
○議長（三宅 耕三君）      日程第１「一般質問」を行います。 

 順番に発言を許します。 

 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大きく３点の質問をいたしますので、明解なるご答弁をよろし

くお願いいたします。 

まず１点目は、安心・安全の町づくりについて、総務部長にお伺いをいたします。 

私は、今までもこのテーマで、さまざまな視点から質問をしてまいりましたが、再度、防

犯・防災という観点から確認と提案をいたしたいと思います。 

まず、東員町に新しく設置される予定の交番について、現在用地が整備されております

が、住民の皆様から、いつ開所するのか、どんな内容なのかなど、問い合わせがござい

ます。そこで交番の概要と今後のタイムスケジュールを再確認しておきたいと思います。 

また、新しい交番が設置されますと、笹尾の派出所は閉鎖をされますので、昨年３月定

例会でも質問いたしましたが、地域防犯や防災力の向上を図るために、地域拠点の設置

とネットワーク構築のために、笹尾派出所の活用ができないかと考えます。 

総務省は平成１５年度から地域コミュニティの住民パワーを生かし、自主防災組織など

を核に、地域のさまざまな団体が広く連携し、防災・防犯活動を行う、地域安心・安全ステ

ーション整備モデル事業を実施しています。この際、笹尾・城山地区の防犯や防災の拠点

づくりとボランティアなど、任意の団体のネットワークづくりを進める取り組みを、ぜひ実施

されるよう提案をいたします。 

次に、私たち総務建設常任委員会は、香川県三木町を研修してまいりました。三木町

の自主防災組織は、自分たちの地域は自分たちで守るという意識で、きめ細かな地域の

情報が共有され、いざというときの避難体制まで計画されていました。個人情報は大切で

ありますけれども、地域で助け合うという目的では、情報を共有することの重要性を感じま

した。また、防災情報メールの配信や防災ラジオを導入し、災害時の正確な情報提供を

行っております。 

鹿児島市におきましては、安心ネットワーク１１９、災害情報等メール配信サービスの提

供を、今年８月３０日から消防局で開始したということであります。豪雨のときなどに避難



情報の伝達が遅れ、被害が拡大するという事態が全国各地で起きていることから、緊急

情報を住民に迅速、確実に伝えるというもので、配信内容は、鹿児島市内で発生した火

災・救助・自然災害などの情報はもちろん、台風・大雨などの気象情報、避難勧告などの

情報、避難所開設情報を、携帯電話やパソコンにメールで配信するというものです。 

そこで、本町においても防災ラジオの導入や災害情報等のメール配信をぜひとも実施

すべきと考えます。 

以上、ご答弁のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（三宅 耕三君）      近藤洋総務部長。 

