
○１１番（川瀬 孝代君）   １１番、川瀬孝代でございます。このたびの議会

の選挙におきましてご支援をいただいた皆さまに、町政にお送りをいただきました。

心より感謝申し上げます。このたび３期目となりました。皆さまの声にお応えする

とともに、女性の視点を生かしながら東員町のまちづくりに努めてまいります。ど

うぞよろしくお願いを申し上げます。 

 それでは通告に従いまして質問をさせていただきます。 

 １．高齢化対策について、お伺いをいたします。 

 １点目、さまざまな原因から脳細胞の働きが悪くなることで障がいが起こり、日

常生活に支障を来す認知症、厚生労働省は全ての団塊の世代が７５歳以上となる２

０２５年には、認知症の高齢者数は６５歳以上の５人に１人に当たる７００万人に

達すると見通しを示しております。 

 ２０１５年１月、認知症施策推進総合戦略、いわゆる新オレンジプランが策定を

されました。認知症への理解を深めるための普及・啓発の促進、適切な医療・介護

の提供、介護者への支援など、構成されております。 

 オレンジプランにあります認知症を正しく理解し、認知症高齢者を見守り、支え

ていく認知症サポータへの養成講座の現状はどのようでしょうか。 

 次に、認知症は年をとればだれにでも起こり得る身近な病気であります。不安の

軽減、知っておきたい基礎知識、進行状況に応じた適切な支援など、情報をまとめ

た認知症ケアパスの作成はどのようでしょうか。また、認知症により徘徊をする恐

れのある在宅高齢者への見守り型の施策も必要だと思います。東員町では高齢者が

徘徊して一時行方がわからなくなる例もございました。ある自治体では、認知症の

高齢者が安心して出かける町にしようと、靴やつえ用のステッカーを導入しており

ます。また、早期発見や事故を未然に防ぐために町内の事業所などと連携していく

など、見守り対策への取り組みはどのようでしょうか。 

 ２点目、少子超高齢化社会となる日本、総務省が発表した人口推計では、２０１

５年１０月現在で６５歳以上の高齢者が全人口に占める比率である高齢化率は過去

最高の２６％に達し、高齢者は既に全人口の４人に１人を上回っています。東員町

も２４％を超えて、６５歳以上の高齢者は４人に１人となります。各地で進められ

ています地域包括ケアシステムの構築は、住み慣れた地域で住まい、医療、介護、

予防、生活支援を一体的に提供する制度です。自らの負担で健康づくりなどのサー

ビスを受ける自助、社会保障などの制度化された共助、社会福祉などの受給要件の

中で生活保障を行う公助の考え方となっています。 

 超高齢化社会に加えて、人口減少社会に適応した新しい福祉社会を築いていくた

めには、経済規模や人口が増え続ける右肩上がりを前提とした従来の価値観を大き

く転換することが求められております。 

 今後、社会保障サービスの需要が急激にふくらんでまいります。このために共助



や公助の負担増を抑えていかなければなりません。これまでは医療や介護の制度、

負担と給付の問題が議論をされてまいりました。しかし福祉社会のあり方を考える

時が来ているのであります。そのために、これからは身近な地域で住民が自発的に

支え合う互助のネットワークを形成していくことが重要な取り組みとなってまいり

ました。 

 地域づくり、いわゆる人材戦略であり、地域で創造する福祉であります。平成２

７年４月に改正介護保険法により、新総合事業へと移行されることとなりました。

既に取り組みが始まっている自治体も数多くあります。平成２７年から平成２９年

３月までに取り組まなければなりません。市町村が主体となる地域支援事業の介護

予防、そして生活支援体制整備事業において、東員町として円滑な実施に向けた考

え方、準備、取り組みについて、当局のお考えをお伺いいたします。ご答弁を求め

ます。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   高齢化対策につきまして、私から基本的な考え方を

