
○５番（山崎 まゆみ君）   ５番、山崎まゆみ。 

 こんにちは、２月の町会議員選挙で上げていただきました山崎まゆみでございます。議員と

して日々出会うことは初めてのことばかり、特に財政に関することは、私個人として単独でで

も学ばなければならないと我が身に課し、研修など、めまぐるしく３カ月が経過しております。 

 東員町の意思決定の場に町民の皆さまの代表として、より住みやすい東員町の皆さまのため

の政策を考え、実現するために、法律や制度を勉強し、しっかりと仕事をさせていただく所存

でございます。 

 本日私にとって初めての一般質問となります。本日の内容は、自分自身が長年地域で取り組

んできている男女共同参画と教育分野についての質問をさせていただきます。 

 １つ目の質問は東員町の防災、復興における女性の視点、そして２つ目の質問が土曜授業に

ついてでございます。よろしくお願いいたします。 

 最大震度７を２度も記録し、熊本県を中心に、いまだに時折余震が続く熊本地震の発生から

２カ月が経過しました。熊本大地震で被害にあわれた皆さまに心からお見舞い申し上げますと

ともに、被災地に１日も早い復興をお祈り申し上げます。 

 昨日、川瀬議員さんも防災についての一般質問をされましたが、私も同じテーマでさせてい

ただきますが、よろしくお願いいたします。 

 発災から２１年経過した阪神淡路大震災、さらに５年経過した東日本大震災も、このたびの

熊本地震も、これほどの地震は想定外の様子で、大変大きなダメージを受けられ、テレビの映

像を見るたびに胸が痛み、涙があふれてしまいます。震災では多くの大切なものが失われ、既

存の仕組みは崩れてしまいます。そしてその極限状態の中、普段隠れているたくさんのことが

浮き彫りになることがあります。 

 東日本大震災の翌年の２０１２年に東北の被災地、仙台、気仙沼、女川、石巻に私は視察に

行ってまいりました。あの時に何が起きたのか、どんなことに困ったのか、どんなことが時間

を追って表面化してきたのかを被災地で見聞きし、会議にも参加してまいりました。そこでは

防災や復興はだれかがやってくれると人任せにせず、女性の視点を生かした新しいまちづくり

に積極的にかかわる人々の報告も聞いてきました。 

 阪神淡路大震災を教訓に、私は２つの大きな前進があったと思っています。その１つはボラ

ンティア元年といわれるがごとく、ボランティア活動が大規模災害のときに大きな力を発揮す

るということ、そして２つ目は、大変痛ましいことであるのですが、孤立死、または孤独死と

もいい、ひとり暮らしの方がだれにもみとられることなく、ご当人の住居内などで亡くなられ、

しばらくしてからご遺体が発見されるような場合のことをいうのですが、そのような悲しいこ

とを通してではありますが、感じることは、人はコミュニティで支え合って生きているという

ことが如実に示されたというふうに感じています。 

 しかし災害と女性、男女共同参画と防災という課題を阪神淡路大震災で提起されていながら、

それがどういう状況を生み出すのかを十分に地域で共有できていない、それに対する備えをす

るというところまで至っていないというケースが東北の震災ではたくさんありました。 



