
○６番（上原 君代君）   改選から丸１年目、４回目の定例議会を迎えました。 

 今回は３つの質問を行います。１つ目は保健福祉センターの改修について、２つ

目は子育て支援について、３つ目はオレンジバスなど、公共交通についてですが、

わかりやすい、町民の立場に立ったご答弁をお願いします。 

 １つ目の保健福祉センターについて、町長に伺います。 

 町の各施設は、いずれも築後３０年を経過し、耐震化はもちろん、屋根や外周り、

トイレの水周りなど、必要なところから改修を行いつつあります。本年度は本庁舎

の照明機器の更新やトイレバリアフリー化、駐車場整備などが予算化され、工事が

されています。保健福祉センターの大改修も明言されました。ふれあいセンターと

の兼ね合いも含めて、わかりやすいご答弁をお願いします。 

 １つ、改修は耐震工事も含めると高額になるということで、改築の話もあると聞

きますが、その点をどのように考えていますか。また、どのような設計で、どのよ

うに利用していくのですか。 

 ２つ、来年度に開設予定の（仮称）発達支援室など、障がい児教育のあり方を示

してください。 

 ３つ、今までどおり乳幼児の健康相談、健康診査に使用なら、順番が来るまでの

遊べる場所とか空間の確保や、子育て支援室の増設など、子育て応援の場所として

も考えていただきたいと思います。 

 よろしくお願いします。 

○議長（南部 武司君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   上原議員の保健福祉センターの改修についてのご質

