
○１１番（川瀬 孝代君）   １１番、川瀬孝代。 

 こんにちは、川瀬孝代でございます。 

 通告に従いまして、質問をさせていただきます。 

 １つ目、防災・減災対策についてです。 

 ９月１日は防災の日、８月３０日から９月５日までを防災週間として防災訓練など、各地域

で国民運動として行われておりました。東員町でも９月２日に神田地域の防災訓練が行われた

ところでございます。 

 災害は地震だけでなく、記録的な豪雨に連日の猛暑は、尋常ではない事態になっております。

また、迷走台風といった異常な気候に見舞われてもいます。 

 ６月１８日、朝には、大阪北部を中心として震度６弱の地震があり、７月に発生した西日本

豪雨災害では浸水被害、土砂災害、２００人以上が犠牲となり、平成での最悪の被害となりま

した。そして４日には台風２１号が非常に強い勢力となって、近畿、四国、東海、北陸を中心

に猛烈な風と雨になり、近畿沿岸では高潮が発生をいたしました。交通機関は運行を取りやめ、

各地域ではけがをされた方や家屋の倒壊、停電被害がありました。 

 そして本日、北海道で３時８分、安平町を中心とした震度６強の地震が発生いたしました。

朝のニュースでは土砂崩れ、そしてまた家屋の倒壊、停電と、次々と現場の状況が流されてお

りました。防災・減災対策への災害対策、それは待ったなしの対応が必要となってまいりまし

た。いかに災害を最小限にとどめるかが重要になってまいります。 

 これまでに災害でお亡くなりになられた方々のご冥福をお祈りするとともに、被災された皆

様には心からお見舞いを申し上げます。 

 現在、地球の気候は従来と違う段階に入ったとも言われております。異常気象に対する危機

意識を高めていくことが問われております。 

 このような現状の中で、備えに万全な取り組みが必要です。東員町としての取り組み、防災・

減災にどのように備えていくのかをお聞きいたします。 

 １点目、災害発生時の支援システムとしての事業継続計画、いわゆるＢＣＰです。災害の発

生時にどのように対応し、行動をするのか。不測の事態に住民の命、生活、財産の保護だけで

はなく、行政サービスの維持や福祉・保健への対応、また道路・水道などの復旧や整備といっ

た観点から策定することは必要です。どのようにお考えでしょうか。 

 ２点目、ヘルプカードは名刺サイズで、名前や緊急連絡先、障がいや病気の名前を記入して

携帯するものです。日常生活で困ったときに周囲に見せることで助けを求めやすくなります。

災害時要支援者の方には、ヘルプカードと持ち運びができるようにストラップ付きケースがあ

ると災害時にも役立つと思います。この配付についてはどのようでしょうか。 

 ３点目、都議会公明党の提案により、女性の視点で作成された東京都の防災ブック、「東京

くらし防災」が本年３月から都内で配布をされております。このコンパクトな防災ブックとな

っております（川瀬議員 書物を示す）。このピンクの表紙をめくると、暮らしの中で無理せ

ずに実践できる対策がイラストで紹介をされております。東員町としても参考にして、住民に



わかりやすい防災ブックの作成、または活用をしてはどうでしょうか。 

 ４点目、厚生労働省は、乳児用液体ミルクの製造・販売を可能にする規格基準を定めた改正

省令を施行しました。液体ミルクは常温で保存でき、容器に吸い口を装着すればすぐに飲めま

す。粉ミルクのようにお湯で溶かしたり、哺乳びんの洗浄や消毒をする必要はありません。大

規模災害が相次いだ東日本大震災、熊本地震では、フィンランドから液体ミルクが救援物資と

して被災者に届けられて、母親から歓迎をされました。 

 日本では製品・商品化には１年ほどかかるということから、東京都では液体ミルクを災害時

に調達するために、流通大手と協定を結び、海外メーカーから緊急輸入する体制を整えていま

す。そしてこのたびの西日本豪雨では、この協定を活かして液体ミルクが提供されております。

赤ちゃんの命を繋ぐ貴重な栄養源となります。水や燃料の確保が難しい災害時には有効と考え

ます。災害備蓄としての活用はどのようにお考えでしょうか。 

 ５点目、西日本豪雨で出た膨大な災害ごみが被災地の復旧を妨げていることになりました。

災害でのごみが撤去されない限り、壊れた道路や家屋などの再建が遅れてしまいます。また、

災害廃棄物処理の回収や分別には時間と人手がかかり、自治体単独では難しい現状があります。 

 環境省では２０１４年に災害廃棄物対策指針をまとめ、市町村に処理計画の策定を求めてま

いりました。今回の豪雨地域でも、計画未策定のため後手と回ってしまいました。東員町とし

て処理計画策定への取り組みはどのようにお考えでしょうか。 

 以上５点について、お尋ねをいたします。答弁を求めます。 

○議長（島田 正彦君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   防災・減災対策についてのご質問にお答えを申し上げます。 

