
○議長（門脇 助雄君）   日程第１、一般質問を行います。 

 順番に発言を許します。 

 ３番、川瀬孝代さん。 

○３番（川瀬 孝代君）   皆様、おはようございます。 

 通告に従いまして質問いたします。どうぞよろしくお願いをいたします。 

 大きなくくり目の１つとして、子育て支援について、３点質問をいたします。 

 まず１点目、乳幼児医療費助成の拡大について、お伺いをいたします。 

 少子高齢化が進む中で、人口の減少により高齢社会も進行し、社会のあらゆる制

度に重大な影響を及ぼしております。そのため少子化に歯どめをかけ、さまざまな

社会保障制度を持続可能なものにすることが急務となりました。 

 少子化対策としては、子どもたちの生まれ出ようとする環境への支援と児童手当

などの生まれ出た子どもたちに対する支援ということになると思います。 

 地方分権が叫ばれ、あらゆる分野で自治体の取り組みも競争の時代となっており

ます。いかに住みやすい地域をつくるのか、子育てしやすい地域をつくるのかが大

きな課題になります。 

 子どもを産み、育てていく環境づくりの中で、東員町では妊婦検診補助を５回に、

育児応援費の支給、チャイルドシートへの補助、乳幼児医療費助成制度、子育て支

援センターの事業、またファミリーサポートセンターの設置など、近隣の市町には

ない施策を展開し、子育て家庭への経済的支援とともに、支援サービスの充実に尽

力をしていただいております。 

 このような子育て支援にお母さんたちからは大変喜ばれております。しかし今、

問題になっている、給与がふえずに可処分所得が減り、相次ぐ物価高が家計を直撃

しています。若い世代の子育て家庭には、今まで以上の経済的負担がかかっており

ます。これは国が対策をとることでもありますが、東員町として、子育て家庭の経

済的負担の軽減を図る支援をさらにしていただくことが必要だと思います。財政面

で厳しいかとは思いますが、乳幼児、また児童の医療費助成制度は、少子化対策と

して極めて重要な施策であります。現在、乳幼児医療費助成の小学３年生までのと

ころをさらなる拡大を要望いたします。 



 ２点目、５歳児健診の導入について、お伺いいたします。 

 現行の乳幼児健康診査は母子保健法の規定により、市町村が乳幼児に対して行っ

ています。現在の対象年齢は０歳児、１歳６カ月児、３歳６カ月児となっており、

その後は就学児健診となっております。現行の３歳児から就学児健診までのこの期

間の開き過ぎは、特に近年増加しています発達障害にとって重要な意味を持ってい

ます。 

 発達障害とは自閉症、アスペルガー症候群、広汎性発達障害、学習障害、注意欠

陥多動性障害などの障害を総称して呼称したものです。発達障害者支援法が平成１

７年４月に施行されたことに伴い、ようやく社会で認識され始めた障害であります。

最近は発達障害のお子様のいる保護者がまとまって発達支援広がりネットを組織し、

多くの皆様にその存在を理解してもらい、同時にさまざまな課題の解決に向けて、

力を合わせて取り組もうと立ち上がっておられます。国でも法律が施行されたこと

に伴い、厚生労働省内に発達障害対策戦略推進本部を設置し、さまざまな角度から

総合的な検討を開始しております。 

 専門家によりますと、障害の程度が重度の場合は、１歳半健診で見つかり、中程

度の場合は３歳半健診で見つかるといわれています。いわゆる広汎性発達障害は５

歳ぐらいになって見つかることが多いとのことです。ところが問題は５歳児健診を

取り入れている自治体が少ないため、この段階で発達障害を見つけることが難しい

という点であります。 

 早期発見、早期療育への対応は、発達障害対策の基本といわれております。対応

がおくれると、それだけ症状が進むともいわれております。また、就学前に発見さ

れても、親がその事実を受け入れるのに時間がかかって、適切な対応、対策を講じ

ることなく、子どもの就学を迎えるために、状況を悪化させてしまうという現状が

あります。 

 厚生労働省による平成１８年度の研究報告書によれば、鳥取県の５歳児健診では

９．３％、栃木県では８．２％もの児童が発達障害の疑いがあると診断されたもの

の、こうした児童の半数以上は３歳児健診では何ら発達上の問題を指摘されていま

せんでした。報告書の結論として、現行の健診体制では十分に対応できないとして

おります。 

 発達障害者支援法は、国、都道府県、市町村の役割として、発達障害児に対して

