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○議長（小林哲雄） 

 皆さん、おはようございます。ただいまの出席議員は１２名です。定足数に達し

ておりますので、これより平成２５年第１回開成町議会定例会９月会議第２日目の

会議を開きます。 

                    午前 ９時００分 開議 

○議長（小林哲雄） 

 日程第１ 一般質問を行います。 

 質問、答弁は簡潔にお願いいたします。 

 ４番、下山千津子議員、どうぞ。 

○４番（下山千津子） 

 皆様、おはようございます。４番議員、下山千津子です。通告に従い、質問させて

いただきます。 

 日本一健康な開成町を目指すことについて。 

 地球自然環境の中で生命の根元である水は、私たちの健康に直結していると考えま

す。 

 ところで開成町は美しい緑と水に恵まれた生活環境にあり、東西南北さまざまに水

脈が張り巡らされている情景は、大きな宝であり財産であります。また、開成町の水

道水は地下水のみを水源としており良質な水質が確保されております。  

 水道水は消毒のため、１リットル当たり０．１ミリグラム／リットル以上の塩素が

入っていることが、水道法によって義務付けられています。全ての町民の健康の源で

ある飲料水の供給と水質管理についてお伺いします。 

 また、平成２５年度からは新たに第五次総合計画がスタートしておりますが、日本

一健康な開成町を目指すためには町民が総ぐるみで健康づくりや保健予防の取り組

みを進める必要があると考えます。そこで具体的な取り組みについて伺います。  

 ①安全で美味しい飲料水の供給体制と塩素濃度は。 

 ②食育の推進のための具体的な取り組みは。 

 ③地域ぐるみの健康づくりを一層進めるための具体的な環境づくりは。  

 ④健康診査や各種予防接種の受診率向上のための方策は。 

 以上、質問をいたします。 

○議長（小林哲雄） 

 町長。 

○町長（府川裕一） 

 それでは、下山議員の質問にお答えします。 

 一つ目の安全で美味しい飲料水の項目ですが、まず、供給体制でありますが、開成

町水道事業は、給水人口が１万７，５００人、７カ所の水源より最大水量、１日１万

１，０００立方メートルの事業認可を取得しております。現在は６カ所の水源により、

最大取水量１日当たり９，５００立方メートルとなっております。今年の７月の最大
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給水量は、１日当たり６，４９６．６立方メートル、最大水量の６８．４％と、まだ

