
○８番（川瀬 孝代君）   ８番、川瀬孝代でございます。 

 初めに、このたび町民の皆様の温かいご支援をいただき、再び議会に送っていた

だきました。心より感謝申し上げます。女性の視点を生かしながら、皆様が東員町

に住んでよかった、安心して暮らせるまちづくりに努めてまいりたいと思いますの

で、どうかよろしくお願いを申し上げます。 

 さて、３．１１東日本大震災から満１年が過ぎました。静かに、厳かに、鎮魂と

追悼の祈りを捧げるところから、次の１年へのスタートを切ることができたところ

でございます。支え合う精神の復興とともに、震災後の国の形をどうするべきかと

いうことが問われていると思います。自然災害は止めることはできませんが、日ご

ろの備えを持ちながら、減災対策に努めていかなければならないと思っているとこ

ろでございます。 

 それでは通告に従いまして、質問をさせていただきます。 

 まず初めに、子育て支援について、お尋ねをいたします。 

 １点目、子育てガイドブックについてです。 

 子育てガイドブックは、子育ての中の人たちに、必要な情報をわかりやすく提供

するためのものです。また、妊娠から出産、０歳から１８歳までのサポート情報誌

として一冊にまとまっているものでもございます。例えば子どもが障がいを持って

いる場合の保護者の気づきや相談などにも必要ではないかと思います。 

 子育ての不安や悩みを少しでも解消していただくために、行政サービスや東員町

ならではの子育て支援の施策、また各種の窓口相談など、さまざまな子育て情報を

掲載し、イラストやマップなどを使って、見やすく、使いやすいように工夫をした

東員町の子育てガイドブックの提案をいたします。お考えをお尋ねいたします。 

 ２点目、インフルエンザ予防接種の助成についてです。 

 現在、東員町ではインフルエンザ予防接種の助成は、乳幼児から就学前までの子

どもで、１回の接種が１，０００円となっています。今回もインフルエンザが大変

流行しました。そして猛威をふるい、幼稚園をはじめ学校などの学級閉鎖もあり、

現在も続いているような状況でございます。 

 インフルエンザは、せき、くしゃみなどで空気中に広がったインフルエンザウイ

ルスを吸い込むことによって感染します。突然の高熱、頭痛、関節痛などで、風邪

に比べて全身症状が強く、肺炎や気管支炎などを合併し、重症化することが特徴で

ございます。ですから子どもたちの集団の場での蔓延を防ぐためにも、流行前に予

防接種が必要であると思います。子どもの感染予防のために、一人でも予防接種が

受けやすくなるように、予防接種の助成を小学校６年生まで拡大を要望いたします。 

 そこで例えばこのたび県におきまして、三重県においてですが、９月より、子ど

もの医療費助成制度が、現行の就学前から小学校６年生の児童まで拡大することと

なりました。東員町としては中学３年生までの医療費助成制度ですから、県からの



補助対象の財政負担が増えるために、町としてはその分の補助がかからなくなるか

と思います。これは私の本当に考えなんですけれども、この点もかんがみながら、

その予算の部分を取り組んでみてはどうかと思うところでございます。 

 東員町としてのお考えをお尋ねいたします。 

 ３点目、防災ヘルメットについてでございます。 

 東員町の学校では、校舎が鉄筋コンクリートづくりがほとんどであると思います。

大地震が発生した場合、地震による落下物で子どもたちが大けがをする危険性も増

しています。子どもたちの安全対策として、災害時のけがから子どもたちを守るた

めにも、子どもたちの命を守るためにも、より効果的な対策として、学校に防災ヘ

ルメットの配備を提案いたします。 

 以上この３点について、お考えをお尋ねいたします。 

 ご答弁をよろしくお願い申し上げます。 

○議長（南部 武司君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   川瀬議員から子育て支援について３点、ご質問をい