 近年は地球温暖化など、環境の悪化が原因と思われる異常気象によるゲリラ豪雨や記録的な

猛暑など、これまで観測されたことのない気候変動が起こっております。今年は７月の西日本

豪雨で２００名を超える尊い人命が失われるなど、雨による大きな被害が発生する一方、中部

圏を中心に、今までにない雨のない酷暑になりました。また、例年の倍ほどの台風も発生して

おりまして、本町におきましても、こうした災害に対応できる防災体制をさらに強化していく

必要があると考えております。 

 ご質問の災害発生時の業務継続計画、いわゆるＢＣＰでございますが、発災後にどれだけの

職員が参集できるのか、役場庁舎が本当に災害対策本部として機能するのかなどといった基本

的な事項の他、各担当課で非常時優先業務を特定するとともに、業務の執行体制や対応手順、

業務継続に必要な資源の確保をあらかじめ定めておく必要があり、今年度中の計画策定を指示

しているところでございます。 

 また、災害時、要支援者への支援方法、女性目線での防災対策、災害用備蓄品の確保、災害

廃棄物の取り扱いなど、様々な分野で、町としての最善の取り組みを現在検討をいたしており

ます。 

 ＢＣＰの他、防災・減災対策は防災担当者だけではなく、全職員が意識や知識を共有する必

要がございます。職員を対象とした防災訓練など、普段の取り組みを通して体制強化に努めて



まいりたいと考えております。 

 なお、詳細につきましては生活部長から答弁をさせていただきます。 

○議長（島田 正彦君）   小倉生活部長。 

○生活部長（小倉 奉昭君）   町長の答弁と重複するところもございますが、具体的な内

容につきまして、お答えをさせていただきます。 

 初めに事業継続計画の作成についてでございますけども、災害や事故など、不測の事態を想

定した視点から、その対応策を考えるものでございますが、災害により被災した市町が復興し

ていく上で重要な計画であると認識しており、現在、平成２７年５月に内閣府から示されまし

たガイドラインに従って作業を進めております。 

 その進捗状況でございますが、各担当課から収集しました資料を集約し、非常時優先業務や、

災害時にあっても停止することができない業務などを整理している段階でございます。ただし、

災害は待ってくれませんので、被災時に必要な業務が適切に継続できるよう、また職員の災害

に対する意識向上のためにも、今年度中の策定に向け、取り組んでまいります。 

 次に、災害時要支援者へのヘルプカードと持ち運び用ケースの配付につきましては、三重県

でもヘルプカードが導入され、東員町では、３月からカードのみの配付を開始しております。

災害発生時、避難行動の際に必要な支援や配慮を求めていただくためにも、ヘルプカードによ

ります意思表示は非常に大切なことであると認識しておりますが、携帯しているだけでは周囲

の方に意思が伝わりにくいため、そのためにもストラップ型のヘルプマークを三重県が作成し、

東員町でも１０月から配付を予定しており、併せて持ち運び用ケースにつきましても前向きに

考えております。 

 次に女性視点の防災ブックの作成についてでございますが、先般、東京都が女性視点の防災

ブックの配付を開始されました。防災対策には、女性の視点に立った取り組みや女性の参画が

必要であることは十分認識しております。 

 先日、神田地区において開催いたしました総合防災訓練におきまして、避難所生活でのルー

ル作りや避難所運営訓練におきましても、女性の方に参加をいただいております。 

 今後におきましても女性視点の防災ブックなど、先進的な取り組みを参考に、多様なニーズ

や視点に対応できるよう、いつでも身近に見て考えていただける方法を研究してまいりたいと

思います。 

 次に、常温で保管できる乳幼児用液体ミルクにつきましては、現在、備蓄対象品として取り

上げてはございません。しかしながらミルクを湯で沸かしたりする必要がないことなどから、

近年の災害時におきまして、乳幼児が口にするものとして、衛生的で利用しやすいとの情報も

得ておりますので、その必要性も感じております。 

 一方、液体ミルクは賞味期限が短いことから、備蓄していくか、または災害時の物資提供に

関する協定を締結している事業者との調整を図り、提供していただくのが望ましいのかを検討

いたしまして、町民が安心できる物資確保に努めてまいります。 

 次に災害時のごみ処理の手法への考え方でございますが、災害発生時に必ず問題となります