 ３．１１の後、避難や救助のあり方について、さまざまな検証がされています。男女共同参

画と災害という問題について、被災された各地の女性たちがいろんな経験をまとめ、支援した

方々、そして支援のプロセスで気がついた課題を発信してみえます。衛生用品などの生活必需

品が不足したり、授乳や着替えをするための場所がなかったり、女性だからということで、当

然のように食事準備や掃除などを割り当てられたりする避難所も見られました。 

 発災後まもなくの倒壊家屋などの片づけに動員される男性には報酬がきちんと手渡されるの

に対し、避難所でのおにぎりづくりなど、食事やそうじを担当する女性には、やって当然とい

うことで、女性には報酬がないというような男女の差別があった報告も聞きました。 

 痛ましい大震災を踏まえてわかったこと、男女共同参画の視点が必要な対応、対策について

は予防の段階、応急、復旧の段階、復興の段階と、それぞれの段階において市町村が取り組む

指針となる地域防災計画や避難所運営マニュアルの作成や見直し、災害指針やマニュアルなど

の作成を行い、平常時から男女共同参画の視点、そして女性、高齢者、障がいを持たれる人、

傷病者、乳幼児、妊産婦、外国人居住者、旅行者、大型店での買い物中の人や勤務中の遠隔地

から当町に滞在中の人々などを入れた防災復興体制を整備することを期待します。 

 自主防災組織、消防団、民生委員、児童委員、ＮＰＯ・ＮＧＯ、地縁団体、企業などは防災

復興に関する活動に取り組む際、男女共同参画の視点が必要であります。 

 私は３年前の東員町男女共同参画の推進プラン策定の時に、東員町男女共同参画まちづくり

推進会のメンバーの皆さんとかかわらせていただきました。ここにプランの冊子（山崎議員 資

料を示す）がありますが、平成２５年に策定した第２次東員町男女共同参画プランには、従来

のものに加筆され、それまでになかった男女共同参画を踏まえた防災の充実という項目が新設

されました。他市町に誇れる画期的な東員町男女共同参画プランになっています。 

 ここまで説明が大変長くなりましたが、ここでお尋ねをいたします。 

 まず１点目の質問は、平成２７年度に改定された東員町地域防災計画に、男女共同参画の視

点が防災復興に必要であるという内容が反映されているでしょうか。そして災害時援護者対策

の推進について、十分配慮する体制整備はできているでしょうか。 

 そして２点目は防災担当部局の担当職員について、男女比率を少なくとも町内全体の職員の

男女比率に近づけることや、女性管理職の登用、女性職員の採用・登用の促進の取り組みは進

んでいるでしょうか。 

 ３点目は、地域の防災力を向上させるためにも、自主防災を担う自治会の責任ある地位決定

の場に女性が複数含まれるように期待したいのですが、町内２３自治会の自主防災活動につい

ては東員町としてどのようにかかわってみえるでしょうか。 

 以上３点について、お尋ねをいたします。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   山崎議員の質問にお答えをさせていただきます。 