○総務部長（近藤 洋君）   おはようございます。 

 それでは、ただいまの奈良議員からご質問の「安全・安心の町づくりについて」お答えを

させていただきます。 

まず、東員交番についてでございますが、既にご承知のとおり敷地造成を終え、先月、

交番本体の建築が着手されたところでございまして、来年４月に開署予定と聞いておりま

す。 

署員７名プラス相談員１名の２４時間体制と伺っておりますので、これまで以上に地域

にとって安全で安心できるものと確信をいたしております。 

 次に、笹尾派出所の活用についてでございますが、昨年、３月定例会でも答弁いたしま

したように「地域安心安全ステーション」モデル事業は、消防庁が総務省、警察庁と連携し

て取り組んでおりまして、各地域の集会所や消防団詰所などの公的施設に資機材や情報

を集約して、施設を地域の安心･安全活動の拠点として、地域の支援をするものでござい

ます。 

全国的に「地域安心安全ステーション」の活動拠点となる施設の利用といたしましては、

公民館（５９）、消防団詰所（３）、小中学校（６）、空き交番（２）、その他の公共施設（２８）、

その他（２１）ということで、約半数が地区の公民館を活動拠点施設として利用されており

ます。 

また、町内の自主防災組織については年々充実をしていただいているところでございま

すが、その拠点としては各自治会の集会所を利用されているのが現状でございます。 



このことから、奈良議員が提案されている笹尾派出所を「地域安心安全ステーション」

の活動拠点となる施設としてはどうかということにつきまして、私といたしましては、地域で

活用する場合に、管理所在と責任上の問題を整理する必要がございますが、警察官の立

ち寄り所、または笹尾地域での防犯活動としての場などへ活用するのが適当ではなかろ

うかと考えております。 

ただ、警察官の立ち寄り所として利用する場合、当然警察関係との協議も必要でござ

いますし、また、防犯活動の拠点として利用するについては、地域の自治会長をはじめ、

関係者の方のご意向やご意見もお聞きする必要があると考えております。 

 次に、防災ラジオと防災行政メールについてでございますが、現在の防災行政無線につ

いては、家の中にいると聞こえない、聞き取りにくいというご意見を、これまでも多くの住民

の方々からお聞きをいたしております。 

私どもも、以前より防災行政無線の受信機については検討しておりまして、情報収集や

見本品の取り寄せを行うなどして導入の方向で進めてまいりました。今後、試作機による

町内の受信状況の確認を行う予定でございまして、早期導入を図っ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。 

 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）   地域安心安全ステーション整備モデル事業なんですが、

総務省は平成１７年度のモデル事業の実施団体の中から、活動事例として１０団体を挙

げて、こういう活動をしておりますというような事例集ができております。本町でも各自治

体でハード的にも資機材を置いてあるとか、地域の集会所が拠点になっているとか、とい

うのはあるんですけれども、そういったところと同時に、ネットワークづくりをしてはどうかと

いう提案を申し上げているわけです。 

 というのは、各自治会それぞれとともに、そういった団体、自主防災組織だけではなくて、

学校の下校時に見守り活動をしていただいております方ですとか、犬の散歩をしながら地

域の見回りをしているというような、さまざまな防犯活動をしていらっしゃる方たちとか、あ

ると思うんですね。そういった方たちの交流の場、あるいは情報提供ができる場というよう

な形で、ネットワークを推進するためのところに活用してはどうか。 

そこには、先ほど言われましたけれども、管理上の問題というのは一つクリアをしなけ

ればならないと思うんですけど、そういった意味では、ある意味、防犯・防災に関心のある



方たち、そういった方たちを公募していただきまして、何らかの会議のようなものを立ち上

げて、そこから意識のある方たちから進めていただき、徐々に管理面も含めてご協力をい

ただくというような、そういったことも可能かと思いますので、ハード面というのは案外クリ

アできるかなというふうに思うんですが、ソフト面での充実というので、今も盛んに言われ

ております震度７以上の地震を起こす活断層というのが、私どもにも影響がある地域であ

りますので、いつ何時、そういった災害が起こる可能性というのは予測しかねますので、

そういう意味では、地域の皆さんの意識の高揚ということも含めて、ぜひこういったことに

取り組みをいただきたいなというふうに思うわけです。その意味で、ソフト面での充実とい

うのを、もう一度ご答弁をいただけますでしょうか。 

○議長（三宅 耕三君）      近藤洋総務部長。 

○総務部長（近藤 洋君）   先ほどもお答えをさせていただきましたけれども、現在の

笹尾の派出所がこの４月から東員の交番に移るということで、現時点では、とりあえずは

警察官の方の立ち寄り所という形で考えております。といいますのは、これまで長期間に

わたりまして、笹尾地区に派出所という形で存在しておりますので、警察官の方の姿を、

絶えずその地域で見かけるという、そういったことが防犯に役立つのではないかということ

で考えております。 

 防災関係につきましては、現在、笹尾・城山、在来のところも同じでございますが、自主

防災組織の立ち上げにご尽力をいただいておるところでございまして、その中心拠点とな

っておりますのは、集会所ということになっております。自主防災組織が、さらに東員町全

域で充実する過程の中で、それを取りまとめるというんですか、意見交換とか、集中的な

関係も出てきますので、そういった面につきましては、町としても努力をしていかなければ

ならないということで考えております。 

 防犯につきましては、先ほど言われました犬の散歩とか、いろんな方々が防犯にはご協

力をいただいておりますが、私の立場の方から見ますと、防災中心で考えておるところで

ございますが、防犯の担当課ともっと詰めまして、ネットワークづくりといったものを構築し

ていきたいとは考えておりますので、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、もう一度確認をしたいのですが、笹尾の派

出所の活用は可能なわけですね。それと、警察官の立ち寄り所という形にしておくというこ

とになりますと、見た目には今も空き交番同然ですので、実際は今とそんなに変わりはな

いというふうに理解をしてもよろしいでしょうか。 



○議長（三宅 耕三君）      近藤洋総務部長。 

○総務部長（近藤 洋君）   警察官が立ち寄られるということで、その辺につきましては

これから協議をさせていただいて、どういった方法が一番ベターであるかということで考え

ていきたいと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（三宅 耕三君）      奈良あや子議員。 