問に、お答えを申し上げます。 

 保健福祉センターにつきましては、ご指摘のありましたように、建設されてから

３０年以上が経過しておりまして、施設・設備の老朽化が進み、バリアフリー化は

不十分で、機能的に問題が生じてきております。 

 また、現在行っております健康保持・増進のための保健指導や各種相談機能を充

実させ、保健福祉センターの機能が十分発揮できる施設として再整備を進める必要

があると考え、検討を始めました。 

 最初は保健と福祉部局が中心に検討を始めておりましたが、町民の皆様にとりま

して一番利用しやすい庁舎のあり方を考えたときに、保健福祉センターだけではな

く、役場本庁舎と西庁舎のあり方も含めた、全体的なアウトラインの中で、一体的

な改修計画を立てていくべきではないかと考え、今後、さらに検討を進めてまいり

ますので、改修の計画案がまとまった段階で、皆様には全体像をお示しさせていた

だきたいと考えております。 

 次に２点目の「来年度に開設予定の、仮称ではございますが、発達支援室など、

障がい児教育のあり方について」でございますが、発達の段階で支援が必要な子ど



もの早期発見・早期療育や保護者との信頼関係を構築し、成長過程に応じた途切れ

のない支援を行うためには、「保健・福祉・教育」の連携による親子支援体制の充

実を図るとともに、相談窓口を一本化して、相談体制の充実を図ることが重要であ

ると考えております。 

 現在、三重県の「あすなろ学園」において、１年間研修を積んでおります２名の

教員と保育士を含めまして、保健師等担当者間で、事業等の擦り合わせを行ってお

りまして、当面は、母子保健事業、発達相談事業、子育て支援事業を総合的に行い、

保育園・幼稚園における３歳～５歳児の発達確認、個別の指導計画作成支援、保育

園・幼稚園に出向いての個別療育のほか、子育て相談、保育現場職員の研修等、児

童・保護者及び園支援を中心に事業を実施してまいりたいと考えておりますので、

よろしくお願いを申し上げたいと思います。 

 残余につきましては、生活福祉部長から答弁をさせていただきます。 

○議長（南部 武司君）   岩田利弘生活福祉部長。 

○生活福祉部長（岩田 利弘君）   上原議員からの３点目の「乳幼児の健康相

談や健康診査における順番待ちの際の遊び場所の確保や子育て応援のための場所に

ついて」のご質問について、私からお答え申し上げます。 

 現在、未就学児とその保護者を対象とした育児相談が、年１２回、発達相談が年

８回、１歳６カ月児及び３歳６カ月児の幼児健診は、年１２回使用しており、育児

相談は１階の保健指導室を、発達相談は２階の会議室を、幼児健診におきましては、

検診室をはじめホールなど、１階部分を使用し、また、受付を兼ねてロビーを待合

室としております。 

 健診は１回当たり３０～４０名ほどの幼児と、その保護者が来所されるため、時

間帯によっては、ロビーが混雑する場合もございますので、解消できるように整備

をしたいと考えておりますが、先ほど町長が申し上げましたように、保健福祉セン

ターの改修につきましては、役場庁舎を含めた一体的利用の中で、今後検討してま

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（南部 武司君）   上原君代議員。 

○６番（上原 君代君）   ご答弁ありがとうございました。 

 私は改築になるのか、改修になるのかと思っていたんですけど、今の町長の答弁

で、西庁舎とか、この庁舎との関連で、一体的というところで、どちらになるか、

私としては予測がつかなかったんですけど、皆さんがよりよく使えるようになるこ

とであって、そしてお金のことも考えた改築か改修であれば、それでいいと思って

ます。でもまた一体的にという、そこら辺がちょっと私には思い浮かばないんです

けど、もしよかったら後で教えてください。 

 それと、そういうことになるときには、専門家の意見を十分取り入れて、本当に

決定してほしいと思います。 



 それから、やるときは設計の時点から使用目的、今いろいろ聞きまして、大体目

的ははっきりしているかなと思うんですけど、目的を明確にしたつながり、その中

で各部屋とのつながりとか、住民を対象とした、多分貸し室というか、そういうの

もつくると思いますので、十分利用者の声を取り入れていただきたいと思います。 

 そして２点目の（仮称）発達支援室についてですけど、具体的には子ども健康課

と教育委員会と、どのように保育園へ行ったり、保健課なんかのつながりもありま

したけど、保育園にしょっちゅう行ったりとか、そういうことがありますので、中

心になる保健師さんとか、発達支援室のメンバーの両課との並任というか、そうい

うことは考えているのでしょうか。細かい具体的な部分については、また私、２つ

目の教育長への質問があるので、それでいいんですけど、大きいところでの並任と

いうか、綿密につながってほしいと思っておりますので、そこら辺を町長にお聞き

します。 

○議長（南部 武司君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   教育委員会、それから福祉部門、一体的に事業なり

を進めていかなければならないということで、当然並任ということは考えられるこ

とでございまして、それはその方向で、今検討をさせていただいております。 

○議長（南部 武司君）   上原君代議員。 

○６番（上原 君代君）   並任を考えているということですが、規模としては、

支援室だけなのか、それとも保健師さんの部類も入ってますか。そこら辺の規模は

何人ぐらい、どういう係というか、仕事の人を考えてみえますか。 

○議長（南部 武司君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   今、それにつきましては議論の最中でございまして、