十分に供給量に余裕はあります。 

 塩素濃度につきましては、水道法施行規則第１７条第３項により、塩素消毒は１リ

ットル当たり０．１ミリグラム以上と保持するように定められております。開成町の

塩素濃度は食中毒の防止や、配水管の敷設状況を考慮し、１リットル当たり０．２か

ら０．３ミリグラムの濃度で供給をしております。安全につきましては、水道法施行

規則第１５条第１項の規定に基づき、水質検査を実施しております。３名の町内の在

住の方に、毎日、水道水の色、にごり、塩素濃度を測定していただいております。ま

た、同条第６項に定められている年間の水質検査計画を策定し、水質検査を毎月実施

して、安全の確認を行い、保健所に届け出をするとともに、その結果を、町ホームペ

ージに掲載をしております。開成町は深井戸から直接取水し、塩素消毒のみを行って

配水しているため、表流水を水源とする水道水と比べ、ほとんど外気に触れることが

ないため、大気汚染等による影響もありません。おいしい水の条件として、おいしい

水研究会による７項目のおいしい水の要件が、旧厚生省より公表をされております。 

 資料のとおり、公表された要件に基づいても、おいしい水の要件を全て満たしてお

り、数値的にも開成町の水はおいしい水と言えます。 

 また、平成２３年１０月に提出された、町民ワークショップ提言書で、上下水道関

係につきましては、町のよいところで、飲み水がおいしい、町立の水源を持っている

との感想を寄せられております。 

 ほかに平成２４年８月に、東京大学の学生が、開成町の水に対する意識調査を一部

の自治会の協力により実施したところ、現在の水道水について、１０点満点で評価す

ると、８．５と高評価を得ており、開成町の飲料水は、町の自慢の一つでもあります。 

 続いて、２項目の質問にお答えします。食育の推進のための、具体的な取り組みに

ついてではありますが、開成町の食育の推進は、第五次総合計画に位置付け、食を通

じて、町民が生涯健康で豊かな人生を送ることを目指し、食育推進に取り組んでおり

ます。 

 食育とは、国民一人一人が生涯を通じた健全な食生活の実現、食文化の継承、健康

の確保等が図られるよう自らの食について考える習慣や、食に関するさまざまな知識

と食を選択する判断力を正しく身に着けるための学習等の取り組みをさせておりま

す。 

 ２００５年に成立した食育基本法において、食育は生きるための基本的な知識であ

る。知識の教育、道徳教育、体育教育の基礎となるべきものと位置付けられておりま

す。単なる料理教育ではなく、食に対する心構えや、栄養学、伝統的な食文化、食が

できるまでの生産についての総合的な教育となっております。 

 平成２４年度、町の栄養や、食生活の主な取り組みとしては、妊婦の栄養教室では、

妊婦の食についての基本講座として料理実習を取り入れ、栄養指導を実施いたしまし

た。離乳食講習会では、離乳期における基礎知識と実践について、健康教育を実施し、

年６回開催し、参加人数は１９７人でした。親子料理教室は、食の実践、体験を通じ
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て、健康な体と心をつくることを目指し、バランスのよい食べ方や、食事のマナー、

生活リズムの大切さなど、親子で考え、身につけるための講座であります。平成２４

年度は、小学校、ＰＴＡと連携をし、小学校の親子を対象に２回開催し、５２人の方

が参加をしております。平成２５年度は回数を増やし、５回予定をしております。  

 町では、食生活の改善及び普及啓発を目的とする、食生活改善推進員を養成し、食

生活改善推進委員養成講習会を１市５町で共同で開催をしております。年間１３回の

食生活改善や、公衆衛生に関する知識と実演のための技術を講義及び実習を通して取

得し、８割以上の出席で食生活改善推進委員養成講習会の修了証書が交付をされます。

その後、開成町食生活改善推進委員協議会に入会をして、地域でボランティア活動を

実践していただいております。 

 開成町食生活改善推進委員協議会は町と連携しながら、男の料理教室、男性が自ら

の健康に配慮した食生活を営んでいけるように支援をし、料理実習を実践しておりま

す。 

 また、地域食生活改善活動として、身近な地域で具体的かつ実践的な方法で、食生

活の普及活動を実施しております。本年度は、開成町食生活改善推進協議会に対し、

加齢に伴う嚥下等の生理機能低下の知識や、低栄養の予防のための食事の工夫につい

ての研修を行い、高齢者の食の支援と、高齢者の健康の保持、促進を図っております。  

 また、本年度から広報に食を考えようと、年６回、町事業の団体の紹介を兼ねなが

ら、町内の食育活動を掲載しております。 

 学校においては、学校保健委員会を設置し、健康づくりを推進するための組織とし

て、学校、家庭、地域、社会が連携し、学校内での健康に関する課題や、学校保健が

当面する課題について研究、協議し、児童の健康の保持、増進を図っております。  

 開成南小学校では、平成２２年、３年度には、早寝早起き、朝ご飯とうんち、運動

をテーマに取り組みをいたしました。平成２４年度はそれを受け、「食育、元気いっ

ぱい南っ子大作戦」と題して、学年ごとに教科の中や、給食の献立、児童保健委員会

の活動の中で食育を取り上げております。 

 次に三つ目の質問です。地域ぐるみの健康づくりを一層進めるための具体的な環境

づくりについてであります。 

 開成町では、町民が健康で充実した生活を送ることを目的に、平成２４年度に、開

成町健康増進計画を策定いたしました。現在は、この計画に基づき、地域ぐるみの健

康づくりに取り組んでおります。 

 計画の推進に当たっては、健康づくり推進協議会を中心として、町民、自治会、医

療機関、学校、企業や、行政など、健康づくりに係るそれぞれの役割を明確にしなが

ら、連携、協力を図り、地域に根づいた活動の展開を図ることを目指しております。 

 健康づくり推進協議会の委員は、医師、歯科医師、保健福祉事務所、学校、健康普

及員、母子保健推進員、食生活改善推進協議会、民生児童委員協議会、婦人会の代表

者の皆さん等で組織をしております。それぞれの立場での活動を情報交換することで、

自分たちの役割を再認識するとともに、お互い顔を合わせることで、スムーズな連携
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を図っております。 