 大きなところで答えさせていただきまして、詳細につきましては生活部長からお答えをさせ



ていただきます。 

 防災復興時に政策方針を決定する際、女性の参画が必要ではないか、今ご指摘をいただいた

んですが、もっともなことだというふうに思ってます。 

 ただ、こうした場合だけではなくて、町政全般につきまして、女性の感性とかアイデアとか、

そういうものがもっと反映されるべきであろうと、そしてそういう体制をとっていかなければ

ならないというふうに思っております。 

 さて、甚大な被害があった東日本大震災から５年が経過いたしました。また、今年４月には

熊本県益城町を中心とした最大震度７を２度も記録するという大きな地震が発生しております。

東南海地震の発生する確率が非常に高まっている中で、こうした一連の地震というのは、もは

や対岸の火事ではなく、我がことであるというふうに思っております。 

 熊本地震による避難者数は１９万人を超え、現在もおよそ９，０００人の方々が避難所生活

を余儀なくされております。避難所での生活には、男女のニーズの違いに配慮した運営が必要

とされることは、阪神淡路大震災や東日本大震災といった大きな震災を経験して認識されるよ

うになってきております。 

 男女のニーズの違いを反映するには、男女それぞれの視点から災害現場の対策を講ずる必要

があり、災害対策施策の決定の場や自主防災組織など、訓練の場で多くの女性が参画していた

だき、女性視点からの意見を反映できる仕組みづくりが必要であると考えております。 

 いずれにいたしましても、本町の防災施策を進めていく上で、さらに女性の意見を取り入れ

られるような体制をとっていきたいと考えておりますので、特に議員の皆さん、町民の皆さん

のご協力、よろしくお願いを申し上げたいと思います。 

 詳細につきましては生活部長から答弁をさせていただきます。 

○議長（三宅 耕三君）   伊藤通数生活部長。 

○生活部長（伊藤 通数君）   私からは山崎議員の３点のご質問にお答えいたします。 

 １点目の防災施策の方針決定過程の場に女性が参画し、防災体制へ女性の視点が反映できる

体制につきましては、東員町の防災に関する重要事項を審議する機関として、東員町防災会議

があります。この会議には女性職員を任命し、女性の視点から意見を反映できる体制を整えて

おります。 

 また、平成２４年に開催された地域防災計画ワークショップでは、２４名中１４名の女性の

方々が参加され、東日本大震災避難所開設時に課題となりました、女性や要援護者に配慮した

機能配置やルールづくりなどが話し合われました。その結果を避難所運営マニュアルの基本的

な考えとして反映させていただいております。 

 ２点目の災害時要援護者への配慮につましては、７５歳以上のひとり暮らし高齢者、重度の

要介護認定を受けている方、重度の障がいをお持ちの方については、平成２３年２月より災害

時要援護者台帳への登録案内を開始して、災害時要援護者台帳を整備し、個別支援計画の作成

をお願いしているところでございます。 

 また、外国人居住者の方へは中国語、英語、ポルトガル語の防災ハザードマップを作成し、



災害時への備えを促しています。 

 その他の高齢者、乳幼児、妊産婦、傷病者等、配慮すべき方々への体制につきましても、避

難所内でプライバシーを確保できる空間をつくることや福祉避難所の指定を進めており、配慮

できる体制を整えているところでございます。 

 ３点目の自主防災組織の活動における女性の立場について、東員町のかかわり方についてで

すが、災害時に配慮が必要な方や女性に配慮した避難所の運営が必要であることは、避難所運

営マニュアルの中で説明を行っております。先の町長答弁でもございましたように、普段より

災害対策施策の決定の場や自主防災組織における活動の場に女性が参画し、女性視点からの意

見を反映させることが必要であることから、校区会議等で自主防災組織に再度周知してまいり

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。 

○議長（三宅 耕三君）   山崎議員。 

○５番（山崎 まゆみ君）   ありがとうございました。 

 昨日の川瀬議員さんの一般質問でおっしゃられたことの重複で、大変恐縮ではございますが、

再質問として一つだけお願いいたします。 

 地域の実情に応じて生活者の多様な視点を反映した防災対策が実施され、地域の防災力も向

上するために、ぜひ参加型・体験型の学習機会を提供していただく、そんなことを担当課にお

願いしたいと思います。訓練も大切ですが、そのような学習機会を計画していただくというよ

うなことはおありでしょうか、お尋ねをいたします。 

○議長（三宅 耕三君）   伊藤生活部長。 

○生活部長（伊藤 通数君）   昨日、川瀬議員にもお答えさせていただいたように、そう

いった研修、また職員のレベルアップも含めて、また男女共同参画の担当との共同作業という

か、共同の立案をしまして、その辺を十分に進めてまいりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（三宅 耕三君）   山崎議員。 