まだ結論まで至っておりませんので、出てきた段階で、またお示しをさせていただ

きたいというふうに思っております。 

○議長（南部 武司君）   上原君代議員。 

○６番（上原 君代君）   ３点目の、具体的な部屋のつくりですけど、いろい

ろ考えていただけるとは思うんですけど、さっき満杯のときやったら、ロビーで１

回に３０人から４０人、該当者がみえるから、済んでる時だったら、ロビーの真ん

中で遊んでいるようなことを聞きましたけど、あそこは靴で歩き回る場所ですし、

その時はござでも敷いてあるのかどうかは知りませんけど、私が最初の質問で、待

合室の場所をつくってほしいと言っているのは、そこら辺の問題です。小さい、は

いはいの子もおりますし、診査、相談のとき、待つ部屋には、畳の部屋がちゃんと

あったほうがいいかなとか、具体的にそういう細かいことも考えていただきたいと

いうこと。 

 そういうことを調べるには、利用する人たちがいる場所、例えば子育て支援セン

ターには、対象者の人たちが子育て支援センターへ行っておりますので、そういう



ところへ出かけたり、健康診査とか、健康相談の当日に、そこの場所へ行って、本

当にそこを利用する人たちの生の声、そういうことを聞いてほしいと思うんですけ

ど、そういう点は答えていただけるでしょうか。 

○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）   お答えさせていただきます。 

 今現在ロビーでは、土足の状態で３０～４０人利用して、健診のほうには上履き

で中へ入っていただいてはおるんですけども、先ほど町長も答弁させていただきま

したように、今後の整備につきましては、利用される方とか、保健師とか、いろん

な意見を聞きながら、その辺は考慮しながら設計といいますか、検討していきたい

と考えております。 

○議長（南部 武司君）   上原君代議員。 

○６番（上原 君代君）   靴で上がるところで待ち合いをするということで、

ござでも入れてあるのかなと期待していたんですけど、それもないようですので、

せっかくの改修ですので、設計の前に、現場の利用者の声を聞いていただきたいと

思います。 

 例えば午前中の質問でもありましたけど、中部公園の管理棟で物品販売を行う場

所の改修があったんですけど、それを使う予定の人たちの声、例えばあそこだった

ら、いずみとか商工会とか観光協会ですか、何か使う人たちの声を聞いていなかっ

たようなことを聞いております。だから改修に入る前に、どんなことでもそうなん

ですが、利用者の生の声を聞いてほしいと思います。それが改修の必須条件になり

ますので、そこら辺、要望しておきます。 

 次の子育て支援室の増設についてですけど、今の答弁では全然なかったんですけ

ど、最初の文書で出してあるんですけど、子育て支援室の増設ということで、今、

みなみ保育園・幼稚園に子育て支援センターがありまして、そこが拠点で、お出か

け広場などへ行っているんですけど、以前は東員保育園にありました。だけど東員

保育園は駐車場が小さかったりとか、東員保育園・幼稚園自体、すごく人数が多く

なったり、それと現在、みなみ保育園・幼稚園が改築されて、支援センターが移っ

たということで、子育て支援センターと子育て支援室というか、毎日やっているん

ですけど、お出かけ広場とか、ちびっこパークなんかは、各地域に出かけておりま

すけど、仲よし広場は月曜日から金曜日まで、毎日８時半から１１時半、午後は２

時半から４時半に、みなみ保育園の支援センターで行っています。 

 だけど人数がすごく多い上に、東員町の一番南の端にありますので、団地の人た

ちからは、もうちょっと真ん中に欲しいという声をよく聞きます。福祉センターが

改修・改築になるかわかりませんけど、そういう機会に全面的に移動、南にあって

それでいいんですけど、少しでも、半分近くが保健福祉センターでできないものか、

増設していただけないものか、そこら辺のことをよろしくお願いしたいんです。 



 この前、三重テレビでも、東員町の放送があったんですけど、町長は、子育て支

援の応援を行っているということで放送がありました。そしてまた東員町は、中学

校３年生までの医療費の無料化とか、さっきも昼までの討論にもありましたけど、

保幼の保育料の免除、無料化と合わせて、すごく何回も聞きましたけど、魅力ある、

だれもが東員町に行って住みたいな、子育てしたいなと思える、子育てのしやすい

東員町ということで、若い世代の定住化政策ということを進める上でも、子育て支

援室の増設、これを機会にぜひ行っていただきたいと思うんですけど、どうですか。 

○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）   お答えさせていただきます。 

 保健福祉センターでの子育て支援室の増設ということでございますけども、今現

在、かなり手狭というか、狭いような状況でございますので、そういうこともござ

いますけども、また教育委員会のほうとも協議しながら、その辺は検討させていた

だきたいと考えております。 

 また、先ほど庁舎との一体的な整備ということもございますので、そこら辺も考

慮しながら検討させていただきたいと考えております。 

○議長（南部 武司君）   上原君代議員。 

○６番（上原 君代君）   やらないのではなくて、庁舎との一体的な整備なん

かとあわせて、教育委員会とも相談ということで、期待して、ぜひ増設をしていた

だきたい、その思いで次に移ります。 

 子育て支援について、教育長に伺います。 

 １つ、保育園・幼稚園と国の教育システムとの関係をどのように考えていますか。 

 ２つ、３歳児以上、幼保の合同クラスになっていますが、結果として幼稚園化し

ていませんか。３歳児以上の保育園児の給食後の保育は、どのような形態で行って

いますか。 

 ３つ、本年度４月からの土曜日１日保育の実情をお伺いします。 

 ４つ、幼保合わせて１７名の加配保育士の配置により、障がい児保育を行ってい

ます。来年度は（仮称）発達支援室との綿密な連携をとることを期待しています。

保育園児、特に未満児も多くいますので、教育委員会だけでなく、子ども健康課と

の密な関係が望まれますが、どのようにする予定ですか。 

○議長（南部 武司君）   岡野譲治教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   上原議員の「子育て支援について」のご質問にお

