
○議長（山口 一成君）   次に３番、川瀬孝代さん。 

○３番（川瀬 孝代君）   通告にしたがいまして一般質問をさせていただきます。 

 今回は、大きく２つの質問をさせていただきます。 

 １番目、健康対策について、３点、お伺いをいたします。 

 １点目、がん対策として、国の２００９年度補正予算に、女性特有のがん対策の一環とし

て、乳がんと子宮頸がんの検診無料クーポン券つきがん検診手帳の配布が盛り込まれま

した推進事業が、現在、全国で実施が進んでいるところであります。東員町においても予

定をされております。 

この事業の実施について、厚生労働省では、平成２１年度女性特有のがん検診推進事

業の実施について、がんは我が国において、昭和５６年から死亡原因の第一位であり、

がんによる死亡者数は年間３０万人を超える状況である。しかし、診断と治療の進歩によ

り、早期発見・早期治療が可能となってきていることから、がんによる死亡者数を減少させ

るためには、がん検診の受診率を向上させ、がんを早期に発見することが極めて重要で

あることに鑑み、特に女性特有のがんについては、検診受診率が低いことから、経済危

機対策における未来への投資につながる子育て支援の一環として、平成２１年度補正予

算に本事業が措置されたところであるとあります。 

 日本は長寿大国でありますが、がん大国でもあるということです。昨年１２月議会におい

て、私は自己検診の普及や受診率の向上を訴えました。 

そのことに続いてですが、皆に周知をするために、がん検診を受けてくださいと呼びか

けることも大事なのですが、女性の健康と命を守るためにも、受診率を向上させることが

とても大事だと思います。平日は仕事などで忙しく、なかなか受診できない方や、子育て

真っ盛りの多忙な世代の方などのために、現在の検診体制を、土曜日・日曜日の検診体

制にしてはどうかと考えますが、そのお考えをお聞かせください。 

 ２点目、先ほど述べました、がんに続いてのお話です。現在、がんの正しい知識の普及

がおくれていると言われております。東京大学医学部附属病院放射線科の中川先生は、

ご自分で「がんの秘密」という本を通しながら、がんが秘密になっているという、そういう文

面の中で、このようにおっしゃってみえます。 



 多くの人が患う可能性のある身近な病気であるがんを、子どもたちにがん教育として行

うべきだと言われております。中川先生は、がんをもっと知ろうという意味で、生徒にがん

の授業を行っている方です。 

子どもたちがなぜ学ぶのか。その理由として、人間の命には限りがあり、人は皆、必ず

死が訪れます。命の尊いことが、今現在見失われている。その中で普段の生活の中で死

に直結するものを避ける、また、人間はいつまでも生きていられるという錯覚を好んでい

るようなところがあると言われ、そして昔は死が身近にあり、祖父母と暮らしていることが

多く、その多くは家の中で最期を迎えていました。子どもは早い段階から老いていくことと

死を見詰めて育ったのです。しかし今は核家族化が進んでいます。そのため、死を身近に

