
○１１番（川瀬 孝代君）   １１番、川瀬孝代でございます。通告に従いまして、一般質

問をさせていただきます。 

 １つ目、「チーム学校」について質問をさせていただきます。 

 日本の学校は、全ての問題を校内で解決しようと教員が対応してまいりました。その結果、

世界で一番忙しい教員といわれ、大事な授業に専念することが難しい状況となっています。社

会や経済の変化で学校現場が抱える課題が、いじめや不登校、特別支援教育の充実など、複雑

化・多様化している中で貧困問題への対応、保護者からの要望など、学校に求められる役割が

拡大をしています。そのために教員に過度な負担がかかったりして対応し切れない現状があり、

子どもと向き合う時間が少なくなるなど、日本の教員の待遇は悪化をしております。教員の中

には病気で休暇を余儀なくされる、また精神疾患になり休職されている方もいます。 

 このような背景から「チーム学校」が求められてまいりました。チーム学校は、これまで教

員が何でもこなしてきた学校組織をスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーなど、

専門家や地域の人たちの力を取り入れられるような組織に改革しようという考えです。専門ス

タッフの力を取り入れ、チームとして、さまざまな問題や課題に取り組むことで教員が授業に

専念できるように、負担軽減や質の高い教育を目指し、体制づくりをしていこうというもので

す。 

 チーム学校については平成２６年７月から中央教育審議会で検討がなされてきました。チー

ムとしての学校のあり方、今後の改善方策について、答申骨子が出されております。１．専門

性に基づくチーム体制の構築、２．学校のマネージメント機能の強化、３．教職員一人一人が

発揮できる環境整備、この３つの視点は重要とされ、学校の実態などを踏まえて検討する必要

があるとしています。 

 学校を地域に開く、教員と専門スタッフがチームを組んで対応するチーム学校への取り組み、

考え方をお聞きいたします。 

 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）   川瀬議員のご質問にお答えをいたします。 

 平成２７年１２月２１日、中央教育審議会は、チームとしての学校のあり方と今後の改善方

策について、答申をいたしました。  

 チームとしての学校とは、教育現場の抱える山積する課題解決のために、教員だけでなく、

さまざまな専門家や事務職員等を積極的に活用して、学校の教育力や組織力を高める取り組み

を指します。 

 チームとしての学校が求められる背景には、新しい時代に求められる資質・能力を育む教育

課程を実現するための体制整備、複雑化・多様化した課題を解決するための体制整備、教員が

子どもと向き合う時間確保等のための体制整備の３つの必要性が挙げられております。 

 本町では、これまでも開かれた学校づくり、アクティブラーニング（能動的な学習への参加）

の視点を踏まえた指導方法の改善に日々取り組んでおります。今後も子どもたちの３感、基本



的信頼感・自己肯定感・自己有能感、子どもたちの意欲を高める保育・教育を研究、実践し、

全ての子どもたちが社会で生き生きとした自分の人生を歩むように取り組んでいきたいと考え

ております。 

 今日の複雑化・多様化した教育課題解決のためには、学校の力だけでは到底かないません。

学校と教育委員会、児童相談所、発達支援室、警察等の関係部局との連携はもちろん、スクー

ルカウンセラーをはじめ専門家の支援が必要不可欠であると考えております。 

 町の課題といたしましては、特に中学校において、不登校生徒数がなかなか減少しない状況

が挙げられます。町では不登校対策事業として、ＱＵ調査・学級満足度調査を、小学１年生は

年２回、２年生以上中学生までは年３回行っており、いじめも含めた子どもたちの学校生活に

おける満足度と意欲、さらに学級の状況を調べることができます。これまで一教員の感覚に頼

っていたものを、この調査は客観的に満足度が尺度として示されるもので、教員はこれまでの

指導を見直し、子どもの実態把握や学級経営、授業改善につなげるよう活用をしております。 

 不登校はさまざまな要因があり、学校だけで解決できない場合もありますが、担任一人が対

応するのではなく、学校として組織的に対応し、福祉と連携したり、学校心理士やスクールカ

ウンセラーの助言も受けたりして、今取り組んでおります。 