答えをいたします。 

 まず、新システムについてのご質問でございますが、このことにつきましては、

これまでにもご質問をいただいておりまして、その際にもお答えをいたしました

が、私どもといたしましては、生涯にわたる人間形成の基礎が培われる幼児期は、

極めて重要な時期と考えております。 



 東員町の大きな特徴でもあります、小学校区ごとの幼保一体化施設の利点を生か

した保育・教育を進めるとともに、現在策定中ではありますが、１６年一貫教育プ

ランにおきましても、就学前の重要性をうたってまいります。したがいまして、教

育委員会として、責任を持って、その充実に努めてまいりたいと考えております。 

 次に、「３歳以上児について幼稚園化していないか」「給食後の保育形態は」との

ことでございますが、まず、先ほども申しましたように、就学前の保育・教育は、

大変重要であると考えております。特に、３歳から５歳にかけましては「生きる力

と社会性を培う時期」ととらえ、豊かな体験活動と、友達との遊びの中で豊かな心

や感性、さらには意欲が育つ大事な時期と考えております。そのことも踏まえなが

ら、基本的には「保育所保育指針」「幼稚園教育要領」に基づいた、それぞれの保

育課程や教育課程及び各カリキュラムに従って、保育・教育を進めております。 

 また、給食後は、幼稚園児は降園をしますが、保育園の３歳・４歳児は午睡後、

５歳児については午睡を行わず、４時の降園まで、各年齢の担任による保育を行っ

ております。なお、保育園児の人数にもよりますが、異年齢での合同保育を行って

いる園もございます。 

 次に土曜保育の実情について、お答えをいたします。 

 ご承知のとおり、土曜日の保育は、昨年度までは各保育園で午前中に限り実施し

ておりましたが、本年度より、東員保育園を土曜保育実施園と位置づけて、最長で

朝７時３０分から夕方６時３０分まで、１日保育を実施しております。 

 利用状況といたしましては、１０月１日現在での申込数４５名に対し、日によっ

て変動はしますが、１日平均２５名前後の利用がございます。保育士及び調理員に

つきましては当番制とし、土曜を中心にお願いしております臨時保育士と合わせ

て、シフトを組み、対応をしております。 

 ４月のスタート時点では、土曜日ごとに保育者がかわったり、いつもの園とは別

の、なれない園に行くことになったりと、不安要素も実際にはございましたが、子

どもたちのほうがすぐになじんでくれていると聞いてもおります。保護者の方々

も、安心して１日預けることが可能となり、４月からの土曜１日保育については、

ご理解いただいているものと考えております。 

 最後に、来年度発足する（仮称）発達支援室についてでございますが、現在のと

ころ、生活福祉部内に設置する方向で検討しておりまして、今まで以上に学校教育

課との連携は密になるものと考えております。発達の段階で支援の必要な子どもを

早期に発見し、保護者との信頼関係を構築しながら、途切れのない支援を実現させ

るためには、保健・福祉・教育が密接に連携しなければならないと思っております

ので、よろしく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）   上原君代議員。 



○６番（上原 君代君）   ご答弁ありがとうございました。 

 保育システムについてですけど、国から出ている保育新システムは、市町村の保

育の実施義務をなくすものです。だから建設費の補助が廃止になったりとか、市町

村との契約ではなくて、施設との直接契約になるものです。これが基本です。だか

ら本当に東員町は、もし今言われたように、きちっとやるとなると、国の補助がな

くなってもとか、国で決まれば、そういう条例が出てくると思うんですけど、そう

いう条例を使わなくて、今までどおりのやり方でやっていただかなければならない

のかな。だからその覚悟が要るのかなと思って、私は心配していたわけです。そこ

ら辺を、また一遍きちっと、お願いしたいということです。 

 幸い東員町は保育園・幼稚園が全園公立で、国のやり方が変わっても、東員町は

今までどおり絶対やりますということであれば、本当にできることですので。そし

てまた、教育長とか町長がかわっても、さっきの命が宿ってから１６年の一貫教育

ということで、そしてまた系統制ということで、この前もらった資料には書いてあ

ります。一応実施は来年度、平成２５年度から考えているという資料でしたけど、

そこら辺を期待して、短期では変わらない、町長とか教育長が変わっても、この表

が変わらないということを、もう一度お聞きします。 

○議長（南部 武司君）   岡野譲治教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   お答えをさせていただきます。 

 私どもも先ほども答弁をさせていただきましたけれども、幼保の就学前教育とい

うのは大変重要なものであると思っております。ですからそこのところを、１６年

プラン等も作成しながら充実をしていくという考えでございます。 

 そして東員町の強みは、それこそ前の教育長さんや、その前の教育長さんたちが

ずっと連綿とつくっていただきました幼保一体化施設が完備され、そしてその中の

幼保一体化の中身も充実をしております。それをぜひ私どもとしては守るというん

ですか、発展させていきたいなと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（南部 武司君）   上原君代議員。 