述べさせていただき、詳細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。 

 人口減少期に入り、本町は近隣市町に例を見ない速度で高齢化が進んでおります。

生産年齢人口が減少する中、高齢化はさらに進むことが予測されております。 

 また、約１０年後には医療・介護ニーズの比較的高い７５歳以上の後期高齢者数

が前期高齢者数を上回るとされ、それに伴って社会保障費のさらなる増大が見込ま

れております。 

 さらに在宅で暮らす高齢者、医療が必要な高齢者、介護の必要な高齢者、ひとり

暮らしや高齢者のみの世帯も増加するものと想定をされております。 

 こうしたことへの対応として、高齢者を在宅で支えるため、医療・介護・予防・

住まい・生活支援が一体的に提供できる社会システム、「地域包括ケアシステム」

を構築する必要があります。これは、行政だけでなし得るものではございません。

だれと住み、どのように生活するのか、本人、家族の選択と心構えが重要であると

ともに、自助・互助・共助・公助をつなぎ合わせた仕組みづくりが必要でございま

す。 

 本町では健康寿命の延伸はもとより、認知症高齢者への支援体制や多様な主体の

参画による日常生活の支援体制、在宅医療と介護の連携体制を構築するなど、今後

さらなる工夫を重ねながら、高齢社会への取り組みを進めてまいります。あわせて

元気な高齢者が地域で活躍できる地域コミュニティづくりを町民の皆さまと一緒に

なって進めてまいる所存でございます。 

 残余につきましては、生活福祉部長からご答弁を申し上げます。 

○議長（三宅 耕三君）   松下文丈生活福祉部長。 



○生活福祉部長（松下 文丈君）   高齢化対策についてのご質問にお答え申し

上げます。 

 １点目の認知症への取り組みにつきましては、認知症はだれにも起こり得る脳の

病気であり、８５歳以上では４人に１人が認知症の症状があるといわれております。 

 認知症高齢者の増加が見込まれる中、認知症高齢者とその家族が安心して生活を

送ることができるよう、認知症施策に取り組んでおります。 

 まず、認知症サポーター養成講座では認知症を正しく理解し、認知症の人や家族

を見守る「認知症サポーター」を養成しております。この養成講座は、所定の研修

を受講した「キャラバン・メイト」が講師役を担っており、本町では４２名の登録

者にご活躍いただいております。 

 また、次代を担う子どもたちが認知症に対する理解を深め、地域で見守り応援を

していただけるよう、学校の協力のもと、小学５年生を対象としたキッズサポータ

養成講座も開設してございます。 

 平成２７年１２月末現在で認知症サポーター数は３，２５９名、人口に占めるキ

ャラバン・メイトとサポーターの占める割合は１２．９％と、県内３位となってお

り、今後も一人でも多くの方がサポーターになっていただけるよう、引き続き養成

講座を開催してまいります。 

 次に認知症ケアパスにつきましては、認知症の方とそのご家族の不安を軽減する

ため、認知症の進行状況に応じた利用可能なサービスや支援など、認知症のケアの

流れをお示しするものでございます。 

 本町では住民代表、医療、福祉関係者などで構成される地域包括ケア推進会議の

意見を踏まえ、ケアパスも含めたガイドブックを作成し、本年３月末には住民の皆

さまにご利用いただけるよう準備を進めているところでございます。 

 認知症の高齢者への見守りにつきましては、認知症による徘徊する恐れのある方

の増加が予測されることから、安全を守る対策を講じる必要があると考えます。金

融機関やスーパー、またコンビニ、配達業者、交通機関など、高齢者が利用する町

内の事業所と連携した見守りのネットワーク体制の構築に取り組んでまいります。 

 徘徊高齢者を早期に発見する一つの取り組みといたしまして、靴やつえ用のステ

ッカーの導入につきましては、見守りネットワーク体制の構築に合わせて検討して

まいります。 

 今後は認知症を正しく理解していただくための周知啓発や、認知症初期集中支援

チームの強化、早期発見チェックシートの作成で、認知症になっても不安なく暮ら

せるまちづくりを推進してまいります。 

 ２点目の新しい総合事業の移行における介護予防、生活支援体制整備事業の準備

の取り組みについてお答え申し上げます。 

