
○２番（近藤 敏彦君）   おはようございます。 

 今回私のほうでは、非常に世間でも関心の高い事柄について、ご質問をさせてい

ただきたいと思います。 

 １点はいじめの問題について、そしてもう１点は防災関連、そして男女共同参画

についてでございます。 

 今日の新聞にもありましたけども、昨日、全国で一斉にＪアラートの訓練があっ

たということで、各地で不備等が見つかっております。東員町はその辺どうだった

のか、また後ほど聞いてみたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 早速ですけども、通告どおり質問に入らせていただきたいと思います。 

 滋賀県大津市で起きましたいじめ問題は、大変大きな問題として世間を騒がせて

おります。その後、夏休み中にも茨城、香川、広島など、いじめと因果関係はわか

らないとしたものも含めて、中学生の自殺が相次ぎました。 

 過日、東員町の出身で、現在たまたま大津市内で働いている友人と話をする機会

がありました。いろいろと話を聞いていると、大津市は結構大きなまちで、学校な

ども生徒数がかなり多く、東員町とは大きく事情が違っているとのことでありまし

た。 

 例えば運動会などは、昼食をとるのにも生徒は教室で給食を、親は家に帰る人も

いれば、気の合う親同士でランチに出かけたりと、子どもと一緒に弁当を囲んで食

べるようなことがないそうです。都会的な風潮で、地域的なつながりが薄いような

印象を受けたとのことでした。 

 そういう意味では、我が町、東員町は下校時の安全パトロールなどを初め、地域

ぐるみでのかかわりが強く、近所の人の顔を見れば、どこのうちのだれだれさんや

とか、子どもでもわかっていることが多くあり、感服する次第であります。 

 また、幼稚園から中学校まで、入園・入学式、卒園・卒業式に出席させていただ

き、気づきましたことは、だれもが気持ちよく挨拶をきちんとしてくれることであ

ります。先生方におかれましては、よくご指導しているなと感心をいたします。 

 昨日の同僚議員の質問と重複する部分もあるかと思いますけども、教育長にお尋

ねをしたいと思います。 

 現在、町内の小中学校において把握しているいじめはありますか。 

 ２つ目、また不登校はありますでしょうか。 

 ３つ目、いじめに対する東員町の取り組みがあれば、お聞かせいただきたいと思

います。 

 以上、お願いいたします。 

○議長（南部 武司君）   岡野譲治教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   おはようございます。 