早期発見のために必要な措置を講じることと定めています。模範的な取り組みとし



ては、鳥取県、栃木県が全国にさきがけ、県内全市町村において５歳児健診を実施

しております。 

 また、健診の内容には違いがあるものの、長野、香川、静岡、熊本県などの市町

村の一部が本格的に導入を始めました。 

 このように財政的に厳しい中、さきがけして実施している自治体もあります。早

期発見で適切な支援を早く受けられるよう、５歳児健診の導入を推進していただき

たく、取り上げをさせていただきました。お考えをお聞かせください。 

 続いて３点目、セカンドブック事業の推進についてお伺いいたします。 

 今、子どもの活字離れが問題視されておりますが、子どもがより読書に親しむ環

境をつくるため、平成１３年１２月に、子どもの読書活動の推進に関する法律が施

行されました。さらにこれに基づき、平成１４年８月、子どもの読書活動の推進に

関する基本的な計画が閣議決定され、平成１４年から平成１８年までの５年間にわ

たり、子どもの読書活動推進のための環境整備の基本的方向と具体的な方策が定め

られました。これに伴い、各都道府県及び市町村は、子ども読書活動推進計画の策

定に努めなければならないものとされ、この３月、東員町においても、子ども読書

活動推進計画が策定をされました。 

 子どもたちが良書に出会うことで心を豊かにし、力強く深い人生を生きる力を得

てほしいとの願いから、子ども読書運動を全国に広めようという活動が展開をされ

ております。 

 具体的には読み聞かせ運動、ブックスタート事業、学校での朝の１０分間読書運

動などです。これらの運動で、０歳から学童期までの一応の読書体制がそろうわけ

であります。東員町においても、生後２カ月から４カ月の乳児を対象に、豊かな心

をはぐくむと同時に、赤ちゃんとのコミュニケーションを楽しめるものとして、赤

ちゃんに絵本をプレゼントするブックスタート事業が実施をされております。 

 小中学校では朝の１０分間読書に一生懸命取り組んでいただいております。また、

読み聞かせなどのボランティア活動の推進にも力を入れており、大きな成果を生ん

でいるようです。 

 先日、朗読ひばりの会の読み聞かせライブに参加をさせていただきました。大変

感動いたしました。 



 乳幼児期に、低学年の子どもたちに対しては、家庭にあっても学校にあっても読

み聞かせの習慣をできるだけふやすことが大事だと思います。１人で読書をするこ

とも大切ですが、親や教師が声を出して子どもたちに語りかけていくことの意味は

さらに大きいでしょう。親や教師の声を通して、子どもたちは言葉の体温を感じな

がら、喜びや悲しみ、痛みなどを全身で受けとめる感性が豊かに磨かれていくこと

だと思います。そんな時間を一緒に過ごす中で、互いの信頼関係が着実に形づけら

れていくものだと思います。 

 また、読書は学校教育に限ったことではありません。読書は大人たちにとっても、

日常の生活に埋没せず、人生の来し方、ゆくすえを熟考するよいチャンスであると

思います。 

 子どもたちに読書の大切さを伝えていくことからも、ブックスタート事業をさら

に進めていくセカンドブック事業として、小学校入学の時に本をプレゼントする、

新入生ブックプレゼントを提案いたします。 

 以上の３点です。当局のお考えをお伺いいたします。どうぞよろしくお願いいた

します。 

○議長（門脇 助雄君）   石垣征生教育長。 

○教育長（石垣 征生君）   川瀬議員の、子育て支援にかかわるセカンドブッ

ク事業についてのご質問にお答えをいたします。 

 東員町では、子どもたちが読書習慣を身につけ、豊かな感性をはぐくむために、

すべての幼稚園・保育園、小学校、中学校におきまして読書活動に取り組んでおり

ます。幼稚園・保育園では絵本の読み聞かせを中心に、また、小中学校では朝の読

書を中心に行っておるところでございます。 

 現在ではその取り組みも随分定着をし、みずから意欲的に読書に励む姿がふえて

きたという報告も受けております。 

 さて、今回ご提案をいただきましたセカンドブック事業の推進につきましては、

東員町では既に実施しております「ブックスタート」に続く意義のある事業と考え

ます。就学前における他者による読書から小学校における、みずから読む読書へと

移行していく際のきっかけや励みにすることができると考えます。 



 今後は、現在行っております朝読書を中心とした読書活動をさらに充実させると