 まず、介護予防につきましては、現在本町が実施している介護予防教室では、会



場に行きづらい、開催回数が少ないなどの理由から参加者が少ない状況にあります。 

 今後は介護予防教室の充実に合わせ、「地域介護予防活動支援事業」として、地

域における住民主体の介護予防活動の育成、支援を行い、参加しやすい身近な地域

で定期的に開催される取り組みを推進します。 

 また、地域で取り組まれる介護予防事業に対し、リハビリテーション等の専門職

を派遣するなど、さらなる支援も今後検討してまいります。 

 次に、生活支援体制整備事業についてお答え申し上げます。 

 高齢化に伴い、ひとり暮らしの高齢者等のごみ出しや買い物など、日常生活にお

ける困り事の増加が予測されます。 

 一方で「地域お助けネット」などの高齢者が培われた知識、経験を生かした活動

や興味・関心がある活動に取り組む方がおられます。こうした活動は社会参加、社

会的役割を持つことで、生きがいづくりや介護予防につなげることができます。 

 これらのことから、今後は高齢者が支えられるだけでなく、支え側、いわゆる生

活支援の担い手になることも可能であり、高齢者を中心とした地域での支えあいが

必要不可欠となります。 

 そこで本町では、大谷議員への答弁でも申し上げましたとおり、地域、地域の担

い手、生活支援コーディネータ、行政が連携を図り、「地域支えあい活動支援事業」

や「地域活動拠点整備支援事業」の補助を活用した、地域での生活支援の体制整備

を推進してまいります。 

 最後に本町の新しい総合事業への移行につきましては、平成２９年４月の導入に

向け、準備を進めているところでございます。導入に当たっては現在の通所介護、

訪問介護を専門的なサービス利用が可能な現行相当サービスとして位置づけ、事業

の実施を検討していきます。 

 また、専門職以外でも対応可能な多種多様なサービスについては、生活支援体制

整備の状況も見ながら、順次位置づけが可能なサービスから導入を検討してまいり

たいと考えております。 

 介護予防事業、生活支援体制整備事業など、新しい総合事業を中心に、持続可能

な安定した事業を推進するためには、自らの取り組み、自助、地域の支えあいであ

る互助、介護保険制度などの共助、高齢者福祉などの公助、全てが最大限に発揮さ

れ、それぞれが関係性を保つことが重要となります。 

 今後の取り組みでは事業の目的など、高齢者・利用者に対し十分に説明、周知啓

発を図り、地域包括ケアシステムの構築を目指してまいりますので、ご理解賜りま

すようお願い申し上げます。 

○議長（三宅 耕三君）   川瀬孝代議員。 

○１１番（川瀬 孝代君）   ご答弁をいただきました。 

 認知症対策については、東員町は早くからキャラバン・メイト、いわゆるサポー



ターの部分の取り組みをしております。私も平成２２年にオレンジリングを頂戴し

ました。 

 そんなことで、さまざまな角度から対策を講じているのはごもっともなんですが、

やはり早いうちから何かの形で、その認知症の方たちをどう見守り、そしてまた、

ならないような予防ですね、それに取り組んでいくかという、これが本当に大きな

課題でございます。 

 先ほど答弁いただきました中に、ケアパスの作成の部分がございました。これは

もう早々と取り組んでいる自治体は数多くあります。その中である自治体で、この

ケアパスの作成に当たりまして「終活ノート」そのような部分を記載しているとこ

ろがございます。この終活ノートのような項目を記載したものを発行している自治

体におきましては、高齢者の方々から、日ごろから思っていたことがいっぱいあっ

たと。なので記入できることはうれしい、そしてまた、自分自身のことに向き合う

ことができたなどというようなお声があって、大変反響があるということを言われ

ております。この点については東員町としてはどのようにお考えでしょうか、答弁

を求めます。 

○議長（三宅 耕三君）   松下文丈生活福祉部長。 

○生活福祉部長（松下 文丈君）   お答え申し上げます。 

 認知症対策につきまして、ケアパスといいますか、ガイドブックを作成させてい

ただきますが、今後は在宅医療の推進等もあわせて、終活ノートの活用も検討して

まいりたいなというふうに考えてございます。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   川瀬孝代議員。 