のが、災害廃棄物の処理問題でございます。災害廃棄物の処理は、生活環境の保全、公衆衛生

の悪化防止、さらに復興への影響から、迅速かつ適正に進めなければなりません。そのため東

員町災害廃棄物処理計画においては、被災地によって候補地を選定する必要がありますので、

その都度、地元と協議して決定することとなっております。また、災害廃棄物の分別は、処理

期間の短縮や処理コストの削減に繋がる大変重要なところでございますので、処理計画による

分別を行い、仮置き場となる場所へスムーズに搬入ができるよう、その対策に努めてまいりま

すので、ご理解を賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 

○議長（島田 正彦君）   川瀬議員。 

○１１番（川瀬 孝代君）   町長と部長から答弁をいただきました。 

 今回、何回も、今までも私はこの防災・減災対策は、あらゆる角度から質問させていただい

ておりますが、やはり常に避難所、先ほども部長からお話がありましたが、避難所においては、

とても女性は不便な思いをしている、なかなか避難所を運営する中心になる方が男性の場合は、

どうしても欲しい物、今こういう物があったら助かるのにといったことの声を発することがで

きないという、そのような現状もいろいろお伺いをしております。 

 そういった意味では、やはりそういうところにも女性を中心に置く、そういった対策も今後

防災訓練の中でも、そしてまた、日常の意識の中でも大変必要ではないかなということを感じ

ております。 

 さて、５点にわたって質問をいたしましたが、全て前向きな答弁をちょうだいしたところで

あります。１点１点、細かく質問させていただきましたが、新しい部分での取り組み、そうい

った意味では、やはりこの液体ミルク、これは本当にすばらしいことだなと思います。 

 海外では既にもうたくさんの国が扱っている、そしてまた、防災の時だけではなくて、日ご

ろ、赤ちゃんを連れて公園に遊びに行ったり、そういう時にもこの液体ミルクを利用している

という、そのようなお話もお伺いをいたしました。そういった意味では、ぜひ大手メーカーが

東員町の中にもありますが、そういったところが海外流通といった意味での提携を結んでいる

ということですので、ぜひ東員町も大手メーカーが東員町の中にありますので、そういった意

味でも前へ進めていただけたらなと、そのように思います。 

 そしてＢＣＰ、これはもう今回で３回目の質問になります。既に県内でも策定をしている市

町もありますが、東員町はどっちかと言うと、こうやって計画がのんびりしているというのは、

災害に対しての意識がどのようなのでしょうかという、私は大変疑問に思っているところであ

ります。 

 昨日の台風も、我が家ではフェンスが全部折れて倒れてしまうという、本当に想像を超えた

ことが起こってしまいました。本当に自然の猛威というのは恐ろしいものだと感じております。

そして今日、ニュースで流れている災害、本当に恐ろしいことを痛感したところであります。 

 そういった意味では、このＢＣＰの計画、今年度中にという町長から答弁をいただきました

ので、それはそれでよろしいかと思いますが、このＢＣＰの計画の中で職員の意識、そういっ

た意味ではどのように具体的に意識をされているのか、そういう部分がありましたら答弁を願



いたいと思います。 

○議長（島田 正彦君）   小倉生活部長。 

○生活部長（小倉 奉昭君）   お答え申し上げます。 

 職員の意識付けというのは、常に持っていただかなければなりませんので、ことあるごと、

年間に図上訓練とか、そういったことも含めまして計画をしております。毎年そういう計画で

実施をしておりますけども、今朝の地震とか、そういった突然のことが起こり得る場合が必ず

ありますので、そういった場合にも対応できるように、頑張っていろいろと意識づけに向けた

研修をさせていただきたいと思います。 

○議長（島田 正彦君）   川瀬議員。 

○１１番（川瀬 孝代君）   訓練をしていないということはないと思いますので、そうい

った意味では意識を持っているのかなとは思いますが、やはり国がいろんなことを示したなら

ば、すぐにそれを察知をして、そして行動に移していく。これは命にかかわることでもありま

すので、ぜひそういった機敏な対応、そしてまたアンテナを高く掲げながら、東員町にとって

何が必要なのか、どういったことが本当に町民の命を守り、財産を守り、そういったことに繋