 近藤敏彦議員の、いじめの問題についてのご質問にお答えをいたします。 



 なお、川瀬議員、伊藤議員への答弁と重複するところがございますが、どうぞお

許しを願いたいと思います。 

 まずいじめの定義について、お話を申し上げます。 

 平成１８年度行われましたいじめに関する調査の際に示されたものでありますが、

個々の行為がいじめに当たるか否かの判断は、表面的・形式的に行うことなく、い

じめられた児童生徒の立場に立って行うものとする。いじめとは、当該児童生徒が

一定の人間関係のある者から、心理的・物理的な攻撃を受けたことにより、精神的

な苦痛を感じているものとする。なお、起こった場所は学校の内外を問わないと定

義をされております。 

 もう少し詳しく述べますと、いじめられた児童生徒の立場に立ってとは、いじめ

られたとする児童生徒の気持ちを重視することであります。一定の人間関係のある

者とは、学校の内外を問わず、例えば同じ学校、学級や部活動の者、当該児童生徒

がかかわっている仲間や集団、グループなど、当該児童生徒と何らかの人間関係の

ある者を指しております。 

 心理的な攻撃とは、仲間外れや集団による無視など、直接的にかかわるものでは

ありませんが、心理的な圧迫など、相手に苦痛を与えるものも含んでおります。 

 物理的な攻撃とは、身体的な攻撃のほか、金品をたかられたり、物を隠されたり

することなどを意味しております。 

 なお、けんか等は省くとなっております。 

 以上の定義を参考にしながら、町内の各校から上がってきておりますいじめにつ

いて、お答えをいたします。 

 まずは件数から申し上げますと、平成２３年度は小学校３件、中学校０件、そし

て今年度は今現在小学校４件、中学校１件となっております。 

 概要は、昨日もお話をさせていただきましたが、仲間外れや無視、複数児童でば

かにしたり、登校時に蹴ったりたたいたりする、落書きや悪口を書いた手紙、いた

ずらや命令などです。 

 いずれの事案についても該当学級で話し合いを持ったり、通学時に起こったこと

であれば、通学班全員を招集したりしながら、いじめは絶対に許される行為ではな

いということを確認をしてきております。 

 また、いじめた児童生徒、いじめられた児童生徒の保護者を交えて、今後の対応

を協議してきております。 

 このように、本町においてもさまざまな問題をはらんだ子ども社会の人間関係の

中では、少なからず問題が起こっております。 

 そんな時に、いかに子どもと教師との間に信頼関係が構築されているかどうかが、

解決への鍵となると認識をしております。つまり、子どもたちのいじめを取り巻く

人間関係やいじめの本質や特徴などを、教師、学校、そして私ども教育委員会が十



分理解した上で、いじめをできる限り早期に発見し、すべての子どもの人権を守る

視点に立って、子どもたちの生活実態や心情を踏まえた人間関係の改善、いじめの

原因となっているストレスの解消に向けた努力をしているところであります。 

 次に、不登校の状況について、お答えをいたします。 

 文部科学省は、不登校の児童生徒の定義を、何らかの心理的・情緒的・身体的、

あるいは社会的要因・背景により登校しない、あるいはしたくてもできない状況に

あるため、年間３０日以上欠席した者のうち、病気や経済的な事由によるものを除

いた者と定義をしております。 

 では、本町の現状を人数から申し上げますと、平成２３年度は小学校６名、中学

校１０名、本年度は７月現在、小学校３名、中学校が４名となっております。 

 不登校の要因は、一人一人さまざまであります。本町では県への月例報告ではな

く、独自に長期欠席児童生徒を指導計画報告書を作成し、各校から該当児童生徒の

欠席状況や長期欠席に至った状況及びその後の指導過程を報告をさせております。 

 その報告によりますと、不登校になった理由として、家庭環境によるもの、転入

時に前に通っていた学校との違いによるもの、コミュニケーション力の弱さ等が報

告をされておりますが、いじめが原因で不登校に至っているという報告はございま

せん。 

 最後に、いじめに対する本町の取り組みについてですが、これまでの答弁で述べ

てまいりましたＨｙｐｅｒ-ＱＵ調査やスクールカウンセラーの配置は、行政と一体

となった取り組みと言えますが、学校現場の教師が、まずいじめ発見の義務、いじ

め全容解明の義務など、果たすべき義務を履行するとともに、いじめ発生防止の義

務として、日々の教育実践の中で、子どもたちを学校教育の主体者として扱い、だ

れもが楽しいと思える授業、だれもがわかりやすい授業、子どもたち一人一人の興

味関心を引き出す授業を行い、だれもが居場所があり、だれもの人権が守られる学

級集団づくりをなすべきであると考えております。 

 教育委員会といたしましても、そういう実践を尊重し、できる限りの支援を行っ

ていく所存でございますので、どうかご理解賜りますようにお願いを申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（南部 武司君）   近藤敏彦議員。 

○２番（近藤 敏彦君）   ご回答ありがとうございました。 

 いじめの件数につきまして、残念ながら東員町でも件数として上っております。

これがゼロでなかったことがよかったことか悪かったことかは別といたしまして、

ゼロで報告されていれば、これももう一つ問題があると思いますし、きちんとした

件数として上がってきていることには、少しほっといたしております。 

 いじめについてですけども、小学校３件、今年度は小学校４件と中学校１件のわ

ずか５件なんですけども、このほかにも潜在的にあるんじゃないかということを、



私らつい思ってしまうんですけども、その辺のチェックですね、教師の方々とのコ

ミュニケーションを含めまして、チェックは十分と言えますでしょうか、どうでし

ょうか。 

○議長（南部 武司君）   岡野教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   お答えをいたします。 