○１１番（川瀬 孝代君）   ぜひいい形で取り組みを前に進めていただきたい

と思います。 

 そしてたくさん答弁の中でいただきました、これからの介護予防、そしてまた生

活支援といった部分で、あるデータもございます。現在の高齢者は１０年から２０

年前と比べて５歳から１０歳は若返っていると想定されております。日本老年学会

では、昨年６月に高齢者の健康状態や身体機能、知的能力について、年々若返る傾

向にあると発表をしております。健康度が高い前期高齢者の方々の活躍の場をつく

り出していけるのではないかと思います。そしてまた、ここに地域を支えていく鍵

があると私は思います。 

 東員町は先ほども町長の答弁にありましたように、健康寿命が大変高い町である、

すばらしいことだと思います。しかし平均寿命と健康寿命は全く違いますので、や

はりその辺も考慮していくことが大変大事ではないかと思います。 

 そして健康、仕事、生きがいづくり、この点を考えていきますと、町で取り組み

が始まった地域ボランティア制度の活用も大変重要ではないかと思います。しかし、



この事業というのはサービスをつくるものではありません。地域づくり、支えあい

の仕組みづくりが基本となります。地域づくりの目的は何か、それは介護予防であ

り、生活支援であります。この東員町の実情に合わせて丁寧に考えていくことがと

ても大事だと思います。 

 まず、町内にある資源を見つけることから考えなければならないのではないかと

思います。サロンや老人会、そしてまた高齢者のグループ、趣味のサークルなど、

どんな小さな集いでも、お金をかけずに住民の思いから、自ら進んでしているとこ

ろもあると思います。現場での実態調査が必要ではないかと思いますが、この点に

ついてはどのようなお考えでしょうか、答弁を求めます。 

○議長（三宅 耕三君）   松下文丈生活福祉部長。 

○生活福祉部長（松下 文丈君）   お答え申し上げます。 

 実態調査の必要性につきまして、これは大変必要なことだというふうに考えてお

りまして、現在、活動をいただいておる団体等の資源を把握することが最初に一番

大事なことかなというふうに考えております。 

 どのようにするかということでございますが、平成２８年４月から廃止する生活

支援コーディネータが中心となり、地域に入りまして実情を収集し、資源の把握に

努めていきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   川瀬孝代議員。 

○１１番（川瀬 孝代君）   わかりました。 

 今回のこの移行の事業に対して、社会福祉協議会、また地域包括支援センターの

位置づけというのはどのようになるのでしょうか。そしてまた、この資源を見つけ

た時にマップ、そのようなものも作成することが大事と思いますが、この点につい

てはどのようなお考えでしょうか、答弁を求めます。 

○議長（三宅 耕三君）   松下文丈生活福祉部長。 

○生活福祉部長（松下 文丈君）   お答え申し上げます。 

 まず社会福祉協議会につきましては、生活支援コーディネータを配置することに

よりまして、生活支援体制整備の大変重要な役割を担っていただきます。その点に

おきましても、地域の支えあいや地域コミュニティの構築につきまして、子どもか

ら高齢者まで、幅広く住民のコーディネートが必要となると考えてございます。 

 包括支援センターにつきましては、新しい総合事業において、要支援認定者に対

する新しい総合事業を含めたサービスの調整やプラン作成などに取り組み、地域住

民主体の介護予防にも取り組んでいきたいなというふうに考えてございます。 

 また、資源マップといいますか、それにつきましては、それぞれの地域で取り組

まれる地域の支えあい、介護予防の取り組みについて、より多くの高齢者が参加で

きる、可能となるよう周知に努めまして、今後の資源のマップづくりについても検



討してまいりたいというふうに考えてございます。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   川瀬孝代議員。 