○５番（山崎 まゆみ君）   ありがとうございます。 

 ぜひとも性別、年齢などにかかわらず、いろんな立場の人、多様な住民が自主的に考える機

会を設けていってほしいと思います。政府も１億総活躍社会とか女性活躍社会と言っています

が、東員町においても、主体的な担い手として女性を位置づけていただきたいと思います。 

 防災についての質問は、これで終わらせていただきます。 

 次の質問は土曜授業についてでございます。 

 平成２７年度から東員町の小学校・中学校で土曜授業が始まっています。このようなリーフ

レットが小学校・中学校の子どもを持つ家庭に配られております（山崎議員 資料を示す）。

文部科学省が平成２５年１１月に学校教育法施行規則を一部改正し、公立学校において当該学

校を設置する地方公共団体の教育委員会などが必要と認める場合は、土曜日などに授業を実施

することが可能であることを明確化されたことを受けて、桑員地区４つの市町の土曜授業検討

委員会で検討され、昨年平成２７年度から東員町の小中学校で土曜授業が、毎月第４土曜の午



前中の授業ということを基本として実施されています。これ、みんなリーフレットに書いてあ

る文言です。 

 文科省の調査でも、平成２７年度に土曜授業を実施している学校の割合は全国で小学校は２

４．６％が実施、中学校では２５％が実施で、小中学校ともに５割程度の学校が月１回程度実

施という報告なので、東員町も全国的に遅れをとらず、土曜授業に取り組まれています。 

 そもそも土日が休み、週休２日、学校５日制が見直されるようになったのは、新しい学習指

導要領で授業時数が増え、学校行事の準備や児童会・生徒会活動など、平日に行う活動のため

の時間の余裕が少なくなったということや、グローバル化が進み、変化が著しい社会を生き抜

くために、子どもたちが高い学力を備える必要があり、土曜日を活用することで平日にゆとり

を回復する、そして子どもたちの学力も維持しようということが土曜授業実施の由縁のようで

す。 

 しかし小中学校に子どもを通わせている保護者は、土曜授業が復活するということをどう考

えているのでしょうか。私はこの５月に東員町内の小中学校の保護者の方、約３０名ほど、個

別にヒヤリングをさせていただきました。その結果、土曜授業を望む保護者が多いことがわか

りました。 

 保護者の意見としては、週休２日に慣れてしまっているので負担は否めないが、子どもの学

力向上のためなら土曜授業は賛成、しかし先生や教育関係者の都合で振り回されたくないとい

う意見や、月１度でなく毎週でも土曜授業は歓迎ですという声、平日は仕事があるため、学校

行事が土曜にあると親は参加しやすいから賛成ですという意見などでした。対して社会的に週

休２日が定着する中で、子どもだけ土曜日に登校することへの抵抗感のある保護者の声もあり

ました。 

 トータル的には子どもとともに自由に使える土曜日の必要性を感じつつ、もう少し勉強して

ほしいという親の本音が伺われました。 

 このような保護者の声も踏まえて質問をさせていただきます。 

 まず質問の１点目です。学校教育現場で授業時間は確保できているようですが、学校行事や

部活の大会への影響などはありませんか。 

 そして２点目です。土曜授業についての体系的・継続的なプログラムを企画実施していくな

ど、今後土曜日の教育活動、土曜ならではの効果的なプログラムづくりをどのようにしていか

れるか、東員町の方針をお伝えください。また、この土曜授業の方向性については、東員町総

合教育会議においても審議されているのでしょうか。 

 教育長にお尋ねをいたします。ご答弁よろしくお願いいたします。 

○議長（三宅 耕三君）   岡野譲治教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   山崎議員の土曜授業についてのご質問にお答えをいたします。 