 昨日から私もＨｙｐｅｒ-ＱＵという心理テストを活用しているということをお

話をさせていただきました。そのことについて、かかわりますので、少しお話をさ

せていただきます。 

 Ｈｙｐｅｒ-ＱＵの調査をすることによりまして、４段階の子どもたちの姿が出て

きております。１つは学級に不満足、何らかの侵害を受けている児童、承認をされ

ていない児童、認められない児童、学級に満足を感じている児童という、この４つ

の領域の中で子どもたちの状況がわかってきております。 

 特に学級に満足を感じている児童の中で、要支援児童というところ、この子は本

当に気をつけて見ていかなければならないというのがＨｙｐｅｒ-ＱＵ調査の中で

わかってきております。 

 概数ですけれども、それぞれの学年で、東員町全体の学年と、多い学年、少ない

学年ありますけれども、５～１０名、小学校６校を合わせれば、そのぐらいの子ど

もたちが、これは何らかのいじめを受けているか、何らかの精神的な何か圧迫を受

けているかというような、回答の中で結果が出てまいります。 

 そのＨｙｐｅｒ-ＱＵ調査をすることによりまして、担任の先生はそれを見ながら、

まずは面談をしたり、そしてどういう状況でこの子がなっているのか、またその子

に対して言葉がけをするということになっております。 

 東員町の子どもたちが、先ほどお褒めの言葉で安定しているということを言って

いただきましたけれども、学級満足度の子どもたちは、大体全国平均でいきますと、

３６％が満足度に入るんですけども、東員町の４年生から中学３年生まで、昨年度

の結果ですけど、大体６０～６５％の間の子が、学級に対して満足をしているとい

うことで、ひとつ私どもも大変安心をしております。 

 ただ、先ほども申し上げましたように、本当にこの子に気をつけて見ていかなけ

ればならないという児童も出てきておりますので、そういう子に対して十分気をつ

けながら、そしてそのことをもとにしながら、学校全体で情報交換をしながら取り

組みを進めていただいております。 

 以上でございます。 

○議長（南部 武司君）   近藤敏彦議員。 

○２番（近藤 敏彦君）   ありがとうございます。 

 ６０～６５％の生徒が満足していると、大変いい数字だと思います。もっと数字

を上げていただけるようにお願いいたします。 



 不登校についてですけども、３０日以上という不登校につきまして、小学校が３

件、中学校が４件、これは家庭の環境だとか、コミュニケーション不足だとかとい

うことをおっしゃられましたけども、やがていじめにつながっていく危険性を十分

はらんでおりますもので、この辺も十分注意していただきたいと思います。 

 夏休み前に私の子どもも学校からプリントをいただいてきてました。昨日も話題

に上がってましたけども、三重県知事と県の教育長からの「かけがえのない命、い

じめを絶対に許さない緊急アピール」ということで、各学校、地域の皆さん、保護

者の方へということでいただいてきております。 

 これには、みんなで、周りの人間がサインをいかに見逃さないかということに徹

してくださいということが書かれております。やはりこれに尽きるかなと思います

ので、十分細心の注意を払って当たっていただければと思います。 

 いじめがある学校は評価が低くなることを恐れてしまい、いじめ全体を黙認する

ケースがあるという話を聞きます。それよりもいじめを受けている生徒からのＳＯ

Ｓを見逃さず、問題が小さいうちに芽を摘むことが大切で、そのような取り組みを

することこそが最優先とされるべきだと思います。 

 いじめは、ささいなことが発端となり起こると言われています。昨日までの仲間

が今日はいじめたり、いじめられたりする関係となる場合が多いのです。また、い

じめられている生徒においても、いじめられていることを隠そうとすることがあり、

正確にいじめの有無を判断することが難しいことでもあるようです。 

 しかし、少なからずそれらの生徒はＳＯＳを発信しており、そのサインを家庭や

学校がいち早く気づいてあげるということが大切だと思います。 

 学校の中でのいじめの有無は、周りの友だちが気づかないはずはないと思います。

見て見ぬふりをしないで、気づいた友だちが勇気を持って学校に知らせるというこ

とが、早期発見、早期解決につながるのではないかと考えております。 

 そこでもう１点、教育長にお尋ねしますけども、私が考えるには、いじめが潜在

的に、またかつ継続的に行われる背景には、周りの無関心が大いに影響しているの

ではないかと思います。本当は決して無関心ではないはずであろうと思いますけど

も、本人のサインのほかに、周りの人からのサインを察知することも大変に重要な

ことではないかと思いますけども、これらについて、本人だけではなく、周りのサ

インを受け取るといったことについてはどうでしょうか。 

○議長（南部 武司君）   岡野教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   私もそのとおりだと思います。 