○１１番（川瀬 孝代君）   わかりました。 

 また、この総合事業の中で助成できないものの、地域資源として運営上の財政支

援が必要なものとあります。町としても、この方向になっていくのではないかと思

いますが、サロンとか、そういうところの助成金が大変減ってきた。これは本当に

大きな問題でもあると思います。しかし、お金を使わずに、みんなが本当に元気に

生き生きと生活していく、この転換を国が進めていくということは、国も本当に大

変な状況になってきたという、その現状でございます。 

 日本全体が福祉社会のあり方に対する議論を巡ってきたわけですけれども、その

社会保障制度の骨格を持続可能なものにしていくためには、やはりこういうような

政策が必要になってくるということで、この地域包括ケアシステムというのは大変

優れた制度であると私は思っております。 

 この人口減少問題への対応が大きな課題になっている、この現状を踏まえたとき

に、やはり東員町としてもこの政策、そしてまたこの制度に対して、しっかりとき

め細やかな取り組みをしながら、高齢者の方たちに喜んで住んでいただける、その

まちづくりに努力をしていかなければいけないと思います。 

 そんな中でもう１点、私は高齢者の方からお声をかけていただくと、そこを訪問

することが多々あります。いろんな話を聞いているんですけれども、最終的には何

だったのかなというようなこともたくさんございます。そんな中で後で聞いてみま

すと、話を聞いてほしかったという、そんなようなことも大変多くございます。 

 そういう中で私は議員でありながらも傾聴ボランティアに、そういう部分の職を

したいなと思っておりましたが、どう考えても日程が合いませんので、これはまた

後にというふうに考えております。 

 そんな意味で高齢者の方々を元気にしていく、高齢者の方々はおしゃべりが大好

きです。そういうところで傾聴ボランティアの育成、こういうことも大変重要かと

思いますが、その点についてはどういうようなお考えか。 

 そしてもう１点、民生委員の方に大活躍をしていただかなければならない現状が

ございます。しかし民生委員お一人では大変な状況もございます。そんなことで民

生委員をまたサポートしていく、ともに支援をしていく、そういうような人、人材

をつけていく、そういうことも大事ではないかと思います。その点についてどのよ

うにお考えでしょうか。 

 そしてもう１点、まとめて申しわけないんですけれども、介護を予防していく、

そういう制度の中で本当に心がけること、そういうものをしっかりと自分自身が持

っていく、それが大変大事だと思います。 



 今、女性の健康手帳というのが少しブームになってまいりました。女性は一生の

うちにいろんな体の変化もございます。そういう中で、そういうことも取り入れて

いこうという、そのような声もございます。 

 そんな中で介護予防手帳、そういうようなものも６５歳以上の方、必要であれば

その部分を取り入れていただくということで、病歴だとか趣味だとか、また今回本

当にネットワークをつくっていく中のこういうところのグループに所属をするんだ

という、そういうようなグループ名も書いていただくような、そういうような介護

予防手帳を東員町バージョンでつくっていただく、そのようなことはどのようにお

考えでしょうか。 

 この３点について、答弁を求めます。 

○議長（三宅 耕三君）   松下文丈生活福祉部長。 

○生活福祉部長（松下 文丈君）   お答え申し上げます。 

 まず１点目の傾聴ボランティアの育成についてというご質問でございますが、確

かに傾聴ボランティアというのは必要だと考えてございますが、参加していただけ

る方、またそういった支援体制についても、今後検討していきたいなというふうに

思っております。 

 ２点目の民生委員のサポート体制といいますか、確かに民生委員さんについては

多くの地区を持っておられる大変重要な責務と申しますか、重要な任務に携わって

いただいてございます。この辺のサポート体制につきましても、現時点、社会福祉

協議会と民生委員協議会の中で、町も参加しながらいろいろ協議を図っていきたい

なと、そのように考えてございます。 

 最後、介護予防に関する心構えといいますか、その辺につきましては、生活のニ

ーズがいろいろ増える中で、今後、介護予防に重点を置かなければならないという

ふうに思っておりますし、最後に健康手帳と申しますか、そういった部類につきま

しても、現在健康保健課のほうで、４０歳以上の希望される方に配付させていただ

いてございます。その辺も希望により配付はさせていただいてございますが、今後、

介護予防の手帳についても検討していきたいなというふうに考えておりますので、

よろしくご理解賜りますようお願いいたします。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   川瀬孝代議員。 