いう視点も含めて、実施方法等を検討してまいりたいと考えておりますので、よろ

しくご理解を賜りますようお願いをいたします。 

○議長（門脇 助雄君）   松下忠生活福祉部長。 

○生活福祉部長（松下 忠君）   川瀬議員の、子育て支援についてのご質問に

お答え申し上げます。 

 まず、乳幼児医療費助成の拡大についてでございますが、医療費助成につきまし

ては、県内各市長町長の意向調査、県議会からの意見書等を参考に、県の助成対象

が拡大され、私どもも、先の６月議会におきまして条例改正をさせていただいたと

ころであります。 

 ご指摘の乳幼児医療費助成につきましては、本町では小学校３年生までの入院通

院の医療費を対象といたしておりますが、県の助成は、入院が小学校就学前、通院

は４歳未満までとなっておりましたが、この９月から入院、通院とも小学校就学前

まで助成対象となり、町単独で支援しております費用の一部について、県の助成を

受けることとなりました。 

 平成１９年度の実績をもとに助成額を試算いたしますと、年間約９６０万円程度

の増額になると考えております。 

 乳幼児医療費助成制度は、子育て支援の重要な施策でありますので、ぜひ県助成

の増額分を利用させていただき、対象年齢の引き上げなど、拡大の方向で検討して

まいりたいと考えております。 

 次に５歳児健診についてでございますが、発達障害者支援法が平成１７年４月に

施行され、発達障害児の早期発見、早期支援が行われるよう、国、地方公共団体の

責務として必要な措置を講じることが定められました。 

 母子保健法による１歳６カ月児健康診査及び３歳児健康診査においても、発達障

害の早期発見に十分留意しなければならないことが盛り込まれたところでございま

す。 

 本町におきましては、特に１歳６カ月児健診時に臨床心理士を配置し、発達障害

児の早期発見に努めており、特に支援の必要と思われるお子様には療育教室に参加

をしていただき、発達の状況に合った支援、相談をさせていただいております。 



 また、教育委員会では特別支援教育に取り組んでいただいており、特に保育園・

幼稚園では巡回相談を実施し、児童の様子を観察していただき、支援の仕方につい

て助言等をいただいております。 

 ご指摘の５歳児健康診査ですが、発達障害発見の就学前最終の機会として注目を

されつつあり、現在、厚生労働省でも５歳児健診の有効性及び健診の方法について

検討されており、自治体における実施の状況調査も行われたところでございます。 

 ５歳児健診の基本姿勢は、保護者の子育て不安や育てにくさを軽減したり、療育

へのきっかけとする発達障害の気づきを共有したり、就学に関する相談であり、国

の動向を見ながら導入について検討してまいりたいと考えております。 

 よろしくご理解下さいますようお願い申し上げます。 

○議長（門脇 助雄君）   川瀬孝代さん。 

○３番（川瀬 孝代君）   ご答弁ありがとうございました。 

 乳幼児医療費助成制度、また５歳児健診、セカンドブック事業、この３点に対し

まして提案させていただきましたところ、積極的に取り組んでいただくことになり

ました。どうぞ今後ともよろしくお願いをいたします。 

 続きまして、次に町長にお伺いをしたいと思います。 

 佐藤町長におかれましては、就任以来、子育て支援について懸命に取り組んでお

られることを大きく評価しているところでございます。町長の子育て支援に対して、

率直なお考えをお伺いしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（門脇 助雄君）   佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   ご答弁をさせていただきます。 

 少子高齢化は、東員町ばかりではなしに全国的な傾向になっております。 

 東員町の場合は、以前から産み育てやすいまちづくりをしようということで、育

児応援費をはじめ、乳幼児の医療費の無料化を、他の市町と比べて先行的に実施を

させていただいております。 



 しかしながら財政上、大変厳しくなってきておりますので、その辺をもう少しき

ちっと見ながら、もっともっと進めたいのですけど、財政等も見ながら、積極的に

推進は図れるように頑張っていきますので、ご理解をいただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（門脇 助雄君）   川瀬孝代さん。 