 数年前ですか、大阪市立大学の森田先生がいじめに関する調査をされました。そ

の中で２種類のことが出てきたんですけども、１つは教師がいじめに気づき、気を

つければ６割は改善できる、だから私たちは、先生たちしっかりしてくださいとい

う話をしておりますけれども、もう一方で、いじめには、いじめをしている子に対



して無関心な子、それから、これ先生あきませんよとか、注意ができる、もう１つ

はいじめを見ていて、それをからかう、助長してしまうという子がいるそうです。

いじめをからかう、無関心ではなくて助長してしまうような子は、親に対しても、

いつもムシャクシャするとか、むかつくという感情を持っているそうです。 

 というような資料が出ておりましたけども、学校ももちろん、一生懸命いじめに

対して取り組みを進めなければなりません。それは本当に責任があるところだと思

っております。 

 それと同時に、どうもいじめの部分では、親子関係の中で、きちっとした信頼関

係とは言いませんけども、温かい関係があるかどうかというのも、いじめに対する

ものだと思っております。 

 先ほど先生に言ったり、いじめはだめですと言える子の親子関係は、１００パー

セントいいという形になっております。そういう関係が育つということ、気づくと

いうことに関して、そういう感性が育つということも、日常の親子関係の中で培わ

れていくのではないかなと私は思っております。 

 以上でございます。 

○議長（南部 武司君）   近藤敏彦議員。 

○２番（近藤 敏彦君）   全くそのとおりだと思います。 

 やはり一番小さなコミュニティは家庭ですので、家庭をしっかりしていくという

ことが大事なんじゃないかと思います。 

 いじめによって、みずから命を絶ってしまった生徒さんも、この世に生を受けた

時には、ご両親を初め、ご家族の方々にもさぞかし祝福をされ、今日に至るまで、

たくさんの愛情を注がれて、いろいろな思い出があったことでしょう。そんなわず

か１０年そこそこの若い命が、何とも不条理な形で、この世からなくなってしまう

ということは、どのような理由であれ、絶対にあってはならないことだと思います。 

 このような悲惨な出来事が我が町で決して起こることがないよう、教育委員会を

初め、各学校の教職員の皆様におかれましては、より一層の、そしてより細心の注

意を払っていただきたいと願っております。 

 いじめの問題につきましては、これで終わらせていただきます。 

 続きまして、２つ目の質問に移らせていただきます。 

 去る７月３１日から８月１日にかけまして、議会の総務建設常任委員会におきま

して、視察研修が行われました。私も参加をさせていただきました。 

 今回は東日本大震災の被災地を訪ねまして、災害時に議員として何ができるのか、

また何をすべきかというところを、多賀城市、陸前高田市の各議会事務局にてレク

チャーを受け、勉強させていただきました。 

 陸前高田市を視察した際の市民体育館でのことです。床は抜け落ちて、正面にあ

るはずの舞台の壁がそっくりなくなっており、外の景色がそのまま見えていました。



中には一面にがれきが散乱しており、自動車が２台ひっくり返っていました。それ

はとても想像ができないくらいのすさまじい光景で、涙があふれてくるのを止める

ことができない状況でした。 

 案内をしてくださった陸前高田市の職員の方に聞いた話ですが、当時、体育館に

避難をした市民の方が約１００名ほどいらっしゃったそうです。やがて予想もしな

い大津波が押し寄せてきて、天井のはりに偶然つかまって助かったという３名の方

以外の全員の方が犠牲となられたということです。これは津波の高さを過小評価し

ていたために、避難場所の指定を誤ったことが原因と考えられます。 

 今後東員町では、津波はまず考えられないとしても、さまざまな災害が予想され

ます。総務部長にお伺いをいたしたいと思います。現在、東員町ではどのような災

害を想定して、どのような場所が避難場所として指定されているのでしょうか。お

聞かせをいただきます。 

 ２番目は、町長にこれはお聞きしたいんですけども、今後、さまざまな災害が予

想されますけれども、防災に対する考え方やその後の復興などを含めた総合的な視

点から見た町としてのビジョンがあれば、お聞かせ願います。 

 以上お願いします。 

○議長（南部 武司君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   防災の考え方につきまして、私からご答弁を申し上