 最後に４番目の質問です。健康診査と各種予防接種の受診向上率のための方策につ

いて。赤ちゃんから高齢者まで、それぞれのライフステージに応じた健康診査や、予

防接種の情報提供を行い、普及啓発に努めております。特定健康診査については、平

成２５年度から、計画期間となる第２期の特定健康診査等実施計画の中で、受診率の

目標値を定めております。平成２４年度の受診率は３５．６％でしたが、平成３０年

度の目標として４０％を目指しております。 

 受診率向上のため、集団検診においても、土曜日に実施したり、若い人との健康診

査との同時開催。また、健康普及員等を通じた個別の受診干渉などを実施し、啓発活

動に努めております。 

 国は、平成２２年の市町村別生命表の結果を７月に発表しました。その中で市町村

別の平均寿命は、開成町の女性は全国で１３位、８８．１歳という結果でありました。

男性は、上位５０位には入りませんでしたが、８１．０歳でした。５年前の１７年の

結果では、女性は１０位で８７．７歳でありました。この調査は、平成１２年から５

年ごとに実施され、平成２２年に３回目となり、開成町の女性は、２回続けて、全国

５０位に入るという結果となりました。 

 日本一健康な開成町を目指すために、平均寿命とともに、健康寿命の延伸を目指し

ていきたいと思っております。 

 平均寿命は、ゼロ歳から何年生きられるかというものではありますが、元気で生活

できる期間である健康寿命を延ばすことが重要だと思っております。 

 日本の平均寿命から考えると、健康寿命との差は男性で９．１３年、女性で１２．

６８年となっております約１０年間は、健康上の問題で、日常生活に制限がある不健

康な期間を過ごすことになります。介護予防も含めた健康づくりを推進し、平均寿命

を延ばし、元気に過ごせる健康寿命を延ばしていくことが大切であります。 

 町民は町民としての役割に担い、町は町民が自発的、自主的に行う健康づくりを支

援すること。そして、個人の健康づくりに対して、家族や地域住民、学校、医療や町

などの関係機関がサポートをし、環境を整備していくことで、開成町全体が健康とな

り、生活の質を向上につなげています。今後も、きめ細かく地域での健康づくりを推

進していきたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（小林哲雄） 

 下山議員。 

○４番（下山千津子） 

 ただいま一定のお答えをいただきましたが、何点かについて再質問をいたします。 

 １問目の安全でおいしい飲料水に関しましては、答弁いただきましたように、町内、

町外からも、「開成町の水はおいしね」というお言葉を頂戴しますし、水質管理も法

律に沿って施行されておりますが、私は少し疑問に思う点がございますので、質問さ

せていただきます。 
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 本町のホームページに、地下水１００％のおいしい水で載っていますので、そのホ

ームページをちょっとご紹介いたします。地下水１００％のおいしい水、開成町の水

道は、地下水のみ水源としたおいしい水です。水道水源は地下８０メートルほどの深

い層を流れる深層地下水をくみ上げています。深層地下水は、山に降った雨や雪が、

約３０年という長い年月をかけて染み込んだものです。地下に染み込む過程において、

土壌がフィルターの役割を果たし、不純物を取り除くとともに、炭酸やミネラル成分

などを溶かしながら染み込みます。こうして流れてきた深層地下水を利用する開成の

水は、ミネラルウオーターと変わりないおいしさです。 

 また、前述したように、土壌が浄化の役割を果たすことにより、水質が大変良好と

なっているため、浄化処理をしていません。薬品は、水道法で義務付けられている必

要最小限の塩素を加えているのみです。このように、非常に恵まれた飲み水が町民に

供給されています。 

 法律で定められている塩素濃度の基準は、０．１ミリグラム／リットル以上という

ことですが、本町としては、その２倍から３倍の塩素を自動的に注入しています。せ

っかく８０メートルの地下から取水し、自然にろ過されている、安全でおいしい水に

対して、塩素濃度を低くする調査研究はなされてきているのかどうかについて、伺い

ます。 

○議長（小林哲雄） 

 上下水道課長。 

○上下水道課長（石塚和己） 

 それでは、下山議員のただいまの質問にお答えしたいと思います。まず、最初に、

先日、配付いたしましたおいしい水の要件ということで、ちょっと簡単に説明をさせ

ていただきます。 

 これは厚生労働省のおいしい水研究会が、昭和６０年４月に発表されたものでござ

います。おいしい水の要件といたしまして、７項目、蒸発残留物、硬度、遊離炭酸、

過マンガン酸カリウム消費量、臭気度、残留塩素、それと水温、この７項目について

要件が出されております。開成町の水道水と比較いたしますと、まず、おいしい水の

要件でございますけれども、蒸発残留物につきましては、１リットル当たり３０から

２００ミリグラム、これが開成町では１リットル当たり１２０ミリグラムになってお

ります。硬度につきましては、１リットル当たり１０から１００ミリグラムに対しま

して、開成町は１リットル当たり５７ミリグラムでございます。遊離炭酸につきまし

ては、１リットル当たり３から３０ミリグラム、これは開成町では、１リットル当た

り３．７ミリグラムということになっております。過マンガン酸カリウム消費量につ

きましては、１リットル当たり３ミリグラム以下ということに対しまして、開成町で

は１リットル当たり０．９ミリグラムということでなっています。臭気度につきまし

ては、３以下ということですが、開成町では臭気度はございません。残留塩素につき

ましては、１リットル当たり０．４ミリグラム以下がおいしいという要件でされてお

りますけれども、開成町では、０．２から０．３ミリグラムを年間を通じて入れてお
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ります。水温につきましては、２０度以下ということですが、開成町の水温につきま