ただきました。 

 まず、１点目の「子育てガイドブック」の作成のご提案でございますが、本町で

は平成２２年度に「暮らしの便利帳」を作成いたしまして、その中で子どもに関す

る事業ごとの内容や手続き、担当課の問い合わせ先などを掲載し、行政情報全般の

ガイドブックとして、町民の皆様に配布をさせていただいております。 

 しかしながら新年度から役場の機構改革に伴い、問い合わせ先も変更になること

や、何よりも子育てをされる方にとりまして、出産から保健・医療・福祉・保育・

教育などに関する行政サービス情報が大変重要であることは、私も十分認識をいた

しておりますので、議員ご提案の、妊娠してから義務教育を終えるまでの情報を一

冊にまとめてご紹介するガイドブックの作成につきましては、一度前向きに検討を

させていただきたいと考えております。 

 母親だけではなくて、例えば父親の子育ての部分も入れるような形で、少しお時

間をいただきたいと思いますが、子育てを応援するまちとして、東員町らしいオリ

ジナリティーのあるガイドブックを作成し、安心して子どもを産み育てていただけ

るようなまちづくりを目指していきたいと思いますので、ご協力をお願い申し上げ

たいと思います。 

 次に２点目のインフルエンザ予防接種費用助成の拡大についてでございますが、

まず県内市町の子どものインフルエンザ予防接種費用助成の実施状況を申し上げま

すと、私どもを含め、現在８市町で実施されておりまして、そのうち私どもと同じ

就学前までの実施が４自治体、小学３年生までが１自治体、小学６年生までが１自

治体、中学３年生までが３自治体、ごめんなさい、ここに書いてありますのは３自

治体となってますが、後で福祉部長に答弁させます。この数字、今足したら９にな



りますので、８ですので、申しわけございませんが、実施されていない市町が２１

あるという状況になっております。 

 本町では、インフルエンザによる重篤化防止を目的に、県下でも早く実施し、平

成２１年度から、生後６カ月から就学前の子どもを対象に、１回１，０００円で、

１人につき２回までの助成を行っており、平成２３年度には、対象児童１，３９４

人のうち、その約６２％の８６４人の児童が接種を終えられております。 

 また、インフルエンザの予防には、予防接種のほかに手洗いやうがいの励行、外

出時のマスクの着用、基本的には規則正しい生活を送り、抵抗力を高めることこそ

が、だれもができ、かつ有効な手段であると言われております。 

 私どもも、広報「とういん」や町のホームページなどを通じて、引き続きインフ

ルエンザ予防の奨励に努めさせていただきます。 

 この制度が始まって間もないことや、就学前の子どもたちの接種率を今後いかに

して向上させていくのか、こういうことの検証も含め、調査・検討することが、喫

緊の課題と考えております。対象児童の拡大につきましては、今後厚生労働省の動

きや、県下のほかの市町の接種の拡大状況等も含め、もう少し時間をいただいた上

で、費用対効果も含め、中期的な課題として検討をしてまいりたいと思っておりま

す。 

 次に３点目の防災ヘルメットにつきましては、ご承知のとおり、昨年の東日本大

震災以降、各方面で防災計画や防災対策の見直しが行われているところでございま

す。 

 そのような中で、学校における児童生徒の安全確保という観点から、防災ヘルメ

ットの導入ということでございますが、震災後、防災頭巾を各家庭で購入または作

成していただいて、学校に置いていただいているというような小学校もあるように

聞いております。 

 導入するとすれば、管理面や耐用年数など、考慮しなければならないことがあり

ますので、防災ヘルメットがよいのか、防災頭巾でよいのか、あるいは別の安全対

策があるのか、一度お時間をいただいて検討をさせていただきたいと考えておりま

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。 

 先ほどの点につきまして、福祉部長より答弁をさせていただきます。 

○議長（南部 武司君）   岩田利弘生活部長。 

○生活福祉部長（岩田 利弘君）   先ほどは失礼いたしました。 

 先ほどの町長の答弁にありましたインフルエンザ予防接種費用の実施状況の中で、

私どもを含め、現在８市町ということで答弁させていただきましたけども、９市町