げます。 

先ほど陸前高田市のお話が出ましたけど、今日の朝のニュースで、陸前高田市に

１本だけ残った松が枯れて切り倒されて、モニュメント化して残すというようなこ

とをやるということを見ましたけども、私も昨年、陸前高田市へ行って、あの惨状

を見てまいりました。大変なことだというふうなことを思っております。 

 防災につきまして、大規模な災害が発生した場合の対応として、町、県及び国な

ど、行政の活動だけでは限界があります。 

 そのため、町民の皆様には、日頃からの自主的な活動が求められており、本町で

は全自治会において自主防災組織を組織していただき、熱心に活動が実施されてお

ります。 

 今後の対応といたしましては、これまでの大規模な災害である阪神淡路大震災、

東日本大震災や、昨年、大きな被害が発生しました南紀州での洪水など、全国で発

生しているさまざまな災害を教訓に、防災減災機能を備えた安全性の高い町を構築

し、快適で住みよいまちづくりに取り組むとともに、東員町で住み、働く町民の皆

様には、日頃から防災意識を持ち、それぞれの地域で、地道な取り組みを行ってい

ただかなければなりません。 

 災害が発生しやすい我が国にありまして、身近なところでの災害へのたゆまぬ備

えが、自らの生命、財産を災害から守る最も基本的で重要な方法でございます。 



 災害の発生を完全に防ぐということは不可能でありますが、災害時の被害を最小

限にする「減災」の考え方を防災の基本として、たとえ被災したとしても、人命が

失われないことを最重視し、また経済的被害ができるだけ小さくなるよう、さまざ

まな対策を組み合わせて災害に備えていく必要がございます。中長期的な視点から

継続的に取り組んでいかなければなりません。 

 そこで、自然災害対策にあっては、そのさまざまな災害リスクを町民の皆様にお

示しをした上で、住民の皆様の生命を守ることを最優先として、避難施設を充実さ

せるとともに、平時から常に研修や啓発等の対策を行っていくことが重要と考えて

おります。 

 なお、災害の予防・被害軽減を図るためには、災害予防、災害応急対策、災害復

旧・復興の各段階において、国、公共団体、県、近隣市町、自主防災組織、事業者

等が相互に連携をいたしまして、災害時には最善の対策をとっていくことが必要で

あり、それぞれが積極的かつ計画的に行動することが求められるため、平時から相

互協力を積み重ね、災害の予防と被害軽減を実現していくよう努めなければならな

いと考えております。 

 来年度平成２５年度には防災計画の見直しをさせていただきます。改正される防

災計画には、町民の皆様の意見も取り入れさせていただき、また、総合的な観点で

精度の高い計画の見直しを実施いたします。 

 以上でございまして、残余は総務部長からお答えを申し上げます。 

○議長（南部 武司君）   日置直人総務部長。 

○総務部長（日置 直人君）   私のほうからは、避難場所についてのご質問に

お答えをいたします。 

 避難場所の指定につきましては、東員町地域防災計画における避難対策計画の中

で定めさせていただいております。 

町からの避難勧告や避難指示により、東員第一・第二中学校、小学校６校及び東員

町総合体育館の合計９カ所の避難所で、収容可能人員は１万３，０００人と設定を

させていただいております。 

 また、地震のときの地区別の避難所としまして、学校区ごとに各小中学校の校庭

と、さらに東員町中部公園、笹尾中央公園の９カ所を避難所と指定をしております。 

 また、水防対策用の避難所としましては、員弁川の水防対策として、長深地区は

三和小学校と長深公民館を、南大社地区は南大社研修センターを、中上地区は中上

構造改善センターをそれぞれ指定しております。 