感じること、正しい生死観を育むためにも必要であるということです。 

ですから予防を伝えることが大事であり、また、そういう中で、がん細胞をつくる最大の

原因のこともお話をされておりました。たばこをやめれば３０％のリスクを減らすことができ

る。また、生活習慣も大事である。食事、お酒を飲み過ぎない。運動するなど、この点に気

をつければ、さらに３０％減らすことができる。この２つの点に気をつけても残り４０％のリ

スクが残ります。そのために重症化しないように早期発見が大事であり、定期的な検診が

必要になります。 

がんを知ることは、予防法や治療法を知ることだけではなく、限りある人生をどう豊かに

生きるのかを考える貴重な機会になるのではないかと言われておりました。 

 家庭や地域、学校で検診受診の重要性を学び合う必要があるかと思います。学校教育

の現場の中で、遺伝子や細胞分裂を学ぶ中学３年生ぐらいから知識を持つべきだとも言

われておりました。年に一度でも実施をしてみてはどうかと考えます。このがん予防の教

育について、教育長のお考えをお尋ねします。 

 ３点目、インフルエンザ対策について。 

 新型インフルエンザが急速に広がっています。９月から学校の新学期も始まり、感染の

推移が注目されております。８月１９日、舛添厚生労働大臣は本格的な流行が始まったと

宣言をいたしました。５月初めに国内初の感染が見つかり、本町においても７月に感染が

見つかりました。その中で大半は季節性インフルエンザでしたが、町内は騒然となりまし

た。この中で職員の方には素早い対応をしていただき、大変ありがたく思いました。 

 新型インフルエンザは１８歳未満の青少年、小人に患者が多く、高齢者の患者が少ない

のが特徴と言われていますが、持病を持つ方の死亡例や重症例の報告も相次ぎ、一方



で入院例では健康な人や未成年者などの患者が大半を占めることが改めて確認をされ、

厚生労働省は、だれもが重症化のリスクを持つと警戒をしております。 

 国内で発生した当初、国は感染拡大を防ぐために発熱外来を設け、特殊な病気として

治療する方針をとっていました。しかし、対策の運用指針を改定し、一般診療に変更しま

した。そのために多くの人が受診しやすくなった一方で、持病や免疫力の弱まった高齢者、

妊婦、乳幼児らの高いリスク者への対応が課題になってきました。本町としての対策、支

援のあり方について、再度お伺いをいたします。 

 １つ目として、高いリスク者、重症化しやすい高齢者、妊婦、乳幼児らの対策について。

２つ目として、高齢者の多い介護福祉施設での集団感染を防ぐ対策について、３つ目とし

て、学校・保育現場での予防策や流行が起きた際の取り組みについて、それぞれお考え

をお尋ねします。 

よろしくお願いをいたします。 

○議長（山口 一成君）   佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   川瀬議員の、がん検診の受診を土曜日・日曜日の検診体制に