○１２番（奈良 あや子君）   それでは２点目の質問をいたします。 

 企業誘致の取り組みについて伺います。 

 今年の３月定例会の議員の全員協議会で、町長から今後、財源確保や雇用の場を創

出するために企業誘致に取り組みたい、との話がございました。政策的には大変重要で

あると考えますが、工業用に提供できる土地の確保は非常に難しいと思います。都市計

画上の問題や民有地がほとんどであり、地権者の意向なども考えなければなりません。 

そのようなことから、町長は企業立地対策特命監を４月から配置し、政策を推進してき

ました。そこで現在までの活動状況と今後の見通し、そして企業誘致のために具体的にど

のような計画をお考えなのか、伺いたいと思います。 

 以上、対策監にご答弁をいただきたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      太田進企業立地対策特命監。 

○企業立地対策特命監（太田 進君）   企業誘致につきましては、これまでもお話をさ

せていただいてきておりますが、ご承知のとおり、現在町内において誘致につながる適地

が存在していない状況であります。 

そのような中で、可能性を含んだ候補地の拾い出しや、それに対応できる進出企業等

の有無などを主として、県企業立地当局と情報交換を行ってまいりました。今後も引き続

き情報収集に積極的に取り組まさせていただきます。 

あわせて、先ほど申し上げましたように、適地が存在しないことから、まず穴太地内弁

天山東側山林につきましては、土地の高度利用の促進ということからも、都市計画マスタ

ープランの見直しの作業も手がけておりまして、より企業進出が図られやすい環境も整え

てまいりますので、ご理解のほど、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）   私は議員の有志の方々と福島県の猪苗代町、会津若松

市、新潟県の五泉市を視察をしてまいりました。特に企業誘致の取り組みにつきましては、

それぞれの自治体とも、合併したところ、しないところに関係なく、税財源や雇用の確保、

定住化促進などの観点から、積極的な取り組みをしております。 

特に猪苗代町では、魅力ある就業の場を確保し、定住化促進を図るとして、３つの戦略

が考えられております。 

 １つは企業訪問活動を強化するとして、首都圏への誘致開拓を実施しております。２つ

には、企業誘致推進体制の強化として、企業誘致アドバイザーを設置し、３つには、誘致

企業への優遇制度を強化をするという、そういった３つを実施しております。優遇措置は、

他の自治体等でも財政力に応じてさまざまな実施をいたしておりますけれども、東員町に

とりまして、まだ現在、提供する土地がないという状況の中で、私には具体像というのが

見えてきませんので、町長が対策監を設置してまで推進をしようとしてきている、その想像

できる形というのか、それがお示しをいただけるとありがたいなというふうに思うのと、それ

からこれを推進するために、今、対策監お一人で、県と協議をしながら推進を進めている

のかなと思うのですが、推進体制というのを何らかの形でもう少し整備をする必要がある

のではないのかなというふうに思うのですが、その点に関して、ご答弁をお願いいたしま

す。 

○議長（三宅 耕三君）      太田進企業立地対策特命監。 

○企業立地対策特命監（太田 進君）   お答えさせていただきます。 

 今後の具体策ということでございますけども、先ほどもご答弁させていただきましたとお

り、さらに県や関係機関と連携し、推進を図るために、他町の事例をお示しされましたよう

に、私どもも企業誘致促進条例を含めた優遇措置などの設置をし、支援等の検討をして

まいりたいと、今は思っております。 

 それと推進体制ということでございますけども、私は１人ではなくて、政策推進課の担当

といつも行動というのですか、政策的な推進を行っておりますので、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）      奈良あや子議員。 