がっていくのかということを常に考えていただきたいと、そのように思っております。 

 さて、次の質問に移らせていただきますが、公明党では本年、全国１００万人、訪問調査運

動を実施をいたしました。ここ東員町でも１８０人の方に、私もアンケートを取らせていただ

いたところでございます。 

 その中で防災・減災に関するアンケートの回答で、力を入れてほしい防災行政に関してとい

うところでは、避難所における安全対策・防犯対策が、全国のこれは調査結果ですが、４８．

７％、災害時要援護者の把握・連携が４３．６％となりました。高齢者など、災害時に配慮が

必要な方々が安全に避難できる体制づくりが浮き彫りになったところでございます。 

 身近な地域が存在を把握し、そしてまた、災害リスクを可視化するハザードマップに沿った

きめ細やかな避難計画を作成することが必要ではないかと痛感したところでございます。 

 台風や豪雨による大規模な水の災害ですね、それに備えるために、災害時に自らがとるべき

行動を時系列でまとめたタイムライン、その普及が今始まっております。 特にその中でもマ

イタイムライン、この普及についてはどのように当局としてはお考えでしょうか、答弁を求め

ます。 

○議長（島田 正彦君）   小倉生活部長。 

○生活部長（小倉 奉昭君）   お答えを申し上げます。 

 マイタイムラインって、なかなかお聞きになる言葉ではないんですが、一人一人のマイタイ

ムラインとして、ハザードマップで避難所や危険箇所の確認をしていただきまして、いざとな

った時に落ちついて行動できるよう、日ごろからの心構えというのが非常に大事かなと思いま

して、そういったことでそういう経路、避難場所とか避難経路等を事前に察知していただいて、

いざとなった時に、そういったところへ避難していただくというようなことが大事だと思いま

す。 



 それから台風や大雨情報は事前に情報が、今は情報社会でございますので、いろんな携帯と

かテレビ等で情報が入りますので、急な一昨日の台風ですか、急に風が強くなったりとか、急

に雨が降ってくるというようなことについても、慌てないで、前もって準備ができるというこ

とになりますので、そういったメディアの情報も十分感じ取っていただきまして、避難行動が

できるように、遅れないように行動をとっていただきたいというように思いますし、職員も災

害を想定した図上訓練を、先ほども言いましたが、行っておりますけども、そういったことを

各自治会とか地域などの単位で、日ごろからリスク軽減の話し合いなどを行っていただくこと

も一つのマイタイムラインと言うか、そういう計画になるのではないかなと考えております。 

○議長（島田 正彦君）   川瀬議員。 

○１１番（川瀬 孝代君）   このタイムラインというのが、今だんだんと普及をされてい

るといった意味で、このマイタイムラインという一つの自分の避難行動、そういうものを自覚

することによって、そしてまたそれを、こういうときはこうした方がいいんじゃないかという、

そういうようなことを計画を立てていく。 

 それはなぜかと言うと、今回も洪水で水被害で逃げ遅れた方たちもいらっしゃいました。そ

ういった意味では、水害・洪水から逃げ遅れを防ぐためのものであります。東員町も決して水

の災害がない地域ではないと思います。やはりたくさんの川の水が増水したりすれば、それが

いつどこで起こるかはわかりません。そういった意味ではこの避難行動、タイムラインがある

ことによって、ある意味、首長としてはそれぞれがそういう行動をとってもらうことによって

大変助かるのではないかと、そのようにも思います。 

 住んでいる場所も違えば家族構成も違いますし、年齢などによって、災害対策は大変異なる

と思います。そういった意味では、今後こういうマイタイムラインといった、そのようなもの

も視野に入れながら、皆さんお一人お一人が防災の、そしてまた避難計画、そういうものを立

てていくということはとても大事かなと思います。 

 さて、ここで町長にお尋ねをいたします。 

 町長としては、この避難行動ということに対してどのようにお考えでしょうか。そしてまた、

日ごろどのように行動をとったらいいかというようなことも、お考えかどうかということをお

尋ねいたします。 

○議長（島田 正彦君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   先ほどから部長が答弁させていただいてますように、我々職員