してはどうか、とのご質問にお答えを申し上げます。 

がん検診等につきましては、平日に実施させていただいておりますが、現在のところ、

受診者の方から休日に実施してほしいというご要望は直接いただいておりません。がん

検診を申し込んでいただいた方々には、検診日約１カ月前に指定日時を記載した受診通

知を発送させていただき、指定日時のご都合の悪い方には日時の変更を電話連絡により、

希望日時に沿うように配慮させていただいているところでございます。 

来年度のがん検診につきましては、希望調査を行いますので、休日検診に関するアン

ケートも掲載し、意向調査を行い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を申し上げます。 

２点目の新型インフルエンザ本格流行と町の取り組み対策は、とのご質問にお答えを

いたします。 

本年４月に世界保健機関（ＷＨＯ）から、新型インフルエンザについて、フェーズ３宣言

がなされ、本町としても国県からの情報を得まして、４月に新型インフルエンザ対策本部

を設置し、各課の対応について協議を重ねてまいりました。 



町民の皆様へは、新型インフルエンザに関するチラシを各戸に配布し、情報の提供を

行うとともに、フェーズの引き上げに合わせまして、学校や公共施設に来客用の手・指の

消毒剤、マスクを設置して感染防止に努めております。 

しかし、７月には町内小中学校等で流行の兆しがあり、学校・園の休校、ふれあいフェ

スティバルの中止、町民プールの一時休業などの対策を講じ、感染拡大の封じ込みに一

定の成果を上げたものと考えております。 

また、今回の新型インフルエンザは毒性が弱いと見られることから、政府は対策の見直

しを発表し、重症化リスクの高い老人・子どもなど、抵抗力の弱い感染者に最優先で治療

資源を投入する体制を整え、死亡に至るなど、重大なケースの防止に努力するとしており

ます。 

社会福祉施設におきましては、集団発生が疑われた場合には桑名保健所に報告し、

施設において感染拡大防止対策が行われます。具体的には、簡便な積極的疫学調査の

実施、臨時休業の要請、患者への対応、施設を通した注意喚起がなされます。 

また、短期入所施設や通所施設など、特に重症化する恐れが高い方が集団で生活す

る施設におきましては、関係事業者間で連携し、必要性の高い利用者を優先しつつ、訪

問介護事業者等が代替サービスを提供することによって、利用者に対し、必要な介護サ

ービスを確保するよう要請を行っています。 

次に、学校等における感染防止対策につきましては、教職員はもちろん、児童生徒に

対する手洗い、うがいの徹底した指導をはじめ、毎朝健康チェックを行っております。また、

体調不良の児童生徒がいた場合は、保護者に対しまして医療機関の早めの受診をお願

いしております。 

一方、インフルエンザ感染者が確認された場合は、集団感染や感染拡大を防止するた

めに、個々の状況に応じて学級閉鎖等の措置を取ることとしております。 

なお、保育園におきましては、休園措置を取らざるを得ない場合でありましても、保護

者の特別な事情を考慮し、希望者には保育を実施いたします。 

いずれにいたしましても、まずは感染しないための対応が大切でございますので、家庭

でのしっかりした対応をお願いするものであります。 



今回、新型インフルエンザが再度流行する兆しがあるため、先日、第１０回の新型イン

フルエンザ対策会議を開催し、保幼小中学校の対応についてや、各行事、施設の対応に