の間違いでございました。どうも失礼いたしました。 

○議長（南部 武司君）   川瀬孝代議員。 

○８番（川瀬 孝代君）   ご答弁ありがとうございました。 



 子育てガイドブックの部分は、私もさまざまなところから東員町の子育てってす

ごいですねというお話を伺う中で、何か提示するものってありますかということで、

先ほどからお話にありました暮らしの便利帳などを見せたところ、やはりそれ以外

のところにもたくさん子育て支援がありましたので、ぜひ東員町としても、三重県

下でも大変レベルの高い子育て支援をしている本町ですので、この部分はしっかり

と取り組んでいただきたいなと、そのように要望しているところでございます。 

 またご答弁にも、今後検討していくということを伺いましたので、その点もお願

いをしたいのと同時に、現在、国などの制度的なサービスにつきましては、法改正

により内容の変更が生じるものもありますので、状況を見ながら改正をしていくと

いうことも必要ではないかと思われます。 

 ということで、町のホームページなんですけれども、数カ月間同じようなホーム

ページというのが私の感想なんですけれども、町のホームページなどを使っていた

だいて、そこに子育ての部分のガイドブックを掲載していただいて、そしてだれも

がダウンロードできるように、そのような仕組みも今後取り入れていただきたいな

と、そのように要望いたします。 

 また、このガイドブックを母子手帳とともに渡すと、またそれもよいのかと思い

ます。現在「こんにちは赤ちゃん事業」も実施をしておりますので、その訪問の時

に、再度このブックの活用方法などを、お母さん、または保護者の方と説明をしな

がら対話をしていく、そういうことも大事ではないかと思います。 

 さまざまな角度から、このガイドブックを活用できると思いますので、その部分

ではしっかりとお示しをしていただきたいと思います。 

 子どもを育てやすい環境をつくっていくこと、そして子育てのお母さんなどに寄

り添って支援をしていくことが求められています。社会情勢は大変大きく変化をし

てきています。先ほど町長のご答弁にもありました父子家庭、ここにも今、国を上

げて、ある意味スポットが当たっている部分でもございます。特に今回の震災のこ

とを通しながら、母子家庭に対しても、大きく本当に支援をしていこうという流れ

が事実あることと思います。 

 ですので父子家庭、この部分にもしっかりと対応していただきたいと、そのよう

に思います。どうか創意工夫をして、よいものをお示しください。よろしくお願い

いたします。 

 さて、インフルエンザの予防接種の助成ですけれども、私が先ほど中でお訴えを

しました医療費の無料化の補助の部分が変わってくると思うんですね。その点につ

いてはご答弁はありませんでしたので、お伺いをしたいと思います。 

 よろしくお願いをいたします。 

○議長（南部 武司君）   水谷俊郎町長。 



○町長（水谷 俊郎君）   医療費につきましては、本町は中学校３年生まで助

成をさせていただいておりますので、県が９月以降に小学校６年生まで拡大をして

いただければ、その分は当町としては半分浮いてくるということはあると思います。 

 詳細につきましては、今、手元に持ち合わせておりませんので、また報告をさせ

ていただきたいと思いますが、先ほどのインフルエンザの件は、いろいろ専門的に

聞いてみますと、小学校へ入るまでの子がかかったら重症になるというような傾向

がございまして、小学校へ入ってしまうと軽いというわけではないんですが、軽減

的な傾向があって、小学校へ入るまでの子どもに対して、今６２％なんですが、こ

れを何とか１００パーセントまで接種をさせていただくことを考えていくのが喫緊

の課題ではないかというようなことを、今、庁内でも話し合っておりまして、その

ような方向でまずは進めさせていただきたい。そしてその後に、またそのことを議

論させていただきたいというふうに思っております。決してやらないよということ

ではなくて、後日また考えさせていただきたいと思っております。 

○議長（南部 武司君）   岩田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（岩田 利弘君）   先ほどの町長の答弁の中で、小学校６年ま