としては、それなりに想定した訓練もしてますし、日ごろから注意喚起を行っております。町

民の方ですよね、これはこの間の防災訓練の時も同じことを言わせていただいたんですが、い

つも言ってることですけども、発災直後は、行政は手が届きません。ですから自分たちで自分

たちの命を守ってくださいということを言っております。ですから基本的には小さなコミュニ

ティ、大きくても自治会単位でのコミュニティでの助け合い、そして避難というものを、ぜひ

日ごろから訓練としてやっていてほしいというふうに思ってます。 

 最近ちょっと増えてきたと思うんですけど、最初、八幡新田で黄色い布を玄関へ立てると、



もうそこは避難していないよということになりますよということを先進的にやられました。あ

の防災訓練を見ていて非常に感心をしたんですが、ともかく一人も置いていかないという精神

で、自治会全体で避難をする。一人一人が確実にやれるんだと。もし黄色い布が出てなかった

ら、誰かがいるから、健康な人が行って、支援をする人を連れて逃げるというような、そんな

訓練を見せていただいたことがあります。 

 これは一つのモデルだなというふうに思って感心をしましたけど、他へも伝播していってい

るようで、これがもう全地域で、こういう一つ一つ確実な方法を作っていただいて、それぞれ

の地域でそれぞれの事情があると思いますので、作っていただいて、みんなが確実に避難でき

るという方法を、ぜひその地域、地域でとっていただきたい、これを常にお願いを申し上げて

いるところでございます。 

○議長（島田 正彦君）   川瀬議員。 

○１１番（川瀬 孝代君）   町長からは事例をお聞きいたしました。 

 タイムラインのことにまた戻らせていただきますが、いつ、だれが何をするのかという、そ

ういうことを整理をしておく仕組みが必要ということです。そういった意味では重要な視点で

あると思いますので、私自身もそうですが、我がことの意識を持つことが災害に強いまちづく

りになるのではないかと、そのように思います。 

 さて、女性の防災への参画を促すこと、今すぐできること、そしてまた、暮らしの中で安全・

安心に生きる知恵と情報を紹介することはとても大事だと思います。 

 そういった意味では、先ほど町長も事例を出していただきましたが、町民への防災・減災の

啓発を進めていく。それと同時に、取り組みとしましては、やはり先ほど紹介しました「東京

くらし防災」、これは本当に日ごろの生活の中でも役に立つことが記載されております。当局

の方にも１冊お渡しをしておりますので、ぜひ職員全体でも見ていただきながら、東員町にと

ってこういうことが皆さんの方に啓発できれば、町民の皆さんに啓発できればいいかなと、そ

のようなことをぜひお考えをいただきたいと、そのように再度求めておきます。 

 続きまして、次の質問に移らせていただきます。 

 ２つ目、ＡＥＤの設置についてです。 

 現在、ＡＥＤ、自動体外式除細動器ですね、この設置は、町の学校や公共施設の屋内１２カ

所に設置をされております。設置場所は、ハザードマップにきちんと掲載をされております。

学校の運動場や体育館は夜間や休日に、スポーツ少年団や地域住民に利用されております。こ

の場合、校舎は施錠されていて、緊急の場合、ＡＥＤは使用ができません。ＡＥＤは２００４

年７月から、医師や救急救命士だけでなく、一般市民の人も使用できるようになりました。学

校のＡＥＤを２４時間だれでも使用できるように屋外設置をしてはどうでしょうか、考えをお

聞きいたします。 

 答弁を求めます。 

○議長（島田 正彦君）   岩田教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（岩田 浩一君）   川瀬議員のＡＥＤの設置についてのご質問にお