○６番（上原 君代君）   ありがとうございます。 

 それを聞いて、一応１０年間というあれにありましたので、１０年間安心しまし

たので、よろしくお願いします。 

 ２点目の幼稚園化ということで私申し上げたんですけど、今の答弁でも、４時ま

では朝からの担任が、という言葉もありました。園によって、すごく少なければ合

同ということもありました。そこら辺、私も無茶は言いませんので、最低限、きち

っとしたクラスとしての維持をしていってほしいんです。 

 特定の人ではなくて、いろんな声を聞いていると、孫の保育園の参観に行ったら、

何か幼稚園で、保育園がないような気がしたという言葉とか、私立の幼稚園が長時



間保育を実施しているのとそっくりだったと、そういうことも聞きまして、私とし

てはえっという、給食後のクラスが長時間保育と同じ、臨時の人に任しているのか

しらとか、そういう危惧がありました。 

 そこら辺でこういう質問になったわけですけど、保育園児が、朝からのクラスと

して、４時までは幼稚園児が帰った後でも、きちっと朝からの担任と一緒のクラス

としての維持ができているのかなという気で、この質問をさせてもらいましたので、

園によっては、たて割が、という言葉も入ったんですけど、どの程度ですか。 

○議長（南部 武司君）   岡野譲治教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   お答えします。 

 基本的には朝からのクラスがありまして、幼稚園の子が２時に帰ってきたときに

は、保育園の子は残っておりまして、そのクラスになります。ただ、余りにも２名

とか３名のクラスがあった場合には、例えば５歳児であった場合には、４歳の子と

一緒に遊ぶ、一緒にふれ合いをするというのは、それはそれぞれの人数のいろんな

関係で、子どもたちの発達を考えた場合に、かかわりを考えた場合に、やっていた

だいていると認識をしております。 

 以上でございます。 

○議長（南部 武司君）   上原君代議員。 

○６番（上原 君代君）   私もさっき教育長が言われた２名とか３名、それで

もクラスと、そういう極端なことは考えておりませんので、そこら辺は私も常識的

に考えています。 

 でも、こういう批判みたいな、保育園がなくなったのとか、私立の幼稚園が長時

間保育をしている、２時に帰ったら、あと全部６時まで長時間保育みたいになって、

自由気ままにやっているのではないか、そんな感じということを聞くと、ええっと

いう思いがありましたので、そこら辺、外からも思われないような、きちっとした

保育をよろしくお願いします。 

 そういう危惧がないようにということで、本当にお願いしたいんですけど、子ど

もの状況でも、今年ではないんですけど、昨年か、もう１年は経過していると思う

んですけど、１２月になっても、うちの子、朝、担任との別れ際が悪いんだわとか、

そういうなじめてないというような話をしてましたら、担任が２時から変わったり

して、安定感が持てやんのではないかしらという話も、ちらっと聞いたことがある

もので、このような質問になったわけです。具体的にそういう子どもの心配も聞き

ましたのでね。だから、そういう私の危惧が当たらないようなことで、やっていっ

てほしいと思います。 

 次の土曜日保育に移ります。 

 土曜日保育は１園の集中保育になっていますので、職員も交替制で、本当に大変

になっておると思います。職員も大変な分、園児も大変なわけでして、なれない施



設で、なれない友達と、なれない保育士と１日を過ごすわけですので、日常のクラ

スとしての落ちつきもなくて、失敗とか、忘れ物とか、子どもの側にも、いろいろ

なことが起きてくると思うんです。しかし、保護者の方は、土曜日の１日保育がで

きたことで、すごく喜んでいるということが、結構聞こえてきます。 

 私、ファミリーサポートの援助会員になっておりますので、そういう交流会にも

出ていくんですけど、その中で依頼会員の方が、「いつも土曜日の昼からは利用し

ていたんですけど、おかげさんで土曜日保育が１日になって、その土曜日に使わな

くなったので、大変利用は少なくなりました」ということで、すごく喜んで、そう

いう発言をされてみえました。 

 でももう一方で聞こえてくるのが、この制度ができて、本当に喜んでいる一方、

園児も保護者も必死で頑張っているわけなんですけど、セーブするような、忘れ物

がすごく多くて困っているとか、保護者が毎週土曜日使おうと思っても、控えない

といかんのかしらと思わざるを得ないような発言が出てきたりして、それが外まで

聞こえてくる。せっかく東員町が、やっとそうやって喜んでくれるような制度をつ

くったのに、維持をしているそばで、使っている人が余り使ってはいかんのかなと、

保育園休ませようかなというような気持ちになるような言動は避けてほしい。制度

ができた以上、皆さんが喜んで、職員も大変だと思いますけど、現場としての声は、

課あたりには出てきているのか。何か私のほうでは、せっかくできたのに、何でそ

ういうことを言うのというのがあるんです。そこら辺、どうですか。 

○議長（南部 武司君）   岡野譲治教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   お答えをさせていただきます。 