 学校や教員へのサポートチームについては、現在指導主事を中心に学校と教育委員会が連携

し、取り組んでおります。今後も必要に応じてスクールソーシャルワーカーや顧問弁護士等を

活用し、学校現場が相談しやすい体制を確保していきたいと考えております。 

 小中学校の人事評価制度につきましては、管理職については特別勤務評定という制度で既に

給与への反映が行われております。一般教職員については昨年度試行をし、今年度の評価が来

年度の給与へ反映されます。 

 この教職員育成支援のための人事評価制度は、職員が職務遂行上発揮した能力及び挙げた実

績を評価し、任用、給与等の人事管理の基礎として活用することを通じて、教職員の能力・意

欲の向上及び組織力の向上を目指すものであります。 

 評価では、教職員の主体的な教育実践や自己啓発を促し、能力向上を図ること、目標の明確

化、業績の適切な評価等によりモチベーションを向上させること、管理職との対話により現状

に関する気づきを促し、業務改善や意識の向上につなげることを大切にしております。 

 議員ご指摘のように学校ではいじめ、不登校、貧困、発達支援、外国人児童生徒への対応、

学力の二極化への対応等、課題が山積し、保護者からの要望も増え、教員の負担が増えており

ます。教員の負担を軽減することが急務であり、教職員の超過勤務時間の課題も、今回示され

ている専門スタッフを含めた教職員定数増を進めない限り解消できないのではないかと認識し

ており、この文部科学省の施策には大変期待をしております。 

 現在、各学校には登下校の見守りをはじめ、ボランティアとして来校していただき、さまざ

まな支援をしていただいておりますが、今後もますますお力をいただきたいと考えております。 

 同時に教育委員会といたしましては多様なスタッフを現場に配置し、個に応じた教育を進め

ていく必要があると認識し、現在、町単独で非常勤講師、ＡＬＴ、学習支援員、図書館専門員



の配置を行っております。このことは他市町にも負けない教育条件整備であると自負をしてお

ります。 

 しかしながら、これらの措置は町財政とのかかわりもあり、現状が最大限の配置であり、国・

県からの配置をこれからも強く要求していかなければならないと考えております。 

 家庭の教育力の低下に対する取り組みや子育て支援の取り組みといたしましては、東員町１

６年一貫教育プランの取り組みを幼保小中が連携して行っております。この取り組みは第３ス

テージに入ったと認識をしております。 

 第１ステージは教職員への理論の学習理解、第２ステージは具体的な実践の展開、そして第

３ステージは保護者との協働であります。そのために今年度は東員町１６年一貫教育プラン子

育ての手引き版を作成し、保護者の方々に配布し、子育てのポイントやコツを、保護者ととも

に学習する機会をつくっております。 

 町内６園全てにおいて生活習慣学習会を開催し、研究委員、小中学校教員から、それぞれの

立場で、それぞれの年齢において大切にしたいこと、子どもたちに力をつけたいことをお伝え

をしております。また、読み聞かせや体力づくりの研修会を開催し、親子で今すぐ取り組める

ことをお伝えをしております。 

 小中学校ではＰＴＡ総会等に指導主事が出席し、１６年一貫教育プランを解説し、それぞれ

のステージで大切にしたいことを保護者に啓発をしております。 

 これらの取り組みの即効性は少ないかもしれませんが、今後もゆっくりですが、着実な取り

組みを継続して進めていきたいと考えております。 

 また、ＩＣＴ機器を導入し、校務支援システム等の活用を通じて、少しでも教職員がゆとり

を持って子どもたちや保護者の方々に接することができるよう、支援をしていきます。さらに

授業用のＩＣＴ機器の充実も、補助の状況を見ながら進めていきたいと考えておりますし、現

在ある機器のさらなる利用促進のため、研修も進めていきたいと考えております。 

 今後も各校において、学校長のリーダーシップのもと、協力・協働のできる職場づくり、開

かれた学校づくりを進め、保護者や地域の皆さまにご協力をいただきながら、チームとしての

学校の取り組みを進めて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）   川瀬議員。 

○１１番（川瀬 孝代君）   答弁をいただきました。 

 たくさんの内容をお答えいただいてありがとうございます。 

 その中でも今回東員町が取り組んでいる１６年一貫教育、そのこと自体が今、文科省が進め