○３番（川瀬 孝代君）   町長の答弁、大変ありがとうございました。 

 続きまして、大きなくくり目２つ目として、安全防災対策について質問をいたし

ます。 

 １点目として、地震ハザードマップの作成、また防災への取り組みへの推進状況

をお伺いいたします。 

 いつ発生してもおかしくないとされる地震、災害、集中豪雨、日常の火災等に防

災対策の充実を急がなくてはなりません。今年の６月の岩手・宮城内陸地震、７月

には岩手沿岸北部の地震が起こっております。 

 東南海・南海地震対策措置法が制定され、東員町も指定地域になっております。

防災や危機管理対策の一環として、また地域防災力を高めるために、啓発材料とし

て、ハザードマップの作成が緊急課題となっております。ハザードマップは防災施

設や災害危険箇所などの防災情報を地図上に表示したものです。 

 東員町では、防災災害対策に役立てていくために、地震ハザードマップの作成に

取り組んでいると伺いました。この地震ハザードマップはどのようなもので、完成

はいつごろでしょうか。また、どのように活用し、住民の皆さんに啓発をしていく

のでしょうか。 

 例えば将来を担う子どもたちに、災害対策力を高めるために、ハザードマップを

活用した防災教育など、各自治体においてもさまざまな取り組みもされております。

当局のお考えをお伺いいたします。 

 大正１２年９月１日に起きた関東大震災の日を防災の日と制定され、全国で防災

訓練が実施をされております。東員町においては、昨日９月７日、総合防災訓練が

実施をされたところであります。 



 災害は、避けて通れない大変重要な問題です。防災は行政による公助、公の助け、

共助、地域の連帯によりともに助ける、自助、みずからを助ける、この３つが力を

合わせて地域社会の防災力を高めていくことが必要です。 

 防災の取り組みの中で、自主防災組織の結成率はどのくらいでしょうか。また、

自主防災力はどの程度あるのでしょうか。自主防災組織と自主防災力はイコールと

はなかなかいきませんが、東員町としてどのように認識をされているのか、お伺い

したいと思います。 

 また、７月１９日に開催されました三重県消防操法大会において、東員町消防団

第４分団が優勝をされました。おめでとうございます。そして次は全国の消防操法

大会に出場をされることになっております。その東員町の消防団は、地域の防災を

担って活動をしてくださっております。本当に感謝の思いでいっぱいです。 

 少子高齢化と言われる中、消防団員数は十分であるのでしょうか。その点につい

てもお伺いをしたいと思います。 

 ２点目として、ＡＥＤの使用推進についてお伺いをいたします。 

 自動体外式除細動機、ＡＥＤは、突然の心肺停止を電気ショックで蘇生させる救

命措置として、公共施設などに設置が広がっています。東員町においても庁舎、学

校など、早くから設置をしていただいております。 

 ＡＥＤの使用には、ＡＥＤの操作を含む救急救命講習の受講があります。受講を

修了すると、普通救命講習修了書を受け取ることができます。講習を受けた方より、

ＡＥＤを使って救命措置が行われる際、いくら緊急を要しているとはいえ、プライ

バシーへの配慮を考えてほしいとの声がありました。身体などを隠すための保護シ

ートを配備していただきたいと思います。 

 東員町内にＡＥＤは、また幾つ設置されているのでしょうか。また、設置されて

いる場所の地図、ＡＥＤマップなるものはあるのでしょうか。 

 次に、各市町において、ＡＥＤを効果的に使えるよう、さまざまな工夫が進んで

おります。救命講習の普及に力を入れたり、長野市では、条件つきで地域行事への

貸し出しをしております。北九州市では命を救う大切さを学ぶため、小中学生の体

験学習などを行っています。もちろん、小学校のＡＥＤには、８歳未満児にも対応

できる小児用パッドが備えられているのですが、この東員町内の小学校での設置も

同じだと思います。 



 東員町として、救命講習の普及についてのお考えはあるのでしょうか。 

 以上、幾つかの点について、当局のお考えをお伺いいたします。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（門脇 助雄君）   近藤洋総務部長。 