 しかし、国からの南海トラフ巨大地震発生予測によります被害想定の見直しや、

最近多く発生しておりますゲリラ豪雨など、近年の気象の変化などを考慮しまして、

現在の計画にあります避難所の設定や運営につきましては、見直しを図っていきた

いというふうに考えております。 



 どうかよろしくお願いいたします。 

○議長（南部 武司君）   近藤敏彦議員。 

○２番（近藤 敏彦君）   ご答弁ありがとうございます。 

 町長からのご答弁の中で、減災の考え方を基本とし、人命が失われることがない

ようにというご答弁がありました。これが第一だと思いますので、その後、防災計

画の見直しを含めて、これも住民の方が一番自分のお住まいの近辺のことはよく知

っておいでですので、住民の方のご意見も逐次聞いていただきながら、完璧な防災

に取り組んでいただきたいと思います。 

 避難所につきまして、私がちょっと気になっていたのは、近年、集中豪雨でかな

り水が多くありまして、三孤子川なんかが氾濫したり、員弁川等が氾濫する場合も

考えられるわけなんですけども、先ほど総務部長のお答えの中で、三和小学校だけ

に避難するのではなくて、水による災害の場合は、近隣の公民館等が指定されてい

るということでしたので、それならばよろしいのかなというふうに受けました。 

 ただ、水が増えまして足元までつかっていたとか、船に乗って避難せんといかん

とかということも起こりかねない状況になるかもわかりませんけども、もう１つは

高台ですね、東洋ゴムの山だとか長深の山、高台へ皆さん避難されることも一つで

はないかと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（南部 武司君）   日置総務部長。 

○総務部長（日置 直人君）   お答えをいたします。 

 先ほど議員申されましたように、現在の地域防災計画では、いわゆる一時避難所

的に、先ほど申しました長深、南大社、中上地区の最寄りの公民館ということで指

定をさせていただいておりますけども、皆さんにお配りしております現在のハザー

ドマップの員弁川氾濫の想定では、高くて２メートルほどまでの浸水が想定されて

おりまして、公民館等も浸水の区域内に入っておるということで、先ほど申しまし

たように、地域防災計画の見直しの中で、高台の避難場所の指定、それから公民館

は平屋建てでございますので、２階、３階、いわゆる最上階に避難できるような場

所も指定するような、そんな形で防災計画を見直していきたいというふうに考えて

おります。 

○議長（南部 武司君）   近藤敏彦議員。 

○２番（近藤 敏彦君）   どうもありがとうございます。 

 避難場所の選定を誤りますと、２次被害も甚大になると思われますので、より細

かな設定をしていただくことが重要かと思います。 

 また、近く起こるとされています南海トラフ地震などの震災の際には、備蓄倉庫

にある飲料水や缶飲料などは、災害の規模にもよるでしょうけども、すぐに底をつ

くことが容易に想像できます。 

 さらに総務部長にお聞きしますけども、このような飲料水や食糧の備蓄は十分と



お考えでしょうか。また、それらが尽きた以降は何か手だてをお考えでしょうか。 

 以上、お聞きいたします。 

○議長（南部 武司君）   日置総務部長。 

○総務部長（日置 直人君）   お答えをいたします。 

 保存食の備蓄ということで、現在は避難所に避難された方々の人数の３日分を想

定して保存をしております。十分かどうかということですと、なかなか難しい面も

ありますけども、現在の３日分という想定で備蓄をしておりますので、その備蓄が

消費された場合は、すぐ補充ができるような計画にしていきたいというふうに考え