しては、平均で１７度ということになっております。一応この７項目の要件につきま

して、全てクリアしているということで、おいしい水ということで、皆さんにホーム

ページ等でも公表しております。 

 続きまして、塩素の濃度について、研究されているのかということなんですけれど

も、まず、各県内の水道事業所の塩素濃度というものを調べておりますので、ちょっ

とこの辺も報告させていただきます。 

 まず、横須賀市でございますけれども、これは神奈川県の水道企業団により横須賀

市のほうに入ってくるものでございます。水源といたしまして、表流水でございます。

表流水で、横須賀市に入ってくるのに、１リットル当たり０．８ミリグラムの塩素が

入ってきております。末端での塩素濃度は、１リットル当たり０．３ミリグラムを目

標に、日常管理をしているということでございました。 

 秦野市につきましては、水源は地下水でございます。浄水場での排水塩素濃度は０．

４から０．５ミリグラムを入れております。末端での塩素濃度につきましては、１リ

ットル当たり０．３ミリグラムを目標としているということでございます。  

 小田原市につきましては、水源につきましては、ご承知のとおり、酒匂川の表流水

をとっております。浄水場での排水塩素濃度でございますけれども、１リットル当た

り０．６５ミリグラム、末端での塩素濃度につきましては０．２から０．３ミリグラ

ムを目標としております。 

 愛川町は、水源は表流水と地下水、こちら両方ともあるわけでございますけれども、

どちらも浄水場での排水塩素濃度は、１リットル当たり０．６ミリグラムを予定して

おります。そして、末端での塩素濃度につきましては、１リットル当たり０．３ミリ

グラムを予定しているということを伺っております。 

 上郡につきましては、全部地下水ですので、それぞれ大体浄水場での濃度は０．３

から０．４ぐらい、末端で０．１３とか、０．２ミリリットルを予定しておるという

ことで聞いております。 

 開成町では、先ほど町長が申しましたように、０．２から０．３ということで浄水

場で塩素を注入しております。末端での濃度を０．１２から０．２ミリグラムを予定

しております。 

 ここで原水のほうなんですけれども、一応原水の水温をはかりますと、１４．５度

ほどでございます。配水される水につきましては、まず、浄水場の水道の蛇口で図っ

たのが１７度でございました。上延沢の特設第二分団の水道蛇口で図った場合に１７

度でございました。 

 各浄水場の末端の部分ということで、測定場所を第一浄水場では、吉田島信栄倉庫

さんの北側の住宅のところではかっております。塩素濃度につきましては、０．２１

ミリグラムでございました。円通寺の１５７番地、これは開成町の円通寺団地のちょ

っと西側になりますけれども、そちらのほうではかったときに、０．１２ミリグラム

でございました。 
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 第二浄水場系統では、南部地区の区画整理で、今、作業しております、大和小田急

さんの現場事務所ではかったところ、０．１２ミリグラムでございました。  

 榎下浄水場ですけれども、みずのべ保育園、こちらの南側で、０．１４ミリグラム

でございました。このように法令では、０．１ミリグラム以上を確保しなきゃいけな

いということで、最低でも浄水場で０．２から０．３ぐらい入れる必要があるんでは

ないかというふうに考え、毎日、配水して、業務を行っております。 

 以上です。 

○議長（小林哲雄） 

 下山議員。 

○４番（下山千津子） 

 今、ご説明いただきましたように、確かにきちんと管理されているということです

が、ホームページで、私もちょっと引き出したものをご説明させていただきますと、

確かに町のホームページでは、平成２５年４月、５月、６月の水質検査結果の結果票

のデータを見ますと、高台の第一浄水場は、上延沢自治会館で採取されており、残留

塩素は０．３と０．２と０．３ミリグラム／リットルということになっておりました。

高台第二浄水場は、牛島で、消防第三分団詰所で採取され、それぞれの月で残留塩素

濃度は０．２と０．２と０．３ミリグラム／リットルと記録されています。また、榎

下浄水場では、中家村公園で採取され、それぞれの月で０．２と０．２、０．２ミリ

グラム／リットルという数値であります。 

 先ほどの答弁で末端、要するに管末までに０．１ミリグラム／リットル以上という

決まりがあるのは私も承知をしておりますが、各浄水場の末端の場所は、どこになっ

ているのでしょうか。今、第一浄水場のご説明がありましたが、第二浄水場と榎下浄

水場はどこになっておりますでしょうか。 

○議長（小林哲雄） 

 上下水道課長。 

○上下水道課長（石塚和己） 

 第二浄水場、先ほどもちょっと申しましたんですけれども、南部地区の区画整理の

施行をやっています。大和小田急様の現場事務所、こちらが現在末端になっておりま

す。そちらではかったものが０．１２ミリグラムということで報告をさせていただき

ました。 

 榎下浄水場につきましては、開成駅の東側のみずのべ保育園、これがあると思うん

ですけれども、そちらの南側のところに個人のおたくがあります。そこが一番末端に

なります。そちらのほうで、０．１４ミリグラムということになっております。  

 以上です。 

○議長（小林哲雄） 

 下山議員。 

○４番（下山千津子） 

 開成町は、深層地下水で大変貴重な飲み水が供給されているわけですが、塩素は消
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毒液ですので、例えば、ご飯を炊くときの水や、野菜を洗うときの水でそれぞれの栄