○総務部長（近藤 洋君）   ただいまの川瀬議員の、安全対策についてのご質

問にお答えをいたします。 

 ハザードマップは、自然災害が発生した場合に、住民の皆様が自主的かつ迅速に

避難するために必要な情報や避難場所等を地図上にわかりやすく示したものでござ

います。災害における本町の地域特性を考慮し、揺れやすさ、防災情報の伝達、避

難時の心得などを盛り込んだものを、本年度中に各世帯に配布させていただきたく

準備をいたしておるところでございます。 

 ハザードマップの活用法といたしましては、避難ルートや避難場所の確認を、家

族や自治会内、学校で話し合っていただき、防災意識の向上と事前の備えに、と考

えております。 

 防災の取り組みといたしましては、自主防災組織の結成率は９１．３％でござい

まして、各自主防災組織におかれましては、防災訓練の実施など、その成熟度にあ

わせ、活動を行っていただいております。 

 町といたしましては、自主防災組織の防災訓練への参加や、防災用品の購入支援

などをさせていただいております。平成１９年度は、１７の自主防災組織への支援

をさせていただきました。 

 また、消防団員の定数は９８名でございますが、災害時において、消防団は消防

署とともに災害対応に当たりますので、人海戦術が必要な場合もございまして、現

在の団員数で決して十分とは言えませんが、消防団員として高度な消防技術の習得、

規律訓練等に精錬し、崇高な郷土愛護の精神のもと、消防団活動に従事していただ

いております。その成果と申しますか、三重県消防操法大会で優勝し、全国制覇を

と、現在志気が高まっておるところでございます。 

 町といたしましても、団員が消防活動に従事しやすい環境づくりに努め、現有団

員で安全安心なまちづくりをお願いしていきたいと考えております。 

 次に、ＡＥＤについてのご質問にお答えを申し上げます。 



 現在ＡＥＤ（自動体外式除細動器）は、役場庁舎、総合文化センター、総合体育

館、各小中学校の計１１カ所に設置をさせていただいております。 

 設置の場所につきましては、先ほどのご質問にもございましたハザードマップに

も掲載する予定でございます。 

 ＡＥＤの取り扱いを含めた救命講習につきましては、町職員、教職員、消防団に

対し行っておりますし、体育協会、スポーツ少年団等各種団体、自主防災組織でも

受講をされております。 

 一般の方々へは、桑名市消防署、桑名市消防署東員分署が開催されます救命講習

を、広報「とういん」、プラムチャンネルで周知をさせていただいております。 

 ご提案いただきましたＡＥＤ使用時の保護シートにつきましては、緊急時でござ

いますが、プライバシーの配慮も大切なことでございますので、配備するように検

討をいたしておるところでございます。 

 また、１歳から８歳未満の子供にＡＥＤを使用するときに適している小児用パッ

ドにつきましては、役場庁舎、総合文化センター、総合体育館に配備をさせていた

だいており、その他の設置場所にも配備を進めてまいりたいと考えております。 

 児童、生徒への救命講習につきましても、教育委員会と協議をさせていただきた

いと思いますので、ご理解を賜りたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（門脇 助雄君）   川瀬孝代さん。 

○３番（川瀬 孝代君）   大変前向きなご答弁をありがとうございました。 

 安全防災の役割は、何と言っても命を守らなければなりません。 

 ２００８年度防災白書では、大地震に関心や不安を持つ人は９割にのぼるが、地

震に備え、家具などを固定している人は３割未満とありました。災害への緊迫感が

足りない現状を指摘しているものだと思います。東員町においても、今後、住民の

防災意識の向上を図りながら、災害に強い安心のまちを構築していただきたいと思

います。 

 最後に、町長にお伺いをいたします。 

 東員町の防災対策についての東員町での町長のお考えをお伺いいたします。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（門脇 助雄君）   佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   お答えをさせていただきます。 

 今年の当初予算でもご審議いただきましたように、災害対策につきましては、避

難場所におけるプライバシー保護のための仕切りというんですか、そんなものも買

わさせていただく、また当然それを入れる防災倉庫等も避難場所に設置をさせてい



ただく、また防災の自主組織というんですか、いろいろ各自治会で、一生懸命、今

取り組んでいただいております。防災訓練も、自主防災組織の中で先行的にやられ

ておるところは、今年はもう３回目の自治会もございますし、今後も各自治会で開

催をする情報を聞かさせていただいております。 

 これからも一生懸命、防災の関係につきましては町としても取り組んでいく、そ

んな思いでおりますので、よろしくお願いをしたいと思います。 

○議長（門脇 助雄君）   川瀬孝代さん。 

○３番（川瀬 孝代君）   ありがとうございました。 

 以上で私の一般質問を終わります。 