 土曜の一日保育につきましては、今までですと各園でやってました。そしてそれ

も昼前の１１時半で終わっていたという実態がありまして、保護者の方のご要望等

もありまして、何とか最長１８時、朝の７時半からということで、そういう取り組

みを始めたばかりでございます。 

 その中によい点もたくさんありまして、例えば１日保育になって、利用する保護

者にとっては大変よかったと思われる。ただ、悪い点もあります。というのは保育

者のシフトというのを考えた場合に、当然、保育者は変わらざるを得ない、同じ人

が土曜日ずっと来てくださいという形にはできませんので、パートの方も頼んだり、

園内の保育者の順番を決めて、園長先生も順番を決めて、土曜日にずっと来ていた

だく。だから保育者は、今までの毎日おる保育者とは違う保育者になってしまうと

いうとこで、そのお子さんを知っていないというところが生まれますね。そうなる

と、その子の例えば体の状況が、今日悪いのか、昨日から悪かったのかとか、この

子は日常的にこういう状況なのかというのがつかめないものですから、そこでのト

ラブル等もあったと思います。 



 ただ、対応の仕方もあるんですけど、私どもは保育者がかわりますよというのは、

当然事実として、伝えざるを得ないのです。同じ先生がずっとそこにおるというこ

とはできませんので、順繰りに保育者がローテーションを組んでかわりますよと、

そういう状況にありますというのは、きちんと伝えさせていただかなければならな

いということであります。 

 また、いろんなご要望等、私どもも園長先生などに聞きながら、今後も改善でき

るところを改善して進めていきたいなと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（南部 武司君）   上原君代議員。 

○６番（上原 君代君）   本当にリスクは両方にあると思います。そのリスク

を、だからどうのこうのと悪く言うのではなくて、丸抱えの上で、この制度をより

よくするために、職員の皆さんも本当にえらいと思います。子どものほうもそうや

って。でも親のほうも、保育者がかわるのは承知の上で預けてみえると思いますし、

そこから出てくる子どものマイナスをあからさまに言わない、忘れ物をしてどうの

こうのと。子どもは不安定だから、そういうこともあると思うんやけど、悪いリス

クを丸抱えにして保育して、この制度がよりよく進んでいただけるように、よろし

くお願いします。 

 ４点目の件に移ります。 

 先ほど町長の答弁で並任と、何人になるかは、きちっとわかりませんでしたけど

（仮称）発達支援室プラス保健師さんなんかがやってもらえたらいいかなと思うん

ですけど、一応並任の形を考えてますというふうなことを言われましたので、あり

がたいなと思っています。 

 それからちらっと福祉のほうから、保健師さんとの関係を聞きましたので、前よ

りはよくなるかなと思っているんですけど、いくら支援室ができても、加配の先生

との話し合いをするというだけではなくて、一人一人の支援の必要な障がい児の子

どもの現場を訪ねる、支援室の人が、今日は、ここのクラスのこの子のところに行

ってみようとか、毎月違う子を、月に一人ずつでもいいから、話し合いだけではな

くて、指導がてら、子どもの様子を見るというふうな、定期的にきちっと出かけて

いってできるようになるといいと思うんです。保育中、皆さんが支援室の方と自分

たちの実践を持ち寄っての話し合いだけでなくて、保育に出かけていく、保育中、

現場でのことをもとにして、そういうことができないのか、そこら辺はどうですか。 

○議長（南部 武司君）   岡野譲治教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   お答えいたします。 