ついてなど、協議をしたところでございます。 

よろしくご理解のほどお願いを申し上げます。 

○議長（山口 一成君）   岡野譲治教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   続きまして川瀬議員の、がん予防の健康教育についての

ご質問にお答えをいたします。 

議員からは、中学校において「がん教育」を実施してはどうか、というご提案をいただき

ました。 

現在の中学校保健体育の学習指導要領及び平成２４年度から完全実施される新学習

指導要領におきまして、健康な生活と疾病の予防について理解を深めることができるよう

にする、という内容がございます。この内容について中学校では、保健の授業の中で生活

習慣病について学習するとともに、その予防について理解を深めております。 

とりわけ、日本人の三大死因であります、がん、心臓病、脳卒中について学習をしてお

ります。現在使用しております教科書では、国立がんセンターの「がんを防ぐための１２カ

条」を取り上げ、バランスのとれた栄養をとる、変化のある食生活をする、かびの生えたも

のに注意など、１２項目について、生徒みずからの生活と結びつけて考えさせる授業を行

っております。 

 がんにつきましては、定期的な健康診断により早期発見が可能となるとともに、医療の

飛躍的な進歩により、病気を克服する割合も伸びてきております。がんになってからの対

応だけではなく、がんにならないための対策を行うことは、私も大変重要だと考えておりま

す。 

義務教育段階におけるがん予防の教育につきましては、ご提案いただきました内容も

含め、学習指導要領に沿いながら進めてまいりたいと考えますので、ご理解を賜りますよ

うにお願いをいたします。 

 以上でございます。 

○議長（山口 一成君）   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。 



 がんに対して調査をしていただくということですので、受診の方の今後の進め方をよろし

くお願いしたいと思います。 

 それとあと、先ほど教育長もおっしゃっていただいたように、大変重要な取り組みでもあ

ると思いますので、ぜひよろしくお願いをしたいと思います。 

 あと、インフルエンザ対策なんですけれども、この対策ですが、各地域ごとの医療提供、

また体制の確立が急務になっています。医師や看護師などの人員確保、また重症者が増

加した場合のベッド数や人工呼吸器の不足など、さまざまなことが今、ニュースでも取り上

げられています。 

診療体制の整備など、課題は山積みですが、このたび公明党では８月２４日、政府に

対して一層の強化を申し入れました。この中で医療機関に対する十分な財政支援、１０月

下旬にもワクチンの接種費用への公的助成を要望いたしました。これに対して舛添厚生

労働大臣は、９月４日、ワクチンの接種費用に関して低所得者を対象に、無料化や一部

負担軽減を行う方針を表明いたしました。公的助成に踏み出した点は評価したいと思いま

す。 

しかし、東員町として、今年度よりインフルエンザの接種費用の助成を行いますが、対

象者には制限があります。また、国の対策は対策としてですが、東員町としてワクチン接

種について、特に多額の費用を必要とする場合、何かお考えはあるのでしょうか、お伺い

をいたします。 

○議長（山口 一成君）   佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   お答えをさせていただきます。 