○１１番（川瀬 孝代君）   町長が町政懇談会の中でいろんなご説明をされて

おりますが、やはり私もこの選挙戦を通しまして、財政の厳しさ、そしてまた、こ

れから本当に高齢化で東員町はいろんな政策をとっていかなければいけないんだと

いう、その説明がなかなか浸透していない、そのようなことも感じました。 

 やはり変わる時は皆さんで本当に知恵を出し合いながら、東員町のまちづくりの

ために、そしてまた高齢者の皆さまが、本当にここで生き生きと生活をしていくた



めに考えていくんだという、そういうような思いですね、そういうものもできれば

述べていただきたいなと思います。どうしても今までは全てお金で解決をしていく、

お金があるところに豊かなものがある、そういう考え方がもう通用しない時代に入

った、そういうことだと思います。 

 東員町は大変いい町だ、そしてまた子育ても、そしてまた高齢者にも優しい町だ

という、そのような声も聞く反面、これから厳しい現実の中でどうやって行政も、

そして私ども議員もまちづくりを推進していくのか、この点は本当に大きな課題だ

と思います。 

 私も皆さまのために働いていきたい、その思いで議員にならせていただきました

ので、これからも行政とそれぞれいろんな議論をしながら進めていきたいと、その

ように思っております。 

 そしてまた、この社会福祉ということの考え方、国の制度や行政サービスのみで

はないということであります。福祉の思想の根本は人と人が支え合う、お互いさま

の関係であると言われております。心豊かな関係性を築いていくことが、東員町と

して、超高齢化社会を乗り切っていく活力となるようにしていかなければならない

と思います。 

 また、高齢者の方々が健康で本当に生き生きと住み慣れた地域で最後まで暮らし

ていただける、暮らしていける地域づくりの取り組み、こういった取り組みも私は

一つの地方創生ではないかと考えております。頑張ってまいりたいと思いますので、

ぜひいろんな意見を交換しながら進めていく、そしてまた、こういうものをつくる

んだという観点でいくのではなくて、一つ一つの資源を用いながら、これも必要だ

ね、これもあったほうがいいねと言いながらつくり出していくのが、今回の新しい

総合事業ではないかと思いますので、行政の努力、そしてまた進み具合、そのこと

もまた後日聞きながら、よろしくお願いをしたいと思います。 

 次の２つ目に入らせていただきます。障がい者差別解消法について、お伺いをい

たします。 

 だれもが個性を尊重し合える共生社会を実現するため、障がいを理由とした差別

を禁止する障がい者差別禁止法が４月に施行されます。２００６年、国連で障がい

者の社会参加などを進めるための権利条約が採択されました。それ以降、各国で法

整備が進められ、日本において、障がい者自立支援法、総合支援法、虐待防止法な

どの法整備が行われました。障がい者差別解消法が２０１３年６月に成立したこと

を踏まえて、国内の法律が条約の定める水準に達したことで、日本は２０１４年に

障がい者権利条約を批准しました。この法律は、十分な周知期間が必要であるとの

ことから、施行は２０１６年４月となりました。障がい者の差別を禁じ、そして社

会参加を促す取り組みは、国際社会の今や潮流となっております。これまでの障が

い者施策は障がい者に向いていましたが、この法律は社会全体に向いています。 



 １点目、差別解消法は国と自治体、国公立学校、民間事業者に対し、障がいを理

由にした不当な差別を禁止、障がい者に必要な合理的配慮を公的機関に法的に義務

づけ、民間にも努力義務、政府は差別解消のための基本方針を定め、職員向けの対

応要領などを示しております。この法にあります過度の負担にならない範囲で障が

い者の手助けをする合理的配慮を行うことを定めています。配慮の内容は個別の状

況に応じて異なると思いますが、東員町としてはどのような対応をお考えでしょう

か。また、学校としてはどのような対応をお考えでしょうか。 

 ２点目、合理的配慮について、民間事業所などは、提供するサービスが事業ごと

に異なることから努力義務となっております。違反そのものには罰則がありません

が、行政は事業者に報告を求めたり、助言や指導、勧告ができます。社会への啓発

や研修も必要と思います。そこで、障がい者の方がどんなことが困ることなのか、

何を求めているのか、アンケートなどを実施してはどうかと思いますが、当局のお

考えをお伺いいたします。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   障がい者差別解消法に関してお答えを申し上げます。 