答えいたします。 

 町が設置いたしました自動体外式除細動器、いわゆるＡＥＤは、現在までに役場庁舎、総合

文化センター、笹尾連絡所、総合体育館、中央球場、町民プール、陸上競技場、中部公園、共

同福祉施設、保健福祉センター、中学校２校、小学校６校、保育園・幼稚園に６カ所、学童保

育所に６カ所、合計３０台を設置いたしております。 

 これらの施設におきまして、現在までにＡＥＤを使用した実績はございません。今後も安全・

安心なまちづくりの一環として、必要な公共施設には整備を進めるとともに、ＡＥＤを操作で

きる人を増やす必要があると考えております。 

 また、議員ご指摘のとおり、夜間や休日におきましては、校舎の出入り口は施錠されており

ますので、学校施設の開放において、運動場や体育館を利用されているスポーツ少年団や他の

スポーツ団体の方たちが、ＡＥＤの使用ができない状況であります。 設置につきましては、

常に管理ができる、目が届くところに設置されるべきと考えております。 

 議員が提案する学校にあるＡＥＤを、夜間や休日にだれもが使用できるようにするためには、

校舎の外に移設するか、新たに屋外に設置しなければなりません。新たに屋外に設置すること

については、設置費用の問題、盗難、いたずら防止など、解決すべき課題があります。 

 いずれにいたしましても人の命にかかわる重要な問題ですので、学校施設においては、児童

生徒を最優先と考えながらも、幅広く有効的に活用できるようにするにはどうしたらいいかな

ど、全ての公共施設におけるＡＥＤの有効活用の検討を行ってまいりたいと考えております。 

 ご理解賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（島田 正彦君）   川瀬議員。 

○１１番（川瀬 孝代君）   答弁いただきました。 

 このＡＥＤの設置については、あるスポーツ少年団のお母さんの方から、いざとなったとき

に校舎の中、そういうところにあっては使えないですよねと、外に設置することはできないの

でしょうかという、そのようなことを尋ねられたところで、私も今回は質問に至ったところで

あります。 

 というのは、既にこの学校の校舎の外に、いわゆる屋外のボックス、その中にＡＥＤを設置

しているところが、少しずつですが出てきている。そういった部分で質問させていただいたと

ころであります。万が一の事態が発生した際には、屋外型収納ボックスというのがありまして、

それで設置をされております。 

 そしてまた、今はコンビニエンスストアの方にも設置をされているという、だんだんと意識

が高くなってきまして、そして広がりを見せているというところであります。 

 先ほど答弁をいただきましたところによると、費用だとか、盗難されたらどうするんだとか、

そういうような部分の問題が出てきているということですが、それも対策をとられているよう

な、そういう種のボックスもあります。音が出るとか、いろいろあるんですが、そういった意

味でも、ぜひ前向きに研究をしていただいて、そういった意味で取り組みを求めておきたいと

思います。 



 答弁は要りません。前向きに取り組んでいただければいいかなと思います。よろしくお願い

をいたします。 

 それでは３つ目の質問に入らせていただきます。 

 ３つ目、ロタウイルスの予防についてです。 

 ロタウイルス胃腸炎は乳幼児に多く起こる感染性胃腸炎の一つで、ロタウイルスというウイ

ルスが原因で起こります。冬から春にかけて流行し、生後６カ月から５歳までに、ほとんどの