ている小中一貫教育の取り組みだと思うんですね。そんな中で本当に熱心に取り組んでいただ

いているというのは大きく評価をいたしますし、また予算化の部分でも町が努力をしていると

いうことも、大きく私は評価をしております。 

 しかし、なかなかそういう制度をつくり、体制をつくっても解決できない問題、ここをどう



していくかというのが大きな今の課題ではないかなと思います。東員町はどっちかというと県

下の中でも成績、そういう部分もトップクラスでありますので、その点も大きく評価をしたい

と思いますが、先ほど言われました不登校の問題、いじめも虐待も東員町はあると思います。 

 そういうところでチーム学校に向けての取り組みというのは大きく進んでいるということは、

大変評価をするんですけれども、それと同時に今、文科省が進めておりますコミュニティスク

ール、これも一つの課題であります。隣のいなべ市は、２校でこのコミュニティスクールを開

校しております。鈴鹿市なんかは市全体でコミュニティスクールを開いております。 

 そんな中で東員町はこのチーム学校に対して前向きに取り組んでいただいている、その中に

また、このコミュニティスクールという部分も存在するのではないかなというふうに私はとら

えております。そういった意味で、このコミュニティスクールに対して、教育委員会として、

また東員町の教育としてどのようにお考えを持っているのか、お聞きをしたいと思います。 

○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。 

 コミュニティスクールの導入に関しまして、理念と方向性、すなわち社会総がかりで子ども

たちを今もう育てていかなければ、学校だけに任せていてはだめですよというような理念・方

向性は私ども東員町が目指すべきものであると、同じような認識をしております。 

 現在コミュニティスクールの導入はしておりませんけれども、学校評議員制度を活用して、

そこで地域の方々や評議員の方々から学校長が意見を求めて学校運営に生かしております。当

面は、私どもはこれらの取り組みを充実させながら、そして導入に関しては学校の先生たちの、

校長先生たちの意欲とか意識というのがすごく大事になってきております。制度として私ども

がこうですよと学校へ出すだけではなくて、学校側の意欲も私は大切にしたいと考えておりま

すので、このコミュニティスクールの魅力を十分、学校の先生たちと話し合いながら、学校側

とともに今後検討していきたいなと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   川瀬議員。 

○１１番（川瀬 孝代君）   地域と一体になって学校を支えていくという部分では大変有

効な考え方だと思います。そんな意味で東員町はもちろん、先ほど述べました小中一貫教育が

あるからこそ、中一ギャップというものも解消されていくのではないかなと思います。 

 そういう中で、このコミュニティスクールというものが評価をされ、そしてまた実績を積ん

でいるという、そのような状況の中で、やはりこの部分も前向きに、できれば取り組んでいた

だきたいなと思います。 

 それと同時に先ほど教育長も述べられたように家庭教育、これが本当に低下をしている。い

ろんな資料を見てもそれが年々低下をしている。じゃあここをどうしていくのか、担当課とお

話をした時も、この１６年一貫教育、もう第３ステップに入っていったという、保護者とのか

かわりの中でなかなか理解が進まない、そういうようなお話も若干ございました。そうなった

ときに、じゃあこの保護者たちに親が子どもを育てていく、その中でじゃあどうやって手だて



をしていくのか、やはりそういうところにも私は地域力というものも必要ではないかなと思い

ます。 

 私たちが育ったころというのは、知らない人にも悪いことをすれば怒られました。今はそう

いうことも地域の中ではありません。私も今、学校ボランティア早々のころから、子どもが小

学校に通っているころから、下校の見守りを穴太の地域で最初からさせていただいている一人

であります。本当に道路の真ん中を平気で歩く、車が目の前に来ていても動かない、そんな子

どももいます。大きな声で「危ないよ、車が来たよ」と声をかけながら、今わずかな時間です

けれども、子どもたちと接しさせていただいている状況でございます。大変私はそれを自分自

身の中でうれしく思っております。 

 そんな中でやはり地域力を高めていく、そこが大きなポイントではないかなと思います。そ