 この法律は、障がいを理由とする差別解消の推進に関する基本的な事項や、国の

行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における、障がいを理由とする差別を解

消するための措置などについて定めるものでございます。また、全ての国民が障が

いの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら

共生する社会の実現につなげることを目的としております。 

 この法律の重要な事項であります合理的配慮につきまして、本町では職員対応の

要領を策定し、取り組んでいく予定でございます。 

 なお、合理的配慮は、障がい者の個々の障がいの状態や状況に応じて提供される

ものであり、多様性や個別性があることから、一概にこういったことに配慮してく

ださいというようなものではございません。 

 行政といたしまして、バリアフリーの施設整備を進めることが最も重要であると

考えてはおりますが、財政的事情もあり、一気に進めるということは大変厳しい、

難しいことと考えており、まずは職員個人が障がい者に対する配慮を認識し、普段

から意識することが第一歩だと考えております。 

 障がい者の方が来庁された際、手助けできる意志を掲げること、例えば車椅子の

手助けができますよとか、聴覚や視覚に障がいのある方に対しては手話や筆談また

は読み上げなどを行うことができますよとか、来場者が気づきやすいところに掲げ

るなどして、できるところから始めていくことに取り組んでいかなければならない

と考えております。 

 今後障がい者差別解消法への理解を深めるため、障がい者協議会や民生委員協議

会等と連携して、幅広く周知に努めてまいります。 



 また、私たちは常に障がいのある方の意見に耳を傾けていかなければなりません。

昨年３月に実施した東員町障がい者計画のアンケートでは、２割強の方が何らかの

差別を感じておみえでございます。その内容で最も多いのが「外出時の視線」とい

うことで、５１．１％の方がこのように回答をされておられます。次回の障がい者

福祉計画策定時にもアンケートを実施し、障がいのある方が何を求めているかの把

握を行い、偏見や差別のない、だれもが普通の生活のできるまちづくりに努めてま

いりたいと考えております。 

 あとは教育長から答弁を申し上げます。 

○議長（三宅 耕三君）   岡野譲治教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   川瀬議員の障がい者差別解消法施行に伴う学校で