○１２番（奈良 あや子君）   今、特に中部圏というのは景気がよくて、企業の設備投資

等も盛んでありまして、三重県でも北勢地域というのは、多くの企業から引き合いがあると

いうふうにお聞きをいたしております。先日も桑名市の商工課に伺いまして、桑名市の取

り組みについても伺ってまいりました。桑名ビジネスリサーチパークというのでは、土地が

６万平方メートルほどあると。また、多度町力尾地区では、工業団地開発の土地区画整

理事業組合による準備委員会が取り組みを進めているという、そんな状況をお聞きをして

まいりました。 

本町におきましても、一刻も早い取り組みが重要ではないかというふうに思うんです。と

いいますのは、ときを逃しては政策というのは意味がございませんので、その辺で、一刻

も早い、形になるような取り組みというのが、私どもにも早く目に見える形でお示しいただ

けるとありがたいなというふうに思うんですけれども。 

例えば目標年次、先ほど弁天山、穴太の地域を、都市計画等も含めて線引き等も考え

ながらいきたいというようなお話なんですが、来年度にはどんな状況まで持っていきたい

んだとか、あるいは具体的に３年先にはこんな形のものをというふうに考えているんだと

か、５年も１０年も先の話という形にはならないだろう。むだではないかもしれないですけ

れども、一刻も早くするべきではないかというふうに思いますので、その辺の計画を、どう

いったタイムスケジュールといいますか、どの辺をめどに考えているのかという点をお尋

ねをいたします。 

○議長（三宅 耕三君）      太田進企業立地対策特命監。 

○企業立地対策特命監（太田 進君）   お答えいたします。 

工場誘致の目標年次とか、あるいはタイムスケジュールというご質問でございますけど

も、先ほども奈良議員おっしゃられましたように、桑名、あるいはいなべ市と私どもは、桑

名都市計画区域ということで、工業用地の必要性を訴えながら、市街化区域の編入をで

きるだけできるように、桑名市、あるいは県と協議を重ねて、一刻も早くしたいということと、

もう一点、タイムスケジュールというのは、先ほどもご答弁させていただきましたように、都

市計画法の法的規制のクリアが非常に厳しくて、奈良議員もご承知だと思うんですけど、

都市計画３法が改正されまして、非常に厳しいということで、今現在、目標年次云々という

ことは、ここではっきりお答えすることはできませんけども、とにかく一生懸命、先ほど言い

ましたように、桑名都市計画地域も含めてやっていきたいと思いますので、ご理解いただ

きたいと思います。 

 以上でございます。 



○議長（三宅 耕三君）      奈良あや子議員。 

○１２番（奈良 あや子君）   今、ご答弁をいただきましたように、企業立地というのは

非常に難しそうだな。町長一生懸命になって、そこら辺をやりたいという意向を持っていら

っしゃるようですけれども、せっかく対策監を置いていただいておりますので、何とか一刻

も早い取り組みを、ぜひ頑張っていただきたいと思います。 

 それでは３点目の質問をいたします。 

３点目は、次世代育成子育て支援についてであります。 

まず、教育長に伺います。 

 来年、平成１９年度、文部科学省の放課後子ども教室推進事業と厚生労働省の放課後

児童健全育成事業、放課後児童クラブですけれども、この２つが連携をする放課後子ども

プランが創設されると聞いております。子どもの安全の観点からも、放課後対策は近年重

要課題になっておりますので、子どもの居場所づくりとして取り組まなければなりません。 

 今、放課後の子どもたちの多くは、ほとんどが家に閉じこもり、外に出ないという統計も

ございます。そのために社会性が身につかないと憂慮されていると聞いております。また、

交通事故や犯罪に巻き込まれる可能性もあることから、親としても、なかなか外で遊びな

さいと言えないという状況があります。こうしたことから、放課後対策は重要な意味があり

ます。 

 放課後子どもプランの概要は、福祉部、教育委員会とも県での説明会があったと思いま

すが、原則として、すべての小学校区で放課後の子どもの安全で健やかな活動場所を確

保し、総合的な放課後対策として実施する、となっております。市町村では、すべての児

童を対象に、放課後子ども教室を設置し、放課後児童クラブとも連携し、事業間の調整の

ためにコーディネーターを配置すること、そして放課後児童対策事業の運営委員会を設

置しなければなりません。また、放課後子どもプランの事業計画も策定しなければなりま

せん。本町ではどのような対応をお考えなのか、伺いたいと思います。 

 次に、生活福祉部長に伺います。 

 地域による子育て支援の拠点づくりとして、集いの広場事業への取り組みを何度か提

案をいたしておりますが、厚生労働省は、平成１９年度までに全国で６，０００カ所を目標

に、早急な整備を重点的に推進するとしております。この集いの広場は、主に乳幼児を持