 いろいろと国の方で非常に感染者がふえておるということで、大臣も前向きに発言をさ

れてみえます。ただ、政権交代をするのですけど、その辺、新しい政権になって新しい大

臣ができて、どういうふうになっていくか、ちょっと見えないわけでございますけど、東員町

としては町としてできることは一生懸命させていただきます。ただ、ベッド数とかワクチンの

配分とか、そんな段階がどうなってくるのか、ちょっとまだ見えないところもございますので、

国の指示等、きちっと対応していきたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。 

○議長（山口 一成君）   川瀬孝代さん。 

○３番（川瀬 孝代君）   どうか万全な体制と適切な処置に努めていただきたいと思い

ますので、よろしくお願いをいたします。 



 続きまして２番目として、防災・危機管理対策について、お伺いをいたします。 

 その中で４点についてお伺いをいたします。 

 昨日、城山地区においての防災訓練に参加をさせていただきました。訓練の大切さを痛

感するとともに、一人でも多くの方が、また参加をしていただくように、今後ともよろしくお

願いをしたいと思います。それと、担当の方々には大変お世話になりまして、ありがとうご

ざいました。 

 １点目として、災害時、要援護者の避難支援計画について、お伺いをいたします。 

 災害時にみずからの身を守ることが困難である高齢者や障がい者等、要援護者を適切

に避難させる体制を整備することが差し迫って大切な課題として自治体に求められていま

す。 

総務省消防庁では、全国１，８００市区町村、これは平成２１年３月３１日現在のことで

すけれども、それを対象にした災害時要援護者の避難支援対策への取り組み状況の調

査結果を公表いたしました。平成１８年度より毎年度、全国調査が行われていますが、今

回初めて都道府県別、市町村別の取り組み状況が発表をされました。 

各市町村は、地域の実情を踏まえながらですが、避難を手助けする全体プラン、全体

計画を策定しました。その内容としては、要援護者対策の基本的な方針、要援護者の対

象範囲、要援護者についての情報収集・共有などの方法であります。この策定をした市区

町村が全体の３２％に当たる５７６自治体にとどまり、未策定の市区町村のうち５４９自治

体、全体の約３０．５％が策定中ということです。６７５市区町村、３７．５％は策定に着手

すらしてないことが明らかになっています。 

 また、全体計画のほか、災害時に支援の必要な高齢者や障がい者らの名簿の整備状

況については、整備中が１，１９６自治体で６６．４％、未着手が６０４自治体で３３．６％、

一人一人の具体的な支援方法まで定めた個別プランが１，０７４市区町村、５９．７％が未

着手という状況です。消防庁は全市町村に対して２０１０年３月までのプラン策定を求めて

います。 

こういった結果の中で、これから述べる３つの点についてお伺いをいたします。 

 １つ目として、地域の実情を踏まえ、基本的な方針、要援護者の対象範囲など、全体計

画の策定について。２つ目として、要援護者の名簿の整備について。３つ目として個別計



画の策定などが示されています。その点について、本町としての取り組みの状況をお尋

ねします。 

 ２点目として、今年は伊勢湾台風５０周年という時を迎えております。また、８月１１日に

は駿河湾地震があり、あらゆる災害を想定した地域防災や減災対策を強化していくことが

求められています。いつ、どこで起こるかわからないため、避難者、また帰宅困難者対策

など、さまざまな対応が必要です。本町の第４次総合計画の中に、防災ボランティア、防

災コーディネーターの育成を図りますとあります。本町としてどのように育成を図っている

のか、また考えているのか、お尋ねをいたします。 

 ３点目、防災整備として、行政の対応では限界のある大規模な災害などのとき、民間の

持つ資源や技術をかりて迅速に救援活動を行うための生活物資の提供や救援活動への

協力を得られる民間の事業所への支援を要請する制度が必要かと思います。防災力向

上を図る取り組みとして、このような対策を取り入れている自治体がふえております。本町

としてはこの点についてどうお考えなのか、お伺いをいたします。 

 また、災害時に水分の確保が困難となる状況を踏まえてですが、本町としては、水の確

保は十分されているところもあるかと思いますが、それとは別に町の公共施設に災害対

応型自販機の設置が必要かと考えます。また、この点について提案をいたします。この災

害対応型自販機は、在庫の飲料製品が無償で提供され、電光掲示板に被災状況や避難

情報も掲示されるというものです。防災整備として、この点についてどのようにお考えなの

か、お尋ねをいたします。 

 次に４点目、住宅用火災警報器について伺います。 

 消防法の改正により、すべての住宅に火災警報器の設置が義務づけられています。火

災警報器の設置は、逃げおくれ防止、また早期発見・避難をするためのものです。ところ

が火災警報器の設置率は全国的に高まっていない状況なのです。 

全国の住宅火災の死者数において、６５歳以上の高齢者が約６割を占めています。本

町においても高齢者の安全確保のために、高齢者の方、また、一部障がい世帯の方に火

災警報器の設置費用の負担をしております。広報「とういん」で周知されていますが、設置

状況はどのようになっているのでしょうか。 

その点について、例えば伊賀市などの例を挙げてみますと、火災警報器を設置するこ

とで防災意識の啓発につながり、また、安全を守るまちづくりのために火災警報器の取り

付けを終えた家庭の玄関などに、設置済証と書いたシールを貼っている、これは警報器

を売りつける悪質な商法の被害を防ぐ取り組みとしてやっているところもあります。また、



ボランティアで火災警報器を高齢者宅に取り付ける作業が行われている、そういう自治体

もあります。本町においても、このような取り組みが必要かと考えます。お考えをお伺いい

たします。 

 以上の点について、よろしくお願いをいたします。 

○議長（山口 一成君）   佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   川瀬議員からの「防災・危機管理対策について」のご質問にお