 まず土曜授業と東員町総合教育会議の関係について、お答えをいたします。 

 東員町総合教育会議では教育施策の根幹や課題を議論いただいており、個別の案件になる土

曜日の教育活動については、総合教育会議では議論をしておりません。 



 では、土曜授業についてお答えをいたします。 

 現在の学校５日制は学校、家庭、地域の３者がお互いに協力連携して、社会全体で子どもた

ちを育てる理念のもと、平成４年９月から段階的に実施をされ、平成１４年に完全学校週５日

制が始まりました。この間、習い事、スポーツ少年団や地域での活動など、さまざまな方々の

協力で土曜日の充実した過ごし方が定着をしてきました。 

 しかしながら平成２５年の全国学習状況調査の中で、土曜日の過ごし方について児童生徒に

質問したところ、およそ２割の子どもたちが何となく過ごしたり、ゲーム等で１日中過ごした

りしている実態が明らかになってきました。 

 このような状況から学校の授業や地域での学習、体験活動や文化・スポーツの充実を図り、

これまで以上に豊かな環境を提供していくことが重要となり、学校教育法施行規則の一部が改

正され、設置者の判断により土曜授業を行うことが可能となりました。 

 このような背景の中で三重県教育委員会から市町に対し、土曜授業についての提言がなされ、

それを受け、４市町の教育委員会で協議を行い、外部の団体の方との連携が不可欠であること

から、桑員地区土曜授業検討委員会を発足をさせました。 

 その中ではスポーツ少年団、中体連、学校等、各団体代表の方々にもご意見を伺いながら、

内容・回数について協議し、教育委員会の承認を得て土曜授業実施を進めてまいりました。 

 土曜授業の目的といたしましては学力の定着、豊かな人間性の育成、開かれた学校づくりで、

通常の授業、学校行事、部活動参観や地域と連携した行事等を行っており、土曜日ならではの

各校の特色が出されるよう取り組んでおります。 

 平成２６年度は施行として学期に１回実施、平成２７年度から原則第４土曜日に年間８回の

土曜授業を実施しており、学校行事や中体連の大会には支障がないように、またスポーツ少年

団の活動にもご協力いただき、調整を図っております。 

 今後の土曜授業の考え方につきましては、三重県内四日市市以南の市町では第３土曜日に実

施している実態から、県内が同一の日程で行ったほうが学校外の活動がしやすくなると考え、

桑員地区土曜授業検討委員会で協議をし、教育委員会で承認されましたので、平成２９年度か

らは第３土曜日に変更をする予定で進めております。なお、回数は変えずに、中身をより充実

させる方向で考えております。 

 皆さまにご協力をいただきながら、土曜授業に取り組んでいきたいと考えておりますので、

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（三宅 耕三君）   山崎議員。 

○５番（山崎 まゆみ君）   再質問をさせていただきます。 

 土曜日はまとまった時間を確保しやすく、また平日には参加が難しい現役の社会人も含め、

保護者、地域や企業などの多彩な人材が参画しやすいため、実社会の経験を踏まえた多様なプ

ログラムの実施が可能となる土曜日です。 

 学校と地域社会の連携で、平日にはできない展開が望めると思われます。教科書で学ぶ学習



以外、教科以外の学びの場となってほしいという期待もありますが、家庭、地域、さらに企業

などとの連携は土曜授業に望むことができそうでしょうか、お尋ねをします。 

○議長（三宅 耕三君）   岡野教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   お答えをさせていただきます。 

 土曜日がいろんな面で私どももいろんな方法を使いながら、子どもたちのために活用できる

ように考えていきたいなと思っております。特に先ほど申されましたように地域や家庭、そし

て企業はまだちょっと今年度入ってないんですけれども、本当に多様な方法で、特に体験的な

活動ができるように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）   山崎議員。 

○５番（山崎 まゆみ君）   ありがとうございました。 

 もう一つ、再質問をさせていただきます。 

 教員の負担の問題も気になります。土曜授業の実施で教員の余裕がなくなるということがあ

っては望ましくありません。先生の人数を増やすとか、教育活動を支えるコーディネーターを

導入するとかの対応は検討できないでしょうか、お尋ねします。 

○議長（三宅 耕三君）   岡野教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   お答えをさせていただきます。 

 教職員の多忙化というのは私どもも大変憂慮していることであります。国の標準定数という

のが、２年生からはずっと４０人になっていまして、私どももそれを世界レベルの３０人、３

５人という要望は今後も続けていかなければならないと思いますけれども、町でできること、

国でなかなか教員の加配等がもらえない中、もちろん今年も国県の協力を得てもらっているん

ですけれども、私ども東員町では町単で非常勤講師、小中学校に２１名配置をさせていただき

ました。また、学習支援員も小中学校で２７名、町単でＡＬＴも３名、図書館専門員６名と、

もう本当に予算の厳しい中ですけれども、町長は未来への投資というお言葉をいただきまして、

私ども減らすところは減らしながら、こういうところにお金をかけて東員町の子どもたちの発

達、成長の助けになるように努力をしているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   山崎議員。 

○５番（山崎 まゆみ君）   ありがとうございます。 

 大変うれしい取り組みを東員町のほうでは進めていっていただけるというお話を聞かせてい

ただきました。 

 もう質問ではありませんが、少しお伝えをします。 

 ぜひとも持っておきたいのは、本当に子どものための改革かという視点だと思います。親と

しては子どもたちに多種多様な体験を確保してほしい、そして学習時間を増やして一層学力向

上を図ってほしいということなのですが、ただでさえ平日忙しい子どもたちが土曜の登校が増

え、忙しさが極まり、じっくりと考えを深める余裕もなくなってしまう、なんということでは



本末転倒です。 

 土曜日の教育活動の推進に当たっては、質の高い土曜授業の実施の支援策を講じるとともに、

地域のさまざまな経験や技能を持つ人材や企業などの協力で、土曜ならではの教育活動を行う

体制を構築し、学校と家庭、地域が連携した取り組みを私自身今後も支援し、広く呼びかけて

いこうと思います。 

 ご答弁ありがとうございました。 