 今、あすなろ学園で２名研修しているのが、理論を勉強するだけではなくて、基

本的に、いろんなところでの現場研修をもとにしながら、とにかくお子さんを見る。



お子さんを見ながら、そのお子さんに対して、どのような支援が一番いいかという

ような研究、研修を深めております。 

 当然そういうことですので、戻ってきた者が部屋におって、本を読んでという研

修ではありません。まず現場へ行きまして、現場のお子さんの状況をきちんと見る

というのは、当然しなければならないことであると思っております。そのような研

修を積んでいると思っております。 

 私ども具体的に要望というか、そういう研修に出る場合には、保育園保育士等、

今の２名に、うちらの教育委員会の充て指導主事的な者の並任をかけて、現場を見

てもらうという体制を整えていきたいなと思っております。詳しいことは、まだ具

体的には出ておりませんけれども、そういうことでございます。 

○議長（南部 武司君）   上原君代議員。 

○６番（上原 君代君）   ありがとうございます。 

 障がい児に対しての現場を見てくださいという要望も、これで達成できるのかな

と思いますので、ぜひ実現をしていただきたいと思います。 

 それと保育園のことなんですけど、未満児、特に保育園児は、以上児は、さっき

のような感じなんですけど、未満児がたくさんいて、しかも未満児というのは、健

康診査とか健康診断で、よくかかわる点がほとんどの子どもですので、ここら辺、

子ども健康課との、特に保健師さんとの話し合いとか、日常的に保育園の、特に未

満児の話なんですけど、保健師さんとか、子ども健康課との話、かかわりが大事な

んじゃないかなと思います。 

 それともう１つは、保育園・幼稚園、全部含めてですけど、教育委員会で、年に

よってはということをいろいろ聞くんですけど、余り担当課って現場へ来ないよね

と、今年一回も来てないと。今年って、今の今年ではないんですよ。そういう声も

聞いたことがあります。年によって差はあるんですけど、教育委員会の保育園・幼

稚園の担当があると思いますので、そういう人たちも現場へ行って、保育園・幼稚

園の実情をよくつかまえてほしいなということ。未満児は保健婦さんとか、そうい

うところ、それから教育委員会全体としては、保育園・幼稚園へ現場をよく見てほ

しいと、これも係に任せたら、そういうことができませんので、そこら辺ここで伺

いたいと思います。 

○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。 

 先ほどの現場へ行ってないというところが、どういうところの声として出てきた

のかというのは、ちょっと私も把握をしておりませんけれども、確かに今年の土曜

保育の時に対しては、行ってないところも、昨年に比べたら少なかったですけれど

も、就学指導の担当者なり、指導主事なりが行っておりますし、それぞれのところ

で教育委員会として、できる限り現場を見るようにということをやった。その方に



お会いしなかったかもわかりませんけれども、私どもは、園の実情を知るというと

ころで、できる限り行かさせてもらっております。 

 また、それぞれの現場のいろんな要望があれば、月に一遍、園長会等もございま

すので、その園長会の中で、こういうところを改善しなければならない、ここを直

してくださいというのを吸い上げる機会は、当然月に一遍とっております。 

 ただ、おっしゃるとおり、まだまだ足りないところがあれば、私どもも努力をし

ていきたいなと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（南部 武司君）   上原君代議員。 

○６番（上原 君代君）   さっき私が言った、担当の人って現場へ来てないよ

ねというようなことを聞いたのは今年のことではないから、きちっとは言えません

けど、私としては、今の教育長の言葉を聞いて、それと同時に、いつも保育の現場

へ出かけていってほしいなということで要望しておきます。 

 本当にさっきから何回も言っているんですけど、来年度から始めようとしている、

命が宿ってから義務教育修了までの１６年という、この理念を実現するためにも、

本当によろしくお願いします。 

 次、オレンジバス、公共交通について、移ります。 

 これは副町長に伺います。 

 オレンジバスの３年の契約が、来年の平成２５年３月で満了になります。次の３

点について、わかりやすく答弁をお願いします。 

 オレンジバスの今後のあり方について、どうお考えですか。話し合いの経過や今

後の見通しについて伺います。 

 公共交通会議では、路線バスとの兼ね合いも入ってくるようですが、北勢線との

兼ね合いなど、今後の経過の内容はどうですか。 

 ３つ、住民の声はどのような形式で聞いてみえるのですか。特に３年前に廃止し

た東西線の住民の声は、どのように聞いていますか。 

 よろしくお願いします。 

○議長（南部 武司君）   樋口和人副町長。 

○副町長（樋口 和人君）   上原議員から「オレンジバスなど、公共交通につ

いて」のご質問をいただいております。 

 まず１点目の、オレンジバスの今後のあり方でございますが、既にご案内のとお

り、平成１７年度から５年間を通して、南北線、東西線、東部線、稲部線の４路線

を設定し、実証運行してまいりました。それぞれのルートの利用状況や費用対効果

を総合的に勘案し、平成２２年度から、南北線、東部線の２路線で本格的に運行を

してございます。 

 しかしながら、本格運行後も、そういった実証運行から漏れた空白地の皆様方か



ら、何とかバスを走らせていただきたいとの声等もあったことを踏まえ、３年目を

迎えた今年度、改めて住民ニーズに対応した運行の見直しのため、「東員町地域公共