での県の補助でございますけども、平成２４年度の見込みで、５カ月分で６８０万

円でございます。また、１年分に換算いたしますと、平成２５年には１，６６０万

円となります。 

○議長（南部 武司君）   川瀬孝代議員。 

○８番（川瀬 孝代君）   ご答弁ありがとうございました。 

 すごくたくさんの補助の部分が浮いてくるんだなということを、今、金額を聞い

て感じたところでございます。ぜひ有効利用していただきたいなと思います。 

 インフルエンザの予防接種の部分は、予防注射もかかるんですけれども、医療費

も結構かかるんですね。先ほど町長が述べられたように、やはり就学前の子どもた

ちが肺炎で入院したとか、そういうのを今回私も伺っております。確かに年齢的に

は小さいお子さんがそういう部分を受けられるのかなとは思いますが、しかし学校

の学級閉鎖があると考えた場合、兄弟でうつったりする場合もあるかもしれません

けれども、その点も医療費の削減や、安心して生活していくという部分を考えます

と、しっかりと拡大の部分もこれから取り組んでいただきたいと、そのように要望

をいたします。 

 防災ヘルメットの件なんですけれども、今回は子育て支援策というところに入れ

るのは、ちょっと無理かなとは思ったんですけれども、これだけを取り出して質問

するのもどうかなとか、自分で考えながら、最後の３番目のところに入れさせてい

ただいたんですけれども、防災ヘルメットの件は教育長にお伺いをしたいと思いま

す。 



 先ほど学校によって対応が、防災頭巾ですか、そういう部分と、さまざま違いが

あるというお話がありましたが、実態について、ご答弁をお願いしたいと思います。 

○議長（南部 武司君）   岡野譲治教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   お答えをいたします。 