の対応についてのご質問に、お答えをいたします。 

 まず教職員への周知ということで、本年２月の校長会議において、この法律が４

月より施行されることを職員に周知徹底するよう指示をいたしました。先日、三重

県教育委員会主催の研修会に参加した学校もありますが、改めて新年度に各校の特

別支援コーディネータを対象に研修会を行い、さらに徹底を図ります。 

 学校としての対応は、基本的には従前から行ってきた配慮と変わるものではあり

ませんが、より丁寧に対応をしていきます。 

 合理的配慮の基礎となる教育環境整備といたしましては、だれもがわかりやすい

授業を目指し、ＩＣＴ環境整備を進め、視覚支援を充実できるよう、このほど各校

普通教室でインターネット接続ができる環境整備と端末の配置を行いました。 

 小学校においては「ことばの力」をつけるためのデジタル教材を導入し、活用を

始めたところでございます。今後、川瀬議員からご質問をいただいているデイジー

教科書も紹介し、必要に応じて利用していきたいと考えております。 

 また、支援を要する児童生徒について、新年度予算をお認めいただければ、園で

は保育支援員４７人 小中学校では学習支援員を２９人配置し、個に応じた支援の

充実を図ってまいります。支援員の配置を工夫し、また支援員の研修を行い、効果

的な支援を目指します。 

 児童生徒に対しては、道徳教育や日ごろの教育活動全体を通じて、東員町１６年

一貫教育プランの実践で、子どもたちの基本的信頼感・自己肯定感・自己有能感の

３感を育み、自分を大切にでき、思いやりのある子どもに育つよう、実践の精度を

上げてまいります。同時にこどもの権利条例の理念を生かし、自分の権利とともに

相手の権利も大切にできる態度、差別を許さない心を育んでいきたいと考えており

ます。 

 今後、教職員の研修を進め、東員町サポートファイル支援シートを活用し、保護

者の方のご協力をいただきながら個別の配慮を進めていきたいと考えておりますの

で、何とぞご理解賜りますようによろしくお願いを申し上げます。 



 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   川瀬孝代議員。 

○１１番（川瀬 孝代君）   答弁をいただきました。 

 差別解消法の法律というのは、障がい者手帳があるないにかかわらずということ

が、また１点あります。共生社会の実現を目指す、障がい者施策の集大成ともいわ

れているこの法律であります。 

 また、差別というのは重大な権利侵害にも当たります。東員町では既にユニバー

サルデザインのまちづくりとして、思いやり駐車区画の設置に取り組んでいます。

障がい者マークの活用はとても大事であると思います。 

 目や手の不自由な方のために代読・代筆・音声読み上げ装置などの活用、そして

また意思疎通の苦手な人には絵カードの活用、個別の状況に応じた配慮が、先ほど

も町長の答弁にありましたように本当に必要だと思います。そしてまた、ここのと

ころは大変難しいところだと思います。 

 私がある自治体へ研修に行った時に、そこはもうカウンターを見た時に、ああこ

こは本当に障がい者の目線なんだなというのをよく感じることがあります。とてつ

もなく大きな耳マーク、本当にそれを見た時にあっと思う、耳の不自由な人はここ

でちゃんと受け付けできるんだな、そしてまた大きなボード、その中にはやはり先

ほど町長が述べられたような、そのような内容が記載されております。そうすると、

そこに障がい者の方が行く。 

 バリアフリーのお話もありました。車椅子の方がみえたときに、じゃあどうやっ

て対応するのか。これも本当に大きな課題だと思います。 

 そしてまたもう１点、つえをついて、足が悪くて来られる方もいらっしゃいます。

以前、私も提案いたしましたが、つえをかける、そういうようなものがございます。

特に高速道路のサービスエリアなんかは、本当に行き届いたものがあるんですけれ

ども、それは現在設置されているのかどうかというのは、ちょっと私も細かいとこ

ろまで見ておりませんので何とも言えませんが、やはりその状況を私もある時、目

にしました。何度も何度も、下が滑りますから、つえを置こうとしても倒れる。そ

れが取りにくい、その現状を見た時に、やはりつえ一つでも気軽にそこに置けるよ

うな、そういうような配慮が必要ではないかなということを痛切に感じているとこ

ろであります。町長のご答弁にありましたように、ぜひ取り組みを前に進めていっ

ていただきたいと思います。 

 そして１点、教育長のほうに質問いたします。先ほどもある議員から、福祉セン

ターの改修があって、そして発達障がいの子どもたちに対する療育、本当に重要な

ことだと思います。けんけんごうごう、議会ともいろいろとお話をしてまいりまし

た。進んだといえば進んだのかもしれません。 

 しかしこの目に見えない、わかりにくい発達障がい、この子どもたちにもこの法



律は大変意義があると思います。わかりにくいがゆえに、やはりその子どもたちと

いうのは二次被害にあいます。いじめ、虐待、そしてまた不登校、この３つは本当

に日本の社会でも大きな課題になっております。防ぐことができない現状がござい

ます。そういうことに対しても、ぜひ東員町はしっかりと、こういうところも見て

いただきたい、そのようなことを望むところであります。 

 先ほど、いろいろな研修をしていくんだ、そしてまた支援員にもそういうことを

求めていくんだというお話がありましたが、こういうことに対する意識改革。意識

改革というのは全体でやらなければいけないと思うんですね。その支援の方がいな

かったら、また何かの状況になるかもしれない。そういうことを考えていく中で、

全体的な意識改革、そういうことに対して何かお考えがあればお尋ねをしたい。 

 そしてもう１点は、やはり障がい者マーク、こういうことをしていくというのも、

とても大事なことだと思います。やはりそういうマークで私たちは何かを感じる、

そういうものもあると思います。そういった意味で、この障がい者マークをクイズ

のような形で学校のほうで取り入れていく、そういうようなことも必要ではないか

と思うんですが、この２点について、お伺いをしたいと思います。 

 答弁を求めます。 

○議長（三宅 耕三君）   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。 

 まず１点目の意識改革ですけれども、障がい者差別解消法が施行される前から、

東員町というか、教育会では特別支援教育の理念をどう生かすか、それは個別的な

配慮とか、個に応じたというのを進めている。 

 全てがうまくいっているか、僕はいつも思っているんですけども、うまくいって

ないところもあるんです。ですから日々、先生方や担当をしている職員は、きちん

と研修を進めていく。機会があれば、私どもは、またこういう合理的配慮というの

は具体的にどういうことなんやとか、文科省のほうからも１１の観点があって、教

育上こういうことを直していくんやということが出てますので、より具体的な事例

をもちながら研修会を進めていきたいと思いますし、先ほど議員がおっしゃられた

ように、私はやっぱり思いやりの心やと思うんです。相手がどう思って、相手と子

どもたちに接してどう共感するかという心、これは教師とか教師でないとかでなく

て、人間として育てていかなければならないことだなと思っております。 

 そういう面で意識改革を進めるために、やっぱりその時々に合った研修を進めて

いきたいなと思っております。 

 ２点目の障がい者のマークですけれども、私も耳マークとつえを持っているのと

か、何点かしか知らない、本当に数点しか知らないところがあるんですけども、１

０何点、マークがありまして、これは障がい者問題を子どもたちが考えるきっかけ

になると私も思っております。できるとしたら社会科とか総合的な学習の時間を使



ってそういう学習を進めていただくよう、現場に話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（三宅 耕三君）   川瀬孝代議員。 

○１１番（川瀬 孝代君）   答弁をいただきました。 

 障がい者の方々が生きやすい、生きていくのに生きやすいところというのは、だ

れもが生きやすいところであると思います。住みやすいまちづくりとして、丁寧に

取り組んでいただきたいと思います。 

 以上で私の一般質問を終わります。 