交通会議」を設置いたしたところでございます。 

 この会議では、本町の公共交通として、これまでの定時定路線の運行がいいのか、

また必要に応じて運行するデマンド方式を導入するのがいいのか、費用対効果を含

め、現在、真剣に議論をしているところでございます。その結論が得られる時期は、

今しばらく時間がかかるものと思われ、今年度末になると考えております。 

 したがいまして、次の運行を開始するには、路線認定、あるいは運行の許可、バ

ス停の設置等、手続きに時間を要しますことから、直ちに来年度からというわけに

もいかず、平成２６年度以降になるものと考えております。 

 したがって、現在のオレンジバスの運行につきましては、平成２５年度１年間は、

現在の運行形態で延長させていただきたいなと、このように考えておるところでご

ざいます。 

 次に２点目のオレンジバスと路線バス、鉄道との兼ね合いはどうかというご質問

をいただいております。 

 路線バスについては、三重交通、阿下喜・桑名線の六把野神田公園で、鉄道につ

きましては東員駅と穴太駅で結節をしておりまして、いずれも乗り継ぎができるよ

うに配慮をしてございます。 

 次に３点目の住民の声はどのように聞いているのか、とのご質問でございますが、

まず町民への一般的なアンケート調査、これにつきましては利用されてますか、あ

るいはどのような利用形態がいいですかというような一般的なアンケート、それか

ら直接お聞きする乗り込み調査、これはお客様に直接お聞きするという形をとって

おります。そしてスーパーなど、商業施設や医療機関にお出かけになった方々への

聞き取り調査を実施してまいりました。 

 さらに今後は、「地域公共交通会議」に部会を設けております。その部会の名前で

すが、「生活交通を考える会」という名前で設置をしておりまして、オレンジバスを

利用できない地域の代表の方、あるいは交通弱者の代表者の方、あるいは利用して

いただいている高校生の方々のご意見をいただいた上で、今後どうするのかを議論

していく予定にしてございます。 

 いずれにいたしましても、「地域公共交通会議」や「生活交通を考える会」で十分

なご議論をいただき、オレンジバスの運行形態等について、結論を出してまいりた

いと考えておりますので、どうかご理解を賜りますよう、よろしくお願いを申し上

げます。 

 以上でございます。 

○議長（南部 武司君）   上原君代議員。 

○６番（上原 君代君）   ありがとうございました。 



 本当にオレンジバスの東西線が廃止されてから、介護認定を受けるまでの弱者が

大変困っております。基本チェックリストの結果で、転倒防止教室の案内が来ても

行けないとかいう話もありますので、さっき聞いておりますと、今度３月で満了に

なっても、次のことがまだ決定してないから、３年ということはできないんですけ

ど、１年という契約で、今までどおり、まずはやってみるということですね。そこ

ら辺。 

○議長（南部 武司君）   樋口副町長。 

○副町長（樋口 和人君）   契約は今年度切れるんですが、直ちに新しい形態

での運行を平成２５年の４月からというのは、手続き上無理でございますので、１

年間は今の形態のままで運行させていただきたいなと、そんなふうに思っておりま

す。 

 以上です。 

○議長（南部 武司君）   上原君代議員。 

○６番（上原 君代君）   そうすると、一応今のままでやるということで。 

 でも今年度で県のコミュニティ補助というか、それがなくなることになっている

んですけど、オレンジバスは１年契約ではあるけど、あとは東西線のこととか、い

ろいろ考えてやるということであって、県の補助がなくなっても、きちんとオレン

ジバスは続けていって、オンデマンドバスというようなことはあると話は聞いてま

すけど、続けていく予定ということですか。 

○議長（南部 武司君）   樋口副町長。 

○副町長（樋口 和人君）   補助金にかかわらず、オレンジバスにつきまして

は１年間は運行していくと。その後については、この公共交通会議での結論を待っ

て、運行をするものはする、しないものはしないというのを決めていきたいなとい

うふうに思っております。 

 ただ、つぶやきポストにも、利用されている、多分高齢者の方だと思うんですが、

私の足を奪わないでくれとか、そういったご意見も賜っておりますので、私どもと

しては何とか走らせていく方向で、今いかに、どういう走り方がいいのかというこ

とを検討しておりますので、補助についても、何とかいただけるものはいただきた

いということで、県にも働きかけをしておりますので、来年度１年は、間違いなく

走らせていただきたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（南部 武司君）   上原君代議員。 

○６番（上原 君代君）   ３年前に廃止された東西線の声も、生活だとかで考

える会ということで、いろんな意見を聞いてもらえるということなんですよね。あ

りがとうございます。 

 公共交通というのは、交通弱者がより使いやすいように、町民が住んでいる全域



でなければならないものだと考えております。利用者の数が少ないからと切るので

はなくて、もうけ本位の一般バスとは違いますので、そこら辺を本当に考えて、こ

れからもきちっとやっていってほしいと思います。 

 そしてアンケートの中でもちらっと聞きましたけど、今は使ってないけど、もう

あと多分５年したら使うようになる、そういう人たちがすごく多いので、このバス

はずっと続けていってほしいと思いますので、今、話し合いをしているのが、本当

によい結果になるように望んでおりますので、どうもありがとうございました。 

 よろしくお願いします。 

 終わります。 