つ子育て中の親と、その子どもが気軽に集い、打ち解けた雰囲気の中で語り合ったり、学



び合ったりすることで、精神的な安心感を持ち、問題解決の糸口となる機会を提供する場

であります。 

 特に在宅で子育てをする親が密室育児による孤立感や閉塞感から、子育てへの不安や

精神的負担を増大させ、育児ノイローゼになったり、育児放棄や児童虐待に至るケースも

あることから、その予防対策に効果があるとして導入をされたものであります。本町でも子

どもの痛ましい事件が起こっております。 

子育て支援センターやファミリーサポートセンターなどもありますが、いつでも気軽に立

ち寄ることができ、雨天でも、冬の寒い日でも子どもを遊ばせ、親の交流ができ、子育て

情報が提供できる施設として早急に整備すべきと考えます。次世代育成支援対策地域行

動計画では、平成２１年度が目標となっておりますが、ぜひとも積極的に取り組んでいた

だきたいと思います。 

 次に総務部長に伺います。 

 東員町は子育て支援に力を入れ、子育て家庭への経済的負担のさまざまな軽減策を実

施しております。政策を推進してまいりました１人として、大変ありがたいと思っておりま

す。 

 そこで、こうしたソフト事業とともに、ハード面でも、子育てしやすい環境整備に力を入れ

ていただきたいと思います。現在、公共施設の障害者用トイレは余り使われておりません

で、ところによっては物置状態といってもいいような状況でございます。 

 そこで、このトイレを多目的トイレとして、どなたでも利用できる、そしておむつがえ用の

ベッドやチャイルドキープを設置し、男女を問わず、だれでも利用できるトイレとして改修を

するように提案をいたしたいと思います。 

 以上、ご答弁のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（三宅 耕三君）      石垣征生教育長。 

○教育長（石垣 征生君）   「放課後子どもプラン」についてのご質問にお答えをいたし

ます。 

子どもたちが地域社会の中で、心豊かで健やかに育まれる環境づくりを推進するため、

子どもたちの安全・安心な居場所づくりが求められています。 



このため、各市町におきまして、教育委員会と福祉部局が連携を図り、すべての子ども

を対象とした文部科学省の「放課後子ども教室」と、留守家庭児童を対象とする厚生労働

省の「放課後児童クラブ」を、一体的、あるいは連携した総合的な放課後対策として「放課

後子どもプラン」が創設をされました。 

本町の放課後子どもプランの取り組みにつきましては、子どもたちの安全・安心な居場

所づくりと放課後や週末のさまざまな体験・交流活動等の支援事業の円滑な実施を図る

ため、町の教育委員会及び福祉部局、小学校の校長・教頭、ＰＴＡ等で構成される運営委

員会を設置し、地域の実情に応じた支援事業の検討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お願いいたします。 

○議長（三宅 耕三君）      近藤洋総務部長。 

○総務部長（近藤 洋君）   奈良議員からの、公共施設の子育て環境整備についての

ご質問に、お答えをさせていただきます。 

 ご提案にもございました、子育てしやすい環境の整備や、小さなお子さま連れの方々が

安心して外出できることを目的とし、近年、百貨店や大型スーパーなどにおきまして、おむ

つがえ用ベッドなどを備えた多目的トイレが見受けられるようになっております。 

公共施設は、できるだけ多くの方にご利用いただくことが大切であり、どなたにも不便な

く快適にご利用いただけるユニバーサルデザインを取り入れることは重要であると認識を

いたしているところでございます。 

 必要があると思われる施設から改修の検討を行っ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）      松下忠生活福祉部長。 

○生活福祉部長（松下 忠君）   続きまして、集いの広場事業の早急な取り組みを、と

のご提案についてお答えをさせていただきます。 

地域による子育て支援の拠点づくりとして、集いの広場事業は、国から指定された交付

金特定事業の一つであり、本町におきましても、平成１７年３月に策定いたしました「次世

代育成支援対策地域行動計画」の中で、平成２１年度までに実施する事業として計上して

おります。 



計画のとおり目標を達成するため、次年度から研究準備に入ることといたしております

が、実施に当たりましては、施設的な面よりも、運営に携わります人的な面が重要であり、

地域子育て支援センターの所管課であります教育委員会と、連携を取りながら進めてま

いりたいと考えておりますので、よろしくご理解のほどお願いいたしたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      奈良あや子議員。 