 防災ヘルメット、防災頭巾に関しては学校によって対応がそれぞれです。ある小

学校が頭巾を購入してもらったりとか、つくってもらったりという形で、それぞれ

の学校でやっております。 

 ただ、防災訓練の中では、一番守るのは頭であるということは、毎回工夫をして

おりまして、頭巾とか教科書でも、とにかく頭を守れ、何でもいいからとにかく頭

を守れというような指導は、それぞれの学校がすべて行っているところでございま

す。ヘルメットがいいのか、頭巾がいいのかは、ちょっとまた今後検討させてくだ

さい。 

 以上です。 

○議長（南部 武司君）   川瀬孝代議員。 

○８番（川瀬 孝代君）   ありがとうございます。 

 確かにそれは先生たちの危機管理の部分でも差があるのかなと、そのように思う

んですけれども。 

 今回のこういう質問をなぜ私がしたかと言いますと、三重県の教育委員会が作成

しました防災意識を育てるという部分の防災ノートが、この２月に全校に配布をさ

れています。もちろん県下全部なんですけれども。学校での防災教育、家庭におけ

る備えや地震・津波の知識が書き込まれているものでございます。私も拝見をいた

しました。 

 この中に先ほど教育長がおっしゃったように、頭をかばんや本、また手を使いな

がら守るという、そのようなイラストがありました。実際、防災の部分のヘルメッ

トを利用している学校は、身近なところにヘルメットが置いてあります。そして訓

練のときにかぶって動くというか、逃げるというか、行動するという、そういう部

分でございました。本や手で頭を守るという行動はすごく大事だと思いますし、日

ごろの訓練だと思いますけれども、ある意味、先ほどもお話したように、学校自体

がコンクリートづくりという部分もありますので、今後この点についてもぜひご検

討をお願いしたいなと思います。 

 災害というのは想定だけではなく、どうなるかという想像力が大事だということ

も、今回の震災を通して学んだところでございます。また、この防災ノートという

のは、子どもたちが災害対策に取り組む中で自分の命を守っていく、そういう部分

でも大事なノートではないかと思います。 

 この防災ノートは横浜市でも早々と取り組んでおります。私も今回は大阪の豊中

市のほうに防災ノートの件で研修に行ってまいりました。このノートを通しながら、



自分たちが災害に対する意識を高めていくということは、大変大事なことだと思い

ますので、ぜひよろしくお願いをしたいと思います。 

 次に環境対策について、お尋ねをいたします。 

 １点目、再生可能エネルギーについてです。 

 東日本大震災による東京電力福島第一原発の事故に伴い、深刻な電力不足を受け

て、政府は今年の夏をめどにエネルギー基本計画の見直しを進めています。見直し

の部分は太陽光や風力・水力などの再生可能エネルギーの一層の利用拡大を促すこ

とです。 

 町長の所信表明の中にございました小水力発電や太陽光パネルによるメガソーラ

など、再生可能エネルギーへの取り組みがございました。質問の前よりご答弁をい

ただいたようなことでございますが、通告に従いまして、お尋ねをしたいと思いま

す。 

 日本の技術は日進月歩で進んでいます。 

 太陽光においては、特殊チューブや光ファイバーなどを使った特殊照明装置を使

って、暗い部屋に太陽光を照らす仕組みが発明をされています。 

 風力では、小型風車を使ったハイブリッド街路灯が見かけられるようになりまし

た。 

 また、水力は平地での河川や農業用水を利用した小水力発電は水の落差が問題で

したが、新しく開発されたスモールハイドロストリームという製品は、一たん流れ

を貯留し、落差をつくり、放流の際には狭いところを通して水車を回転させる仕組

みで、ほとんど落差がないところで発電できるように設計をされています。農業用

水や河川でも電気をつくれるということです。 

 次に、地中熱などは、地中５メートルに地中熱パイプを通すことによるエアコン

トロールという簡易な地中熱を利用した換気システムが発明をされています。 

 このような再生可能エネルギーの普及拡大について、本町におけるお考えをお尋

ねいたします。 

 ２点目、節電対策についてです。 

 今年の夏の節電対策を踏まえながら、継続的な節電として最近注目を集めていま

すガラス専用の無色透明の省エネ紫外線カット機能のある新型エコフィルムがあり

ます。名古屋大学などでも導入をされているようです。今までのエコフィルムは色

がついていて、曇りや雨の日には暗くなりましたが、新型エコフィルムの場合は透

明に近く、室内の温度を維持でき、省エネ効果が高いのが特徴です。役場などへの

導入をしてはどうかと思います。お尋ねをいたします。 

 ３点目、エコスクール化についてです。 

 文部科学省では、平成９年度から学校施設において、環境を考慮した施設づくり

を推進しています。公立の小中学校をパイロットモデル事業として認定するなど、



エコスクールの普及に努めています。地球温暖化の一環として、学校の新築・改築・

改修整備を実施する際には、快適な学習環境の確保とともに、省エネ対策、省二酸

化炭素対策をあわせて実施をしております。このエコスクールづくりに積極的に取

り組むことが重要な観点となっております。 

 このたびの大震災では電力の供給が大幅に減少し、学校においても一層の省エネ

ルギー化が求められていることから、エコスクール化のさらなる推進を掲げており

ます。 

 具体的には、１．屋根や壁の改修、複層ガラスの設置による断熱化を進める、２．

照明・空調機器などの省エネ化を進める、３．ひさし、緑のカーテン、太陽熱・地

熱利用設備、バイオマスなどで自然の恵みを活用していく、４．太陽光発電、燃料

電池、ＬＥＤなど、最新の技術を活用していく、５．こうした設備を表示装置など

で見える化し、環境教育に活用していくことなどを挙げております。 

 東員町でのエコスクール化の推進、お取り組みについて、教育長にお伺いをいた

します。 

 以上３点について、ご答弁をお願いいたします。 

○議長（南部 武司君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   環境対策についてのご質問にお答えをいたします。 