ております。 

○議長（南部 武司君）   近藤敏彦議員。 

○２番（近藤 敏彦君）   地震等で孤立してしまう場合もあるかと思います。

外から物資が入ってこないような場面もあろうかと思いますので、蓄えは十分過ぎ

るほどにしておいたほうがよいのではないかと思いますので、その辺もご考慮いた

だければと思います。 

 災害というのは季節を問わず、また昼夜を問わずやってきます。それらの季節的

な要因やさまざまな時間帯においても、考えられるだけの備えが大事だと思ってお

ります。 

 防災に関して、話が変わるんですけども、以前、私が南大社にある防火用水がご

ざいまして、そちらの金網のフェンスの支柱が腐ってボロボロになっており、今に

も倒れそうに危険なので何とかしてほしいということで、住民の方よりご要望があ

りました。 

 ６月の時点で私は防災安全課に対応をお願いに行きましたが、残念ながらいまだ

に改善がなされておりません。子どもがよじ登ったりして大変危険だと聞いており

ます。 

 このような生命の危険があるような場合については、最優先に対応すべきだと思

いますが、どのような手続きを経たらよいのでしょうか。また、役所での決まり事

などがあるのでしょうか。どうすれば対応していただけるのかをお聞かせください。 

 総務部長、お願いします。 

○議長（南部 武司君）   日置総務部長。 

○総務部長（日置 直人君）   お答えいたします。 

 防火水槽、消防水利の件でご迷惑をおかけしたということでございますけども、

南大社の防火水槽につきまして、現在、自治会長さんと協議をさせていただきまし

て、金網、フェンスが少し錆びて腐ってきておるということで、応急処置は自治会

さんのほうでお願いをしておりまして、今後の修繕について、今現在、自治会長さ

んと費用の面も含めて相談をさせていただいておりますので、早急に対処するよう

に行いますので、どうかご理解よろしくお願いしたいと思います。 



 手続きにつきましては、自治会長さんを通じてでも結構ですし、直接、担当の防

災安全課のほうにお声をかけていただいても、それは結構でございますので、よろ

しくお願いいたします。 

○議長（南部 武司君）   近藤敏彦議員。 

○２番（近藤 敏彦君）   よくわかりました。 

 いずれにしましても、防災ですので、これも子どもが池に落ちて大変なことにな

らない前に、早目の手だてをお願いしたいと思います。 

 以上で２点目の質問を終わらせていただきます。 

 最後の質問に移らせていただきます。 

 私は今年７月より、東員町男女共同参画プラン策定委員会に参加をさせていただ

いております。正直に申し上げますと、今まではただ漠然とした意識はありました

けれども、いざこのような会議に参加することとなって、身近にある問題などに目

を向けることが多くなってきました。これも男女共同参画の一つ、あれも男女共同

参画の一つやなといったように、さまざまなことが具体的に感じられるようになっ

てまいりました。 

 そこで、この会議の中で話題になったことも含めまして、４点、生活福祉部長に

お尋ねをいたします。 

 まず１点、現在の東員町における女性の参画比率はどれぐらいでしょうか。 

 ２点目、同じく町内の事業所での比率はどれぐらいでしょうか。 

 ３点目、役場での女性の比率の高い部署と低い部署はそれぞれどこでしょうか。

また、それらの理由はどこにあると考えられるでしょうか。 

 ４点目、将来的には女性の参画比率を何パーセント程度にしたいのか、目標値を

お尋ねいたします。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（南部 武司君）   岩田利弘生活福祉部長。 