○１２番（奈良 あや子君）   まず、教育長に伺います。 

 放課後子どもプランですが、平成１９年度策定をするという理解をしてよろしいでしょう

か。 

それと、運営委員会なんですけれども、プランを策定するために必要でございますので、

指定をされておりますそれぞれのお立場の方たち、特に住民の方にも入っていただくこと

になりますので、その辺の人選、それから各学校におけるコーディネーターの配置という

ことで、人的な確保というのをどういうふうにお考えなのか、その辺をお尋ねをしたいと思

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）   放課後子どもプランの実施につきましては、現在、関係し

ております部局と相談しながら、来年度、早い時期に、条件が整い次第、それぞれの小学

校区で実施できるように、今、調査をしたり、詰めておるところでございます。 

 運営委員会につきましては、できたら年内ぐらいに人選を終えて設置ができればなとい

うふうに思っておりますが、地域代表といいますか、放課後児童クラブ等の本当に必要と

される保護者の方も実際に入っていただけるような、そういうような方もお願いしていけた

らなというふうに今のところ考えておりますし、コーディネーターが一番の問題かなという

ふうに考えておりますが、学校の先生方と十分相談しながら、最も適当な方がお見えにな

らないか、これから探していきたいなと、そんなふうに思っております。 

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）   今ご答弁をいただきまして、年内には運営委員会を立ち

上げるという形で、来年度、運営委員会が動くようになりますと、事業計画という形で、放

課後子どもプランが策定をされていくんだというふうに思うんですが、それぞれ各学校とも



状況が違っておりますので、放課後児童クラブのあるところ、ないところ、そういったところ

で、今後この地域は放課後児童クラブはないけれども、子ども教室で全部対応ができる

んだという形で、要するに一体的という形のところと、並行していくところという、それぞれ

の地域の実情に応じた計画ができ上がってくるのかなというふうに思っておりますけれど

も、その辺で十分地域の方々のご意見を反映をしていただきたいというふうに思っており

ます。 

 それから、通告はしてございませんが、町長に伺いたいと思うんです。 

このようにすべての子どもを対象に放課後対策を実施するという方向になってまいりま

すと、放課後児童クラブの所管が健康福祉課というところにあります。本町では福祉部門

でありました保育所の所管も教育委員会に移行いたしておりますので、本町の子どもたち

が親の就労の有無にかかわらず、等しく保育教育をするという考え方から、保育所の管

轄を教育委員会に持っていって、幼稚園と連携を図っているんだというふうに理解をして

おりますが、小学校の低学年が通っております放課後児童クラブのみが福祉部門に置か

れているというのは、少し違和感を感じております。この際、教育委員会の所管にすべき

ではないのかなというふうに思っておりますので、町長のご所見を伺いたいと思います。 

 ちなみにいなべ市では、教育委員会の所管で行っているということでございますので、

放課後児童クラブの意向もあるのですが、将来的には親の負担軽減という意味からも、

放課後子ども教室というのを充実するべきなのかなというふうに思いますので、その辺の

ご所見も伺えればというふうに思います。 

○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。 

 いろいろの面で厚生労働省と文部科学省の関係が、子どもたちの、特に放課後の関係

が重複しております。所管の関係を変えていく方法は、いろいろ一度議論させていただき

ます。どうしても文書等が両方の省から出てまいりますので、その辺も十分検討させてい

ただいて、何が一番ベターか検討させてもらいますので、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）   保育所の関係も同じだと思うんですけれども、厚生労働省

から来るいろんな通達ですとか、次世代育成もそうなんですが、教育委員会と福祉部門と

いうのは密接に連携をして、子どもたちの健全な育成に携わっていくという方向でござい

ますので、ぜひとも一度、ご検討いただきたいというふうに思います。 



 集いの広場事業なんですが、計画どおりに進めるんだということで、次年度準備にかか

ると、そういったことですね。先ほど答弁いただきましたように、確かに地域の状況で、地

域の皆さんにかかわっていただくというのが、この集いの広場事業ですので、そういった

意味では、子育てを終えた我々の世代、こういった方たち、多分、人的にはたくさんあるん

じゃないかなというふうに思っております。 

 そういった意味で人材育成、そういった部分も含めて、アドバイザーの養成講座のような

子育てアドバイザーの講習というのでしょうか、そういうことをしている協会等もございます

ので、そういったところへ派遣をするような事業を組んでいただきますとか、そういった意

味で、何とか地域で支える方たちを育成をするという面についてもご尽力をいただきたい

と思うんですが、単なるボランティア募集して、やっていただけませんかという形ではなくて、

もう少し進んだ、実際さまざまなことに対応のできるアドバイザーを養成するという、そうい

った事業もぜひ考えていただきたいと思うんですが、その辺のご所見を伺えますでしょう

か。 

○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）   人材育成のことでございますけれども、幸いにして私