乳幼児がかかるとされています。発展途上国でも先進国でも、ほぼ同じように感染すると言わ

れております。 

 発熱、下痢、嘔吐があり、症状が治るまで１週間ほどかかります。体が小さなうちにかかる

と重症化しやすく、脳炎や脳症の原因であるとされております。強い感染力を持っているウイ

ルスとも言えます。保育園などでの広がりにおいては、集団保育環境では非常に危惧されると

ころであります。 

 ロタウイルスには特効薬がないことから、安静にして脱水症状を防ぐための水分補給で対応

をいたします。ワクチン接種で感染自体は妨げられませんが、重症化の防止や、ワクチン接種

して免疫がついた赤ちゃんが増えることで、集団内での感染予防の効果があるとされておりま

す。 

 重症化し、入院や通院となると、医療費が増えて家族の負担も大きくなります。ロタウイル

スワクチンは任意接種となっているため、全額保護者負担になります。実費で約３万円かかり

ます。兄弟がいると、その金額は何倍にもなります。子育て世代への経済的負担を軽減するた

めに、ワクチン接種の費用の公費助成を進めることが必要であると思いますが、この点につい

てはどのようにお考えでしょうか。 

 答弁を求めます。 

○議長（島田 正彦君）   松下福祉部長。 

○福祉部長（松下 文丈君）   ロタウイルス予防について、お答え申し上げます。 

 ロタウイルス感染症は年齢にかかわらず何度でも感染しますが、症状は最初の感染が最も重

症で、その後、感染を繰り返すにつれて軽症化し、感染していても症状があらわれないことも

多く見られます。 

 発症は５歳未満の乳幼児に多く見られ、主な症状は急性胃腸炎で、多くは突然の嘔吐、発熱

に続き、水溶性下痢が伴います。また、発熱することが７０～８０％程度あり、回復には１週

間ほどかかります。ほとんどの場合は、特に治療は行わなくても自然に回復しますが、脱水症

になる可能性もあり、無熱性けいれん、肝機能障害、腎不全、脳症等をまれに合併することも

あります。脱水症状が強い場合や合併症を併発した場合には入院が必要となることがあります。 

 ロタウイルスワクチンは、現在２種類のワクチンが国内で認可されております。特に生後６

カ月から２歳までの時期における重症下痢症による入院や死亡を予防ができるとされています。

このワクチン接種につきましては、法律に基づいて市区町村が主体となって実施する定期接種

ではなく、希望者が各自で受ける任意接種とされております。 



 本町におきましては、現在、公費による助成は行っておりません。国におきましては、ロタ

ウイルス胃腸炎の疾病負担やワクチンの経済効果分析、小児科医及び保護者のワクチン需要に

対する意識調査等により、社会保障の一環として定期接種化すべきかどうかを検討されている

ところでございます。 

 いずれにいたしましても、公費助成につきましては国の動向や近隣市町の状況をしっかりと

把握し、また財政面で非常に厳しい状況下でありますので、予算的なことも踏まえまして、今

後研究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（島田 正彦君）   川瀬議員。 

○１１番（川瀬 孝代君）   答弁いただきました。 

 このロタウイルスワクチン、なかなか接種を東員町としては促しているのかどうか、そして

また、接種状況というのは把握しているのかどうか。その点について、お尋ねいたします。 

○議長（島田 正彦君）   松下福祉部長。 

○福祉部長（松下 文丈君）   お答え申し上げます。 

 現在のところ、ロタウイルスワクチンの啓発と言いますか、その辺についてはちょっとしっ