養素のビタミンは破壊されてしまうわけですから、少なければ少ないほど体に害はな

く、食品の栄養素も損なわれないで済みます。 

 季節によっても濃度は違うと思いますが、町民の健康へのサービスとして、きめ細

かなデータの管理をお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（小林哲雄） 

 上下水道課長。 

○上下水道課長（石塚和己） 

 塩素濃度につきましては、やはり塩素が多くなりますと、塩素臭いというにおいが

出てきますので、最低の０．１ミリグラム、これは最低確保しなければ、法律違反に

なってしまいますので、これは守らなければいけませんけれども、なるべく０．１を

末端で０．１以上確保できるような形で日常管理をしていきたいと思っております。 

 ただ、この塩素の濃度なんですけれども、大体１００万分の１という単位になって

おりますので、非常に量の調整というのが難しいです。そのために、毎日モニターで

塩素の濃度を管理して見ているんですけれども、ちょっとダイヤルを動かしただけで、

また、それもすぐじきに結果が出るわけではなくて、半日後とか、下手をすると約１

日近いような形で結果が出てきますので、日ごろ、濃度を重視しながら管理していた

だく、このように考えております。 

 以上です。 

○議長（小林哲雄） 

 下山議員。 

○４番（下山千津子） 

 上下水道課にモニタリングがあるのは、この間見せていただいたんですが、それは

どこの位置を示しておるものでしょうか。 

○議長（小林哲雄） 

 上下水道課長。 

○上下水道課長（石塚和己） 

 その塩素濃度というのは、浄水場に入ってくる原水、これに塩素を注入した場合の

塩素濃度を表示しております。 

 以上です。 

○議長（小林哲雄） 

 下山議員。 

○４番（下山千津子） 

 先ほど町長のご答弁の中に、安全性についてでございますが、町内の３名の方に、

毎日毎日、水道水の色とか、にごり、塩素濃度を測定していただいているということ

なんですが、その方たちの資格とか、報酬とか、報告書などは、どういうふうに町で

は管理されているんでしょうか。 

○議長（小林哲雄） 
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 上下水道課長。 

○上下水道課長（石塚和己） 

 ３名の方に、毎日、色とか、にごりとか、塩素濃度を測定していただいているわけ

なんですけれども、特に資格はございません。うちのほうで塩素のはかる測定器、こ

れとあと水温計、それをお渡しして、毎日、天気と水温とそれと塩素濃度、それとに

ごりがあるかどうか、その辺を目視でにごりがあるかどうか、そういうものを確認し

ていただいて、１カ月に一度報告書を挙げていただいております。またその報酬とい

たしましては、１名の方に一月５，０００円を支払っています。 

 以上でございます。 

○議長（小林哲雄） 

 下山議員。 

○４番（下山千津子） 

 上下水道課でのモニタリングとか、あとは３人の方の水質検査もされているような

のですが、町民の健康を預かるのに、何の資格もなくて大丈夫なんでしょうか。  

○議長（小林哲雄） 

 上下水道課長。 

○上下水道課長（石塚和己） 

 特に法律でこの測定に資格を必要とするというようなことはございません。そのた

めに、毎日続けるというのは非常に大変ですので、なるべく外出されない方という、

定期的に測定が可能な方にお願いをしております。また、３名の方以外に、町内では

マクドナルド、それと白鴎病院、こちらのほうでは、毎日塩素濃度の検査をやってお

ります。逆にこれがもし、塩素が下がったということがあると、役場のほうに電話が

かかってきております。 

 また、学校関係につきましては、文部科学省より学校給食による食品衛生法に基づ

く衛生監視指導についてで、使用水は、色、にごり、においのほか、水道水を受水槽

にためる場合や、井戸水等を殺菌、ろ過して使用する場合には、残留塩素を始業前、

始業後に毎日検査することとなっております。このようなことから、開成小学校、開

成南小学校、文命中学校、開成幼稚園、給食日には実施しているというふうに伺って

おります。 

 以上です。 

○議長（小林哲雄） 

 下山議員。 

○４番（下山千津子） 

 おいしい水の供給で努力されているのはよくわかりますが、例えば、開成町の水の

利点を生かして、北部には、瀬戸屋敷に井戸がございます。災害時の飲み物として、

利用はできないものかと、よく町民に聞かれますが、保健所の１年に一度の検査をす

れば、飲み水として利用できるというふうに伺ったことがございますが、その点は瀬

戸屋敷の井戸水としてはいかがでしょうか。 
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○議長（小林哲雄） 