どもは今、ファミリーサポートセンターでも、アドバイザーであるとか、いろんな方の人材を

育成してもらっております。その所管課とも、いろいろと協議をさせていただいて、できるだ

け早く地域で、地域の皆さんも含めた形で、この事業がなっていくように、先ほども申しま

したけれども、来年度から研究に本腰を入れて入らせていただきたいと思いますので、ご

理解のほど、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）   早急な取り組みを、ぜひ頑張っていただきたいと思いま

す。 

 障害者用のトイレなんですけれども、できるところから調査をしていくというふうなご答弁

をいただいたんですけれども、特に中部公園ですとか文化センター、あるいは役場という

ような、子どもを連れた方たちがたくさん寄ってくるところ、そういったところを、まず来年度、

早急に整備をしていただければというふうに思います。来年は町長も選挙でございますの

で、３月定例会の予算が骨格になるのかなというのは思うんですが、ぜひともそう言わず

に、予算計上を何とかお願いができればありがたいというふうに思うのですが、その辺の

お考えを伺いたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      近藤洋総務部長。 



○総務部長（近藤 洋君）   お答えをさせていただきます。 

 まず、中部公園でございますけれど、現在、障害者用のトイレに設置がされております。

遊具付近のトイレ、ゴルフ場付近のトイレには、乳児用のベビーベッドとチャイルドキープ、

管理棟内にはチャイルドキープ、管理棟西側トイレには、大人の方も利用可能なベッドと

チャイルドキープが現在設置をされております。そして、そのほかの施設でございますけ

れど、先ほど奈良議員もおっしゃられました文化センターとか福祉センターとか、お子さん

連れで見えることが多い施設につきまして、検討してまいりたいと思いますので、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）   中部公園におきましては、一番向こうのゴルフ場の方を確

認しておりませんでしたので、ぜひお願いをしたいと思います。 

 先ほど町長、検討するというようなことでお伺いをしたのですが、放課後子ども教室とい

うのを将来的に充実をすべきというふうに、私申しましたんですが、放課後児童クラブが

今３つあります。放課後児童クラブというのも、もし今までと同じように、ほかの地域で立ち

上げるということになってきますと、子ども教室の充実ということとともに、方向性というの

は決めないといけないと思うんですね。東員町の場合、それが放課後子どもプランかと思

うんですが、そういった意味では、町の意向としましても、放課後児童クラブというのは、

結構親の負担が大きいものですから、そういった意味で、町の方向として、ぜひ一度検討

いただきたいと思うんです。放課後児童クラブではなくて、放課後子ども教室を充実をして、

だんだんに放課後児童クラブを一体的に進めていくような方向というのが、私は望ましい

かなというふうに考えておりますので、その辺一度、ご検討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。 

 今、奈良議員が言われましたように、将来的なことも含めて、どう方向性を決めていくか、

そんな段階でございます。 

以前の放課後児童クラブですか、２つの小学校区がありませんので、まずそれをできる

だけ早く設置させていただいて、その後、それを含めて、今度は小学校の子ども全員にど

う切りかえていくか。結局は放課後、だれも見る方がいない家庭について、今やっている

わけですね。将来的には、文部科学省の方はそうやなしに、全体の子どもたちを、安心・

安全の面からどうしていくかというのが、文部科学省が打ち出したことでございますので、



その辺と、どういうふうにドッキングをさせていくのか、今、一生懸命研究をさせていただい

ておりますので、まだまだ出た段階でございますので、十分研究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）   今、ご答弁ですと、放課後児童クラブのないところに、まず

設置をするんだという考えなんですが、この設置が、私は非常に難しいという思いがしま

すので、それではなくて、放課後子どもプランの中で、きちっと協議をして位置づけをして、

そして東員町の場合は放課後子ども教室を主体的に、児童クラブはなくても対応ができる

んだというふうな形に持っていってほしいなというふうに私は考えておりますので、ぜひ放

課後子どもプラン協議の中で、当局も加わっていただいて検討いただけるとありがたいな

というふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 