のためにもこのコミュニティスクール、こういうものを東員町ならではの形で推進をしていっ

ていただきたいなと、そのように思います。 

 そしてまた、そのお母さんたち、子育てが苦手だ、仕事が忙しくて子どもと接する時間がな

い、そういう中で教育委員会が一生懸命幼稚園、小学校、中学校でそういうお話をしても、や

はり私はいつもこの場でお話をさせていただいている、０歳から、生まれる前からの支援、そ

こに大きなポイントがあると思います。 

 そんな意味でネウボラ政策日本版、それを本当にこれからも前向きに検討していきたいとい

う答弁もいただきましたが、そういうことも連動しながら、その中に学校教育もあり、そして

また発達支援の問題も必ず出てくると思います。そういった意味で、これからも教育関係、そ

してまた福祉関係、特に保健師さん、その部分も大変重要になってくると思います。 

 そしてまた、学校は違う部分での問題も抱えております。それは何かというと、特別支援学

校に入れるのか、それとも在来の学校で子どもを見ていくのか、はざまに立たされている親ご

さんもいらっしゃると思います。そういう部分も問題として、東員町の中ではあるのではない

かなというふうに思っております。 

 そんな意味で全部ひっくるめて、本当にみんなが横の連携をとりながら、東員町のまち全体

をひっくるめながら前へ進めていく、そういうことを望んでいる一人であります。ぜひその点、

また取り組みを前へ進めていっていただきたいと思います。 

 さて、この体制整備ですけれども、先生たちの子どもと向き合う時間の確保ができない、本

当にこれは教師として、とても残念なことだと思います。特にＯＥＣＤなんかの調査によりま

すと、勤務時間が最多というのは、本当に日本がダントツでございまして、そしてまた、その

中で学校の先生以外のところを入れている、外部の指導者、そしてまた支援者を入れている、

アメリカが大体４４％、そしてまたイギリスが４９％、日本は１８％という、このような現状

があるということでございます。 

 そんな中で私が一番ポイントに置くのは、部活動の部分ではないかなということも思うんで

すね。先生がそういう部分で時間を割いてしまわなければいけない。こういった部分では、今

までの他の議員も質問されていることもございましたが、部活動に対してのルールづくり、そ



してまた指導者、顧問ですね、そのことに対してのルールづくり、また町の教育委員会がその

ことに対して作成しているような、そういうようなものがあるのでしょうか、その点について

伺いたいと思います。 

○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。 

 部活動について、こうこうこうですという取り決めの文章等はございません。ただ、校長会

とか中学校の中体連とかという中で、私どもとしては部活動、週に１回は休みをとる、東員町

はそうしてます。それから土曜日、日曜日、どちらかは休みをとってもらうという。ただ、中

体連の大会等がありますと、そういうときの２週間ぐらい前は土日も試合するとかというのが

ありますけれども、基本的にはそういう形で指導をしてますけれども、中体連の試合以外の今

問題になっている協会の試合というものがありまして、何とか協会とか、それがちょっとネッ

クになっているところがあります。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   川瀬議員。 

○１１番（川瀬 孝代君）   こういった部分も、チーム学校の中で話し合いをされている

ところですが、今後こういう部活動の部分でも国は法令で定めていくような、そのような動き

もあるところです。ぜひ先生が休まれる、休暇をしっかりとれるような態勢をとっていくため

にも、ぜひこの部活動に外部のアスリートの方、そしてまたそういう経験のある方たちを入れ

ていく、非常勤になるかもしれませんけれども、そういう対策もぜひ前向きにとっていただき

たいなと、そのように思います。 

 小中一貫教育の部分にちょっと戻ってしまいますが、こういうことを東員町は早くから教育

の部分に力を入れてきたということは本当にすばらしいなと思います。私も今回チーム学校、

そしてまたコミュニティスクール、いろんな部分で研修会に参加をしてまいりました。そんな

中でも講師の先生がいろんなことを話をされていく中で、ああ東員町はこれをやっているな、

これも東員町は取り組んでいるなということで、大変そういった部分では勉強になったところ