 上下水道課長。 

○上下水道課長（石塚和己） 

 瀬戸屋敷の井戸水ということで、多分民間の方の井戸水というのは、３０メートル

以下の浅井戸ということになろうかと思います。牛島、宮台地区の方にも、かなり多

くの井戸がありますけれども、非常時の災害時に指定の井戸というふうになっており

ます。瀬戸屋敷は、水質検査をやって、保健所の検査をやれば大丈夫だというふうに

私も思っておりますので、非常時には、それが使えるかなというふうに思いますけれ

ども、ただ、地震等で災害が起きた場合、浅井戸というのは枯れる可能性が非常に強

いので、その場になってみないとわからないですけれども、基本的には、災害には対

応できるというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（小林哲雄） 

 下山議員。 

○４番（下山千津子） 

 それでは、災害時には、瀬戸屋敷の水が利用できるのではないかというご答弁をい

ただきました。 

 そして、あと１点ですが、開成町の北部は瀬戸屋敷、井戸があるんですが、南部の

開成町の玄関口であります開成駅に予算を余りかけないで井戸を掘る方法を考えて

いただき、手を洗ったり、涼を楽しんでいただけたら、魅力ある開成町の特徴として

の目玉になるような気がしますが、その点はいかがでございましょうか。  

○議長（小林哲雄） 

 上下水道課長。 

○上下水道課長（石塚和己） 

 ただいまのご質問にお答えいたしますけれども、開成駅の西側に噴水がございます。

この噴水は地下水をくみ上げているものでございます。今、電気料等の節電のために

常時噴水というのは行っていなくて、回数は減らしていると思いますけれども、基本

的には、そういうものも使用可能になるのではないかなというふうに思っています。 

 現在、開成駅にあります噴水は、地下水をくみ上げている。水源は地下水でござい

ます。 

 以上です。 

○議長（小林哲雄） 

 下山議員。 

○４番（下山千津子） 

 ぜひ、工夫されて、今、私が言った、手を洗ったり、涼を楽しんだりするように、

開成町の玄関口として、努力していただけたらありがたいなと思います。  

 ところで、私は今回の質問に当たりまして、それぞれの浄水場の現場を見まして、

特に高台の浄水場での安全管理体制に、少しきめ細かな配慮が必要と感じました。  
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 例えば、悪さをしようと目的を持って侵入すれば、鍵は昔ながらの普通の鍵でした