 東員町における太陽光、水力、風力、地熱、バイオマスなどの再生可能エネルギ

ーの普及拡大につきましては、ご質問にございましたような、いろいろな方法がご

ざいます。従来型の化石燃料焼却よる発電は、世界の多数の国が参加し、温室効果

ガス削減を求めた「京都議定書」に相反するものであると思っておりますし、原子

力発電につきましては、その安全性に今度の事故で疑問符が突きつけられた、その

ように考えており、それらへの依存は地球温暖化や環境汚染、住民の不安など、深

刻な問題を引き起こしているものと考えております。 

 町といたしましては、小水力発電や太陽光発電につきまして、導入可能性の検討

及び事業効果について調査を行っており、また、先ほども言いましたように、民間

事業者からメガソーラ計画の話をいただいておりますことから、今後も積極的に太

陽光・小水力発電、バイオマスなど、再生可能エネルギーの活用を検討してまいり

たいと思っております。 

 先ほど議員が述べられましたように、いろいろなエネルギーにつきまして、日進

月歩で技術が進んでおります。今、私が申し上げましたものにこだわらず、もっと

広く情報を集めて、取り組めるものにつきましては積極的に導入可能であるかどう

かということも検討をしてまいりたいというふうに考えております。 

 次に、役場庁舎における夏の節電対策について申し上げます。 



 昨年の夏も猛暑が続く中、庁舎の南側窓にゴーヤのつるを伸ばして緑のカーテン

をしたり、よしずを設置しまして、エアコン温度の適切な管理に努めてまいりまし

た。 

 また、事務所内照明の間引きや、週１回のノー残業デー、職員のクールビズ等の

取り組みを実施いたしまして、対策を考えてまいりました。 

 平成２４年度におきましては、節電効果を見込んで、事務所内照明をＬＥＤに改

修する予算も、この議会で上程をさせていただいております。 

 さまざまな節電対策がある中、今後も包括的な対策を考えてまいりますが、ご質

問いただきました「新型エコフィルム」につきましても、費用対効果などを検証さ

せていただき、検討をさせていただきたいと思っております。 

 よろしくお願いを申し上げます。 

○議長（南部 武司君）   岡野譲治教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   エコスクール化の推進についてのご質問にお答え