答えをいたします。 

 最近発生しております風水害や地震災害において、被災者の大半が６５歳以上の高齢

者の方々であるとのことです。 

高齢者の方、身体に障がいをお持ちの方、妊婦さん、乳幼児など、災害時に弱い立場

に置かれる、いわゆる災害時要援護者の方々についての対策は非常に重要なことと認

識をいたしております。 

ご質問の災害時要援護者の避難支援計画につきましては、国の災害時要援護者の避

難支援ガイドラインに位置づけられており、全体計画と個別計画をそれぞれ策定する必

要があると考えております。 

全体計画につきましては、計画の目的、自助・共助・公助の役割分担、対象者の範囲、

要支援者情報の収集・共有の方法、避難支援体制などの策定を求められております。ま

た、個別計画につきましては、災害時に要援護者の方、一人一人について、だれが、どこ

の避難所へ避難いただくかなど、詳細に定めた計画とされております。 

対象者、個人情報保護、救助者等検討すべき課題はたくさんありますが、自治会、関

係団体等と協議を行いながら計画策定に取り組んでまいりたいと考えております。 

次に、防災ボランティア・防災コーディネーターの育成につきましては、町社会福祉協議

会が取り組んでいただいており、町も支援させていただいているところであります。また、

各自治会に自主防災組織の立ち上げをお願いし、自助、共助、ボランティアなどの育成を

図ってまいりたいと考えております。 

次に、災害時に無料で飲み物が供給できる自動販売機についてのご質問でございま

すが、現在、公共施設に１５台の自動販売機が設置されておりますが、そのうちの役場と

総合体育館の４台は災害時に無料で飲み物が取り出せる自動販売機、いわゆる「災害救



援ベンダー」として設置されています。今後は、他の自動販売機につきましても、設置者と

協議を進めてまいりたいと考えております。 

最後に、住宅用火災報知器の設置状況でございますが、平成１６年に消防法が改正さ

れまして、平成１８年６月以降に建設された新築住宅は新築時に、既存住宅は平成２３年

６月を期限として住宅火災報知器の設置が義務づけられました。 

さらに、三重県では、既存住宅の設置期限を平成２０年５月末と定められ、本町におい

ても災害対策事業の一環として、６５歳以上のみ世帯と６５歳以上と重度身体障がい者の

み世帯を対象に、無料で火災報知器を設置させていただき、昨年度までに５９１世帯に設

置をいたしました。町内の設置状況につきましては把握いたしておりませんが、県内では

５６．７％の家庭で設置されていると公表されております。 

今後も桑名消防署と協力して普及に努めてまいりたいと考えております。 

なお、ご提案いただきました火災報知器設置済みステッカーの配布につきましては、現

在のところ予定しておりませんので、よろしくご理解のほどお願いを申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（山口 一成君）   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。 

 要援護者の部分ですけれども、避難支援というのは、現在、四日市が取り組みを行って

おります。四日市では、さらなる地域住民の防災意識向上を図るために、職員が地域に

出向いて行う防災出前講座、これは自治会とか障がい者関連団体などが対象なのです

が、それを行い、それにおいて要援護者対策の周知を行っているということです。 

東員町においても、今後、プランの策定、また支援活動の実施に向けて、行政機関だ

けではなく、民生委員、また自主防災組織、ボランティア団体、自治会をはじめとして多く

の皆さんのご協力を重ねながら、地域に根づいた要援護者対策の基盤整備を行い、迅速

なる取り組みをしていただきたいと、そのように思います。 

 住宅用の火災警報器ですが、設置シールは考えていないというご答弁をいただきました。

しかし、まだまだ設置のパーセンテージはいかがなものかと私は思います。我が家もしば

らくの間、警報器がそのままでした。買ってきて、そのままの家庭もあるのかもしれません

けれども、警報器の部分なんですけれども、少なくとも寝室、また２階の場合は階段の設



置が必要と、そのように広報の部分でありましたが、このようなところにつけるべきである。

また１件の家で何個ぐらい必要なのか、そのような設置に対しての考えがあれば、お尋ね

したいと思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（山口 一成君）   佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   お答えをさせていただきます。 

 普通は台所、寝室、２階のある場合は階段ということで、最低でも３個ということになろう

かと思います。これからも設置をしていただくようにＰＲはさせてもらいます。 

ただ、三重県は５６．７％というのは、どういうふうに調査をされたのか、ちょっとわから

ないのですけど、電話等で一部分を聞かれたのかわからないのですけど、東員町もそう

いう調査もしておりませんので、何らかの形で全戸につけていただけるように、ＰＲをこれ

から強力にさせていただきますので、どうぞご理解をいただきたく思います。 

以上です。 

○議長（山口 一成君）   川瀬孝代さん。 

○３番（川瀬 孝代君）   ぜひ真剣に取り組んでいただきたいと、そのように思います。

やはり火災で大事な命が失われては本当に残念なことだと思います。例えばなんですけ

れども、秋田県の藤里町とか熊本県の益城町などでは、自治体によって全世帯に１個だ

け無料配布を行うという、そういうところの取り組みもございました。なかなか広報で周知

をしても、見てなかったとか、そこまで考えてなかったという、そういうふうなお話もありまし

た。ぜひ真剣に取り組んでいっていただきたいということを、再度お願いしていきたいと思

っております。 

 以上で、私の質問を終わらせていただきます。 

 ありがとうございました。 