し、階段を上がって、建物に侵入しようと思えば、簡単に入れる気がいたしました。

建物の中の水槽のふたは、手で動かせば簡単に動き、防犯カメラの設置もなく、無人

でありました。無人管理を万全にするために、何らかの方策至急とる必要があると思

います。町民の命を預かる源ですので、早急に安全対策をお願いしたいと思いますが、

いかがでございましょうか。 

○議長（小林哲雄） 

 上下水道課長。 

○上下水道課長（石塚和己） 

 ただいまのご質問にお答えしたいと思います。浄水場の安全管理ということで、確

かにフェンス等、本当に浄水場に入ろうと思えば、フェンスを乗り越えて入るという

ことはできると思います。開成町の水道事業ということは、県により事業認可をもら

って水道事業をやっているわけでございますけれども、これは３年に一度、現地まで

来て、浄水場の現地確認の検査がございます。今年も１０月中旬を予定していますけ

れども、現地確認があります。その中で開成町の浄水場施設について、特にほかの事

業所と比べて劣っているというようなご指摘も、今まで受けたことはございません。

施錠につきましても、鎖を回して鍵をかけて中に入れないようにしてあるわけでござ

いますけれども、この辺、上郡の事業所も全て同じような状況でございます。  

 先ほど議員が申されましたけれども、たまたま直接目に触れる部分ということで、

そこしか、１カ所しかなかったんですけれども、そこを今、ご案内したわけなんです

けれども、通常、地下水ということで、ほとんど目に触れるというとろがございませ

ん。ですから、ほかの表流水等を水源としている浄水場と比べては、はるかに安全で

あるというふうに考えております。 

 ですから、我々も町民の安全を守るということで、細心の努力をしていくつもりで

ございますけれども、県の指摘、指導を受けながら、上下水道業を運営していきたい。

このように考えています。 

 以上です。 

○議長（小林哲雄） 

 下山議員。 

○４番（下山千津子） 

 では、よろしくお願いします。 

 次に、食育の推進のための具体的な取り組みについて伺います。医食同源という言

葉もあるように、日ごろからバランスのとれた食事をとることで、病気を予防し、治

療にもつながると思います。年間を通じ、さまざまな教室や講習会を開催し、栄養、

食生活、食育に関する情報提供に努められているわけですが、町の健康増進計画によ

ると、１９ページでございますが、平成２０年から２２年度までの３年間の各種教室

や、講習会の実施状況について示されておりますが、参加する人の数が、男の料理教

室は４２人から９８人に増え、地域食生活改善活動は１６０人から１８５人と増加状
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況にありますが、妊婦栄養教室は２１人から１５人に減り、食生活改善推進養成講座

は６人から２人へと徐々に減っています。その原因をどう分析され、以後の取り組み

にその分析は生かされるかどうかについてお答えを願います。 

 また、平成２４年度の実績は、どんな状況になったかについても、あわせてお願い

いたします。 

○議長（小林哲雄） 

 保険健康課長。 

○保険健康課長（田辺弘子） 

 では、お答えします。健康増進計画の中で、栄養食生活についての状況ということ

でまとめさせていただいておりますけれども、男の料理教室、あと地域の食生活改善

については、２２年度４回、９８人という数字でございました。こちらの男の料理教

室については、２３年度４回で６１人、２４年度４回で５０人ということで、２２年

度は増えたんですけれども、結果的には２４年度、若干減っているような状況がござ

います。 

 また、地域食生活改善活動、食生活改善推進協議会の方々が地域の自治会館等で食

について講習会等を行っている事業でございますけれども、２２年度５回の１８５人

に対して、２３年度同じように５回で２２７人、２４年度５回で１９０人ということ

で増えたり、減ったりというような形で、２００人弱ぐらいの人数で推移をしており

ます。 

 あと妊婦栄養教室と食生活改善推進養成講習講座のことでございますけれども、妊

婦栄養教室については、２４年度も同じ回数３回で、１４人というような形で人数は

２２年度と比べて余り変わりがございません。こちらにつきましては、母親父親教室

と同時開催というような形をとっておりまして、基本的には、母親父親教室について

は、初産婦を対象にしている事業でございます。町の出生数そのものは、２２年度一

番ピークでして、２６０名ぐらい生まれております。その後、２３年度、２４年度と

いうことで若干減っておりまして、２４年度の出生数としては１４７ぐらいだったと

いうふうに覚えておりますけれども、そんな関係で、出生数そのものが減っておりま

して、初産の方も減っているような状況がございまして、人数が減っているというこ

とでございます。 

 あともう一つ、食生活改善推進養成講座については、途中から１市５町共同で実施

をするということになりまして、共同実施になってからは年間２人から４人の推移で、

２４年度３人という形になってございます。今後ますます食育ということに力を入れ

て、活動していくということを考えると、こういう講習会をやりますということで、

お知らせ版等を通じてＰＲすることと、あと現時点で食生活改善推進員の方が身近に

いられる方にお声をかけて、参加を促しているという傾向がございますけれども、こ

の食のボランティアさんを増やしていくというところでは、食育を推進していく上で

はかなり大切なことというふうに思っておりますので、今年度も３人という人数では

ございますが、今後また普及という形でＰＲをしていきたいというふうに思っており
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ます。 