をいたします。 

 地球温暖化をはじめ地球環境問題が深刻化する中、環境の保全についての理解と

関心を深めるための環境教育の重要性がますます高まっています。 

 また、学校施設についても、エコスクールという考え方が徐々に理解され、全国

各地で太陽光発電をはじめとする環境にやさしい新技術導入や設計上の工夫などが

広がってきております。 

 東員町内の学校におけるエコスクール化についてでございますが、議員もご承知

のとおり、昨年度になりますが、各学校に太陽光発電施設を整備する計画を立て、

本格設置に向けて準備を始めたところでございます。 

 しかしながら発電効率等再考すべき課題に加え、原発事故発生以降、自然エネル

ギーへの一層の転換が国の施策として考えられることなどから、一たん計画を見送

ることにしたところでございます。 

 一方、各学校で環境教育に取り組んでおりまして、新しい学習指導要領に示され

た内容も含めて、さまざまな活動もしております。環境ポスターづくりや節電・節

水の呼びかけなどの啓発活動、家庭や学校から出るごみのゆくえやごみの分別の学

習、リサイクルの森の見学など、環境に関する学習、アルミ缶や牛乳パック回収な

どの奉仕活動など、さまざまなことを行っております。 

 また、本年度はすべての小中学校において、児童生徒と教職員が一緒になって節

電に取り組み、この１月末現在の実績として、平成２２年度と平成２３年度の比較

をいたしますと、町内の学校全体の電気使用量で、約９％を削減することができて

おります。 

 いずれにいたしましても、地球的規模の環境問題などの解決のためには、施設だ

けの対応ではなく、一人一人が環境保全に主体的に取り組むようになること、そし



て、それを支える社会経済の仕組みを整えることにより、持続可能な社会を構築す

ることが重要であると考えます。 

 環境教育に活用できるエコスクール化につきましては、今後の太陽光発電施設整

備とあわせて考えてまいりたいと思いますので、よろしくご理解を賜りますように

お願い申し上げます。 

○議長（南部 武司君）   川瀬孝代議員。 

○８番（川瀬 孝代君）   ご答弁ありがとうございました。 

 再生可能のエネルギーについては、他の議員も質問していますので、町長のご答

弁をお聞きして、今後も期待をしていきたいと思っております。 

 太陽光、太陽のエネルギーを活用した政策の中には、さまざまなことがあるんで

すけれども、大変これは小さなことなんですが、キーホルダーに太陽光を吸収する

パネルがついていまして、３時間ほどパネルを太陽光に当てると、小さなライトに

なるんですね。そしてそれが３０分ぐらい明るく灯すことができるという、そうい

うようなものも今ございます。懐中電灯のかわりに使えるということで、大変便利

だと思いますし、また電池も要らないので経済的な部分だと思います。また、この

ようなことも、ぜひ皆さんが、それぞれ生活の中で取り組んでいただくとありがた

いかなと思います。 

 また、避難訓練のときなどに非常用の持ち出しとかの展示がございます。そうい

うところにも、できればこういうものを活用していただくといいのではないかなと

いうことを、私は今回感じたところでございます。 

 さて、先ほど教育長がご答弁いただきましたエコスクール化という部分ですけれ

ども、大変長い期間をかけて、文科省としてはこの取り組みをしていますので、さ

まざまな学校の事例がございました。東員町としても、本当に身近なところでのお

取り組みを毎日して下さったりということで、それは本当に感心した部分でござい

ます。 

 ところで、このエコスクール化の中で、緑のカーテンというのは実施をしている

ところはあるのでしょうか。その点について、お伺いをしたいと思います。 

○議長（南部 武司君）   岡野譲治教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   現在正式に緑のカーテンとして、朝顔とかゴーヤ

ですか、計画的にしているというのは聞いておりません。部分的にはやっているか

もわかりません。 

 以上です。 

○議長（南部 武司君）   川瀬孝代議員。 

○８番（川瀬 孝代君）   緑のカーテン、私自身は毎年失敗をしてしまってい

るんですけれども、緑のカーテンをつくるのは大変難しいなというのが実感なんで

すけれども、学校とかそういうところで、身近な部分ですけれども、ぜひ取り組ん



でいただくとありがたいかなと思います。部屋が暗くなるとか、さまざまな部分で

の意見もありますけれども、一番身近な取り組みになるのではないかと思いますの

で、ぜひその部分をご検討していただきたいと思います。 

 押しつけて申しわけないんですけれども、水やりとか、そういう部分では難しい

かもしれませんけど、お願いをしたいと思います。 

 エコスクール化の中で、持続可能な環境の部分の教育として取り組まなければい

けない部分かなと思うんですね。そのことに関して、親子で学ぶエコスクールとい

う、そういうようなことは、先ほどは先生と子どもたちという部分でお伺いしたん

ですけれども、その辺の部分は何かお考えというのはあるのでしょうか。 

○議長（南部 武司君）   岡野譲治教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   学校の中で指導要領等もあるんですけれども、そ

の中で必ず社会でも理科でも国語でも、今の時代、環境抜きには語れない時代にな

っております。そしてその恩恵を預かる、被害を預かるのは今の子どもたちであり

ますので、子どもたちはもっと一生懸命学習をしております。 

 先ほどのお答えなんですけれども、親子で学ぶというのは、今のところ、それぞ

れの学校の報告を受けた中ではしておりません。ただ、下校ボランティア、ごみの

清掃はあれなんですけれども、そういうのに親子で中学校で一緒に入って、地域の

清掃活動をしているとかというのはお聞きをしております。 

 以上でございます。 

○議長（南部 武司君）   川瀬孝代議員。 

○８番（川瀬 孝代君）   学校全体でこういうことを取り組むということは、

大変難しいことかとは思いますけれども、やはりエコスクール化に対して、子ども

たちが身近なところで取り組んでいるということを、親ごさんたちも本当に知って

いただくということが大事かと思います。 

 これからもそうですけれども、きょう質問しましたさまざまな角度からの環境問

題、また子育て支援について、東員町なりの取り組みを要望いたしまして、今回の

質問を終わります。 