○生活福祉部長（岩田 利弘君）   近藤議員の男女共同参画についてのご質問

にお答えいたします。 

 まず１点目の現在の東員町での女性の参画比率につきましてのご質問でございま

すが、各種審議会、委員会における女性委員の参画比率につきましては、今年度当

初で、２８．１％でございます。 

 また、東員町における職員全体での女性比率につきましては、職員全体の４７．

５％となっておりますが、一般職員では２０．６％の女性比率となっております。 

 次に２点目の町内の事業所での比率につきましては、大変申しわけございません

が、把握してございません。 



 次に３点目の役場での女性比率の高い部署と低い部署はどこなのか、また、それ

らの理由は、とのご質問でございますが、女性比率が高いのは教育委員会の専門職、

庁舎内の課では、こども健康課が、課員９名に対して女性５名でございます。 

 こども健康課につきましては保健師が４名雇用され、すべて女性であり、特定保

健指導や成人各種検診等を行っております。 

 ４点目の将来的な女性の参画比率の目標値でございますが、今年度につきまして

は、男女共同参画プラン策定委員会を設立し、委員会で現在見直しを行っており、

できるだけ早い時期に３０％を目標に男女共同参画の推進に努め、女性の登用率を

高められるよう取り組んでまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りますよう

よろしくお願いいたします。 

○生活福祉部長（岩田 利弘君）   近藤敏彦議員。 

○２番（近藤 敏彦君）   ご答弁ありがとうございました。 

 職員の割合が４７．５％と、ほぼ半数に近い数字というのは、まず驚きました。 

各種団体につきましては２８．１％、約３割に近い数字ですね。第５次計画の目標

値を３０％とされているということでありましたけど、ほぼ３０％に近い数値が出

ておるということで、大変優秀な感じを受けられました。 

 また、策定プランに今度私も参加させていただいて、なるべく女性の参画が多く

なれるように知恵を絞ってきいたと思っております。 

 私事なんですけども、私も小さい子どもがおりまして、同じ学校に通う子どもの

お母さん方も共働きという家庭が多いのが現実です。今の日本の経済状況では、女

性も働かなければやっていけないという認識から来ているものと推測されます。 

 幼稚園の子どもは保育園でも見てもらうという方法がありますけれども、一番多

く聞かれるのが、小学校に入ってしまうと、下校時間が幼稚園よりも早くなってし

まい、家で子どもを見ないといけなくなるというお母さんたちは、仕事をしたくて

も、せいぜい午前中しかできないような状況となってしまうと。さらに深刻なのは、

長期の夏休みになった場合のことです。 

 女性の参画を多くするためには、子育て中のお母さんたちの就業率を上げること

こそが、より効果的と思われますが、そのためには児童保育所などの充実がなされ

るべきだと思います。せっかく就職したのに、子育てによってやむなく離職をせざ

るを得なくなったのでは、女性の進出はなかなか進みません。 

 子どもを育てながらキャリアを積んで、社会的にも経済的にも女性が活躍できる

場をどんどん増やしていくことができれば大変よいことだと考えております。 

 先ほどのご答弁にもありましたけれども、町内の事業所に対しても、ぜひ働きか

けていただきまして、全町を挙げて取り組んでいくことが大切だと思いますので、

今後ともよろしくお願いをいたします。 



 最後になりましたけれども、これは町長にご提案を申し上げて、同時にお考えを

お伺いしたいと思いますけども、男女共同参画というのは、さまざまな部署をまた

いで横断的に進める必要があるのではないかと思っております。そのためには、今

の生活環境課に担当を置くのではなくて、政策課のような組織全体を見渡せる部署

に設置してはいかがでしょうか。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）   議員ご指摘のとおりだというふうに思っております。

全町的に男女共同参画というのは取り組んでいかなければならない、これはもうご

もっともでございます。 

 今、議員のご提案をいただきましたことをしっかりと受け止めて、庁内でも一度

検討をさせていただきたい、来年度に向けて検討させていただきたいというふうに

思っております。 

○議長（南部 武司君）   近藤敏彦議員。 

○２番（近藤 敏彦君）   国全体を見てみましても、女性の参画率というのは

まだまだ低いのが現状でありますので、その点におきましても、東員町は一歩も二

歩もリードしているよというような先進的な町になればいいかと思います。 

 長きにわたりましたけども、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。 