 以上です。 

○議長（小林哲雄） 

 下山議員。 

○４番（下山千津子） 

 次に、第五次総合計画における健康づくりの推進では、食育の推進に係る計画内容

の優先度が星印３段階に分けますと星二つになっています。食育は健康づくりの基本

で、私はイの一番に取り組むべきと考えておりますが、どうして最優先にしなかった

のか。明確なお答えをお願いいたします。 

○議長（小林哲雄） 

 保険健康課長。 

○保険健康課長（田辺弘子） 

 第五次の総合計画の星の部分については、重要度だけではなくて、緊急度と有効性

で星をつけるということを考えて、その結果、星が二つになったというところでござ

います。ですので、重要度として、必ずしも星が二つの状況だというところではなく

て、あくまでも星のつけ方については、総合計画を立てたときの基準に基づいてつけ

させていただいております。 

 食育ということについては、きちんとした位置付けについては、第五次の総合計画

をスタートしたというところで位置付けて取り組んでおりますけれども、食育を推進

していくというころになると、今、専門職は保健師がおりますけれども、やはり専門

職という部分で栄養士の確保というところが不可欠になってくると考えております。

総合経過のヒアリングをする中で、町でもぜひ、常勤の栄養士の雇用の希望を出して

おりまして、その辺やりとりをしている状況がございます。栄養士、今現在、栄養指

導とか、食生活改善の部分につきましては、非常勤の栄養士を雇用する中で事業を回

しているというところがございますので、その辺の栄養士の確保と絡めて、さらに力

を入れていくというところで、今回については、総合計画の中では星二つということ

でつけさせていただいております。 

 以上です。 

○議長（小林哲雄） 

 下山議員。 

○４番（下山千津子） 

 町の広報紙かいせいには、随所にスローガンの「日本一元気、きれい、健康」の紹

介がされ、府川町長のコーナーもあり、町の進む方向性が具体的に示されております。 

 また、この食育の部分では、「心と体をつくる食育」というコーナーも設けて、町

民を応援されているわけです。 

 ある自治会で、地域食生活改善活動の方たちが、男の料理教室を行ったときに、若

いお父さんが、子どもにお菓子を食べさせたいからつくり方を教えてほしいと要望が

あったと聞いております。また、データからも、地域食生活改善活動に参加人数が増
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えている現状を見ますと、大変意義のある活動を年間されているのが読み取れます。 

 食生活は命に直接関係することです。先ほど緊急性という問題をおっしゃいました

が、緊急性は本当に星三つあると思います。ですので、早急に栄養士さんを何年先の

栄養士さん採用じゃなくて、早急に命に直接関係ある栄養士の採用をお願いしたいと

思います。いかがでしょうか。 

○議長（小林哲雄） 

 保健福祉部長。 

○保健福祉部長（草柳嘉孝） 

 その辺は役場の職員定数等の問題もありますので、当面については、臨時職員の配

置等、その辺を考えながら対処していきたいと、そのように考えています。  

 以上です。 

○議長（小林哲雄） 

 下山議員。 

○４番（下山千津子） 

 これも第五次総合計画の４５ページにおいて、１５歳未満の子どもとその保護者を

対象に行う食育に関する事業の回数を年間１７回から２２回に増やすとしておりま

すが、その取り組みの具体的な内容と方法について、お聞かせください。  

○議長（小林哲雄） 

 保険健康課長。 

○保険健康課長（田辺弘子） 

 一つは親子料理教室ということで、２４年度２回だったものを増やすことで考えて

おります。それ以外に、食生活改善推進協議会の方々と連携をしながら実施していく

方向で考えております。 

 以上です。 

○議長（小林哲雄） 

 下山議員。 

○４番（下山千津子） 

 学校に関してのご答弁もいただいておりますが、以前に比べて、今は食卓を囲む団

らんも減ったりしていると聞いております。そのため、身につけるべき食事の正しい

マナーの低下なども生じたり、食習慣の乱れも問題になっていると思われます。食習

慣はやはり子どものころに形成されると思います。 

 そこで幼稚園や、小中学校では、この食育について、どういった取り組みがなされ

ておりますか、お伺いします。 

 また、南小学校での食育はどんな成果が得られましたか。お伺いいたします。  

○議長（小林哲雄） 

 教育総務課長。 

○教育総務課長（井上 新） 

 下山議員のご質問にお答えをさせていただきます。まず、マナーの問題ですけれど
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も、これは幼稚園、小学校、中学校、ある意味、一生の対応なんですけれども、最初

に、給食を食べる前には手を洗いましょうと。給食が配膳されるまでの対応ですね。

静かに待ちましょうとか、あとは南小学校ですけれども、もぐもぐタイムというのを

設けて、まず、食べるのに集中しましょうということで、１０分間程度、食べるのに

集中をしたりとか、あとは給食の関係ですと、一斉放送をして、地産地消のときなど

は、こういった食材を使っていますとか、そういったご案内もしていますし、いろい

ろ給食の時間は食育にあわせた内容で対応させていただいているといったところが

現状でございます。 

 それと南小の関係のすこやか会議を去年やっておりますけれども、そちらの成果で

ございますけれども、例えば、基本的には学習指導要領にのっとった形で、どういっ

たことをやるかといったところなんですが、例えば、２年生の生活科の時間では、実

際に野菜を育てるところからスタートして、食べるといったところの勉強をしたりと

か、６年生になりますと、実際に、食事を１食分つくってみましょうといったことも

やっておりますし、例えば、給食ばっかりであれなんですけれども、お弁当をつくる

場合のポイントとか、そういった指導もありまして、例えば、主食があって、主菜が

あって、副菜があるんだと、この３段階の三つのバランスが一番重要ですといったこ

とをいろいろご指導いただいていると。そういったことが行われたということでござ

います。 

 以上です。 

○議長（小林哲雄） 

 下山議員。 

○４番（下山千津子） 

 皆さんそれぞれ分野で努力されているのはよくわかりました。日本一健康な開成町

を目指すことについて、今後ともよろしくお願いいたします。 

 これで質問を終わります。 


