ってまいりたいと

考えるところでございますので、どうかご理解をいただきますよう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）   町長が、福祉を最重要課題として最優先に取り組むんだとい

う姿勢を言っていただいたと思います。それで、先ほどから申しておりますように、検診事業

ですとか予防接種などで、実施をしなくなる、そういった事業がございますが、これを再検討

されるおつもりがあるのかどうか。再度、お尋ねをいたしたいと思います。 

○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。 

 ご質問は、検診の関係だと思います。いろいろ基本健診というんですか、そこらが絡んでお

ると思いますけど、私どもとしては、相手の受け入れもありますけども、基本的に、どなたも人

間ドックを、病院と申しますか、施設で受けていただける方向で、今検討をさせていただいて

おります。相手の受け入れ先の数とか、そんなことも絡んできますけども、できる限り施設の

病院で、１日の人間ドックを受けていただけるような方向で、これからもきちっとさせていただ

きますので、ご理解をいただきたく思います。 

 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）   町の検診ではなくて、どなたも病院で人間ドックを受けてくだ

さい、ということになりますと、国保の方だけを対象とするということではなくて、すべての町民

に対して、というふうに受け取ってもいいんでしょうか。ですからすべての町民は、いろんな制

度によって、町の検診が受けられなくても、人間ドックで１年に１回ぐらいは検診を受けてくだ

さい、という方針でいくんだというふうに理解をしてよろしいでしょうか。 

○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。 

 その辺が非常に難しいところと申しますか、本来であれば、町としては国民健康保険の加

入者を対象とし、ほかの勤労者の皆さんにとっては、共済組合とか他の健康保険でございま

すので、多分その対応はいろいろしてみえます。最終的には個人の負担金の問題、どれだけ

負担をしていただけるか、その辺が絡んでくると思います。他の健康保険組合とか、いろいろ

なところで、同じ額の負担金であれば、企業で受けていただくということもできますけども、そ

の辺が行政との絡みと申しますか、出てまいろうかと思います。 

施設等とお話をしていただいている段階では、隣のいなべ市との絡み、そんな方向も出さ

れておりますので、今後そういうことも、東員町ばかりではなしに、お隣の市の施設といろい

ろ検討させていただきまして、ぜひそんな方向でいきたいということで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）      奈良あや子議員。 

○１２番（奈良 あや子君）   そうしますと、非常にその辺の受けとめ方がこちらも難しいわ

けですね。今まであった町の検診を、毎回自分の健康のために受けていた。今回からこれが

受けられなくなる。そういう方たちが、何でなのかと。そしたら、今度から人間ドックを受けてく

ださいよと。そのかわり負担金が出ますよ。５，０００円、１万円と言われたときに、いや、もと

の検診の方がいいんだ、という人たちがたくさん出てくる可能性だってあると思うんですね。

その辺十分に、町民の皆さんの健康管理の問題ですので、命にかかわることですので、１人

でも多くの方たちが検診を受けていただける方向というのを考えていただきたいというふうに

思います。 

 次に、ペットの飼育とドッグランの設置について伺います。 

 ストレスの多い時代にあって、アニマルセラピーの必要性や効果は大きいと考えております。

しかし、平成１５年３月定例会でも提案をいたしましたように、ペットに対する苦情や感染症も

問題であり、獣医師による講演会や講習などもすべきである、というふうに考えております。

それと同時に、飼育のマナー教室なども開催して、そのマナー教室を終了したものには、ドッ

グランなどを中部公園などに設置をいたしまして、それが利用できるというふうにできないだ

ろうか。マナー向上の施策として有効だというふうに考えておりますが、町長のご所見を伺い

たいと思います。 

先ほども同僚議員から、犬のふんの問題、そういったこともありまして、公園の中で犬も散

歩ができるんだよ、というふうに言われておりますが、マナーの問題というのは疑問に思うと

ころもたくさんありますので、そういったことも考慮した上で、ドッグランの設置が可能かどうか、

あるいは講演会とか講習とかマナー教室、こんなものができないだろうかということに対して、

町長のお考え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）   ペット飼育とドッグランの設置について、お答えをいたします。 