かりとしていないという状況でございますし、予防接種者数についても把握してないというの

が現状でございます。 

 以上でございます。 

○議長（島田 正彦君）   川瀬議員。 

○１１番（川瀬 孝代君）   確かに３万円ほどかかるということですので、なかなか行政

としても推進するのは難しいかもしれませんが、こういう重症化する可能性もあるというよう

な啓発と言うか、そういった部分というのはどうなのでしょうか。 

 答弁を求めます。 

○議長（島田 正彦君）   松下福祉部長。 

○福祉部長（松下 文丈君）   お答え申し上げます。 

 予防接種につきましては担当課、健康づくり課の方が庶務担当をしております。その中で特

に乳幼児関係につきましては、保健師も戸別訪問等を行っておりまして、そういったものにつ

いてもご相談させていただくということも考えておりますし、また一番いいのは、現在ヒブと

か肺炎球菌ワクチンなんかは定期接種化されておりますので、それに併せてロタウイルスワク

チンもされるといいということも、同時期になろうかと思いますので、そういったご案内もで

きようかなというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（島田 正彦君）   川瀬議員。 

○１１番（川瀬 孝代君）   確かに定期接種ではないということは、自治体にも大きな意

味でのお金が発生するといった意味では、大変苦渋の選択になるかとは思いますが、さてこれ

はもう本当に地球全体での部分を考えますと、ＷＨＯも世界中の全ての地域の乳児に対して、

このワクチンを接種することを推奨しているという、そういう現状があります。 



 今、日本では推進に向けて動いているとは言いますが、先ほどの答弁でもありましたように、

なかなか現状は、すぐには定期接種化というのは望めないのかなというようなことを考えてお

ります。 

 さて、この公費助成の部分なんですが、県下でもだんだんと市町が増えてまいりました。子

育て支援の応援ということで、南の方では県内では多いのかなとは思うんですが、鈴鹿市が最

近、この公費助成に取り組むようになりました。大きなまちでは、四日市市とか桑名市とかは、

まだ推進をされていないところでありますが、ぜひ東員町としても前向きに取り組んでいただ

きたいなと、そのように思っているところであります。 

 ワクチン接種によって病気を予防するということは、子どもの健康を守ることになると思い

ます。そういった意味でも、この定期接種化になるまで、しばらくかかるとは思いますが、ぜ

ひ公費助成を前向きに取り組んでいただいて、そして子育て支援の一環として東員町としても

取り組んでいただきたいと、そのように思うところであります。 

 今回は防災の部分、そしてまたＡＥＤ、そしてまた最後はロタウイルスワクチンの公費助成

について質問をさせていただきました。ある意味、今、課題になっていること、そしてまた、

最初に質問いたしました防災・減災対策というのは、本当に重要なことだと思います。 

 災害が少ないのではないかというのが、町長の常日ごろからおっしゃっていることではあり

ますが、本当に何が起こるかわからない。そういった意味では住民の知恵もかりながら、そし

てまた行政の対策と、そういった意味では力を出し合いながら東員町の中で住んでいく、命を

守っていく、財産を守っていく、そういう取り組みをぜひ前向きに進めていただき、そしてＢ

ＣＰの策定をしっかりと私も注視していきたいと思います。よろしくお願いをしたいと思いま

す。 

 以上で私の質問を終わります。 

 