 平成１５年３月定例会でご答弁させていただいたように、近年、ペット動物を飼われる方

が多くなってきており、ほとんどの方はマナーを守っていただいておりますが、一部心ない

方が責任を持って飼われていないために、苦情も多く寄せられております。 

特に、犬や猫に対する苦情が多く、犬ふんの後始末やノーリードによる散歩、また、猫

に関しましては、ふん・尿による悪臭や庭を荒らすなどの苦情であります。 

ペット動物を飼育するには、動物についての正しい知識を持ち、ペットの健康を守り、他

人に危害を加えたり迷惑をかけないようにすることなど、飼い主としての自覚と責任を身

につけていただくことが大切である、ということは言うまでもありません。 



町といたしましても、これまでさまざまな機会を見て、広報やプラムチャンネルを通じて、

また看板等を設置してＰＲに努めてまいりましたが、なかなか、すべての方のマナーが向

上している状況には至っておりません。 

そこで、今後の取り組みでございますが、議員ご提案の講演会や、マナー教室を開催

することも、有効な手段であると思いますが、引き続き広報等を通じた啓発に努めてまい

りますし、獣医師会や保健所とも連携を密にしながら住民への個別的な対応をしていくほ

か、人とペットが仲よく暮らせるまちづくりに努めてまいりたいと考えております。 

次に、ドッグランの設置につきましては、一般的には公園を中心に設置されております

が、私どもの考えといたしましては、公園は人が集い、憩う場所として考えております。ま

た、ドッグランの設置場所や衛生上の問題、運営管理をどうするか、などの問題もありま

す。さらに、ドッグランの必要性を周りにも認識してもらうことが不可欠であると考えており

ますので、研究はさせていただきますが、現在のところ、ドッグランを設置する考えはござ

いませんので、よろしくご理解を賜りますよう、お願いをいたします。 

○議長（三宅 耕三君）      奈良あや子議員。 

○１２番（奈良 あや子君）   ドッグランにつきましては、全国的にもいろいろな検討がされ

て、問題点等もいろいろ言われております。しかし、要望が多いのも事実でありますので、そ

ういった意味では、十分な検討を重ねていただきたいというふうに思います。 

 最後に、会計制度改革について伺います。 

 総務省は、すべての地方自治体に対して、国に準拠した財務諸表の作成を求める方針を

固めたと聞いております。貸借対照表、行政コスト計算書、資金収支計算書、純資産変動計

算書を作成、公表しなければなりません。人口３万人以上の都市と都道府県には３年以内に、

人口３万人以下の市町村には３年程度の準備期間を認めるとしています。本町はどのような

方針で準備を進めているのか、伺いたいと思います。 

 財政状況を明示することによって、次の年度の予算に反映をさせたり、将来のために何を

準備すべきなのかなど、本来のまちづくりの姿勢が明確になると考えます。早急な取り組み

を求めるものであります。 

助役の答弁を求めます。 

○議長（三宅 耕三君）      安藤修平助役。 

○助役（安藤 修平君）   会計制度改革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、貸借対照表、いわゆるバランスシートにつきましては平成１２年度

から作成し、公表をさせていただいております。 

現在のバランスシートだけではなく、ご指摘の他の３つの財務諸表もあわせて作成・公



表することが、地方公共団体の全活動を総合的にわかりやすく説明する観点や、行財政

改革を推進する中で、行政の効率性や合理化等の状況を、よりわかりやすく住民に説明

していこうとする観点からも有意義であると思われますし、地方公共団体が積極的に説明

責任を果たしていく上で有効なツールにもなる、と考えるところでございます。 

また、行政コストを明確に把握し、コストと行政活動の効果を対比させることにより、行

政活動の効率性を検討することができ、本年度から取り組みを開始いたしました「行政評

価」にもつながってまいりますので、「行政コスト計算書」につきましては、平成２０年度に、

作成・公表を行う予定で考えております。他の財務諸表におきましても、順次、作成すべく

研究をし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に、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）   ご答弁をいただいたんですけれども、今、行政評価制度の

準備をしているものに対して、コスト計算書などを公表するという、そんなことですかね。そ

ういったことで、これから順次していくんだと、そんなご答弁なんですが、私は先ほど来、

大変多くの提言をさせていただいております。 

ここ数年来、本町の決算の実質収支というのが、平成１５年度が約５億３，４００万円、

平成１６年度は約６億７，３００万円、平成１７年度では、今年度決算が上がっております

が、７億３，６００万円、これは黒字であります。単年度決算ということから考えますと、単

純にいきますと、まだ事業や住民サービスができるのではないか、そういうふうに考えても

不思議ではないと思います。ですから住民の皆さんが広報で、今年度決算黒字ですよ、こ

んなにお金があるじゃないの、というふうにとらえられてもいた仕方がないと思います。 

それに対して住民への説明責任、この黒字が何を意味するものなのか、きちんと検証し、

将来的なものも考えながら、住民への説明責任を果たさないといけない、というふうに思

っております。 

そういった意味から、早急に会計制度改革に取り組んでいただきたい。早急にしていた

だかないと、住民がこれから先、本当に大丈夫なの、という不安はぬぐえないと思うんで

すね。町長は自分の中で、こういったものを把握し、これならいけそうだ、というふうに思っ

ていらっしゃるんだと思うんですね。でも住民は、その辺がわからないと思うんです。です

から私どももそういった意味から、年々黒字になっている決算というのを、きちんと検証す

べく取り組まなければいけないな。そういった意味では、こういった財務諸表というのは大

きな力になるな、というふうな考え方を持っております。 



私どもがいろんな提言をし、事業計画をぜひやってほしいと言うには、ある意味、財政

的な裏づけというのは大きな力ですので、どうしても赤字が続いているのに、あれをやれ、

これをやれということは言えませんので、そういった意味では、黒字で、どこまでのことが

住民に還元ができるのかとか、どこまで黒字はこういう形でこうしていかなければいけな

いんだ、これに対応するんだという明確なものを、ぜひ今後、きちっとした形で出していた

だきたいというふうに思います。 

 一度、町長の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。 

 いろいろの諸表の関係、バランスシートをはじめ、今言われておる指標は、きちっと出さ

せてもらいます。ただ、実質の繰越の関係でございますけど、基本的に前の年度からの

繰越があって、残っていっておる、そんな状況でございます。そんなことで、この後、補正

予算等でご審議いただくわけでございますけども、本来でありますと、国の言っている会

計上というのは、繰越をした場合は、半分は財政調整基金に積みなさいよ、というふうに

なっているわけでございますので、単年度、本当の黒字の額がいくら、そういうことになっ

てまいりますと、そんな大きな額ではございません。そんなことで、この後の補正予算等の

ところで、皆さんといろいろご議論をさせていただきますので、よろしくお願いをしたいと思

います。 

○議長（三宅 耕三君）      奈良あや子議員。 

○１２番（奈良 あや子君）   政治は住民にわかりやすく、広報で公表されているものが

すべてだ、というふうに住民は取っていきますので、その辺も明確に、住民にわかりやすく

していただくというのをお願いをいたしまして、質問を終わります。 

 ありがとうございました。 

 