でございます。 

 学校の先生が心身ともに健康を維持できる職場づくり、そういうものに対してもしっかりと

推進をしていっていただきたい。いわゆるメンタル的なヘルスケアですね、その辺の部分とい

うのは、私も中学校の先生が突然心身ともに壊されてというお話も若干聞いております。そん

な意味で、こういうことへの取り組みも前へ進めていっていただきたいと思います。 

 今後は東員町としてもチーム学校を進めていく、国としても、これからチーム学校に対する

法整備がなされていくのではないかと思うところでありますが、チーム学校は、とにかく効果

的に取り入れるものであり、また問題解決のための手段であって、これは目的ではないと思い

ます。あくまでもこういうことを用いながら、なおかつ学校教育をよいものに進めていくとい

うことだと思います。 

 私は教育の原点は子どもの幸福だと思います。教育のための社会へとつながっていくように、



チーム学校への推進を大きく期待をしていきたいと思います。 

 ２つ目の質問に入らせていただきます。成年後見制度について、質問をさせていただきます。 

 総務省の８月の人口推計では６５歳以上の高齢者数は３，４２７万人、総人口の２７％とな

りました。振り込め詐欺、消費トラブルなど、高齢者を取り巻くさまざまな問題が浮き彫りに

なってまいりました。高齢者や障がいのある方が安心して暮らせる地域社会の構築へ、犯罪か

ら守る体制を強化しなくてはならなくなってまいりました。そのためにも成年後見制度事業の

実施は必要だと思います。 

 成年後見制度は、平成１２年に介護保険制度と同時に施行された制度であります。認知症、

知的障がい、精神障がいなどの理由で判断力が低下した人が自分自身で財産管理や契約などを

行うことが難しい場合に、家庭裁判所が適任と思われる成年後見人などを選任して本人を支援

する制度です。自分らしく安心して暮らすことができるよう、その人の権利を守るために成年

後見制度があります。高齢者や障がい者を支える仕組みとして介護保険制度、障がい者福祉制

度とともになるものであります。また、地域包括ケアの観点からも欠かせないものであります。 

 平成２７年１２月における制度の利用者は１９万人と、昨年より６，６００人余り増えて増

加傾向となっています。４月に成年後見制度の利用の促進に関する法律が成立をいたしました。

認知症の高齢者が増加し、その権利を守る成年後見制度の重要性が高まることから、一般市民

から後見人となる人材を確保する方策など、盛り込まれています。 

 また、必要とする者に十分利用させるよう、周知啓発のために必要な措置を講ずるとありま

す。後見体制の基盤づくりや人材づくりを進めていかなければなりません。審議会の設置、協

議会でもいいですけれども、その設置や利用促進に向けた計画など、取り組みが必要です。東

員町として地域にどれくらい成年後見制度を必要とする人がいるのか、実態把握をしてはどう

でしょうか。現状と考え方をお聞きいたします。 

 答弁を求めます。 

○議長（三宅 耕三君）   松下文丈福祉部長。 

○福祉部長（松下 文丈君）   成年後見制度について、お答え申し上げます。 

 成年後見制度は、認知症、知的障がい、精神障がいなどによって物事を判断する能力が十分

でない方について、本人の権利を守る援助者を選ぶことで本人を法律的に支援する制度です。

将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、だれにどのような支援をしてもらうかをあら

かじめ契約により決めておく「任意後見制度」と、判断能力が不十分になってから家庭裁判所

によって援助者が選ばれる「法定後見制度」があります。 

 制度に関する相談は、長寿福祉課、地域包括支援センター、また地域福祉課においてお受け

しております。その件数は平成２６年度において６件、平成２７年度には１４件、そして本年

度７月末現在で７件と増加傾向にあります。ご相談は、ひとり暮らしの方や認知症高齢者のご

家族から主に寄せられております。 

 相談窓口にはパンフレットを配置し、出前講座や講演会を開催して、町民の皆さまにとって

成年後見制度が身近な制度になるよう周知に努めております。 



 また、判断能力が不十分な方のうち、身寄りがないなど、適切な申立人がいない方の支援と

して、町長が行う成年後見開始の審判の申し立てにつきましては、近年実績はございません。 

 今後、高齢化の進展に伴い、認知症高齢者、ひとり暮らしの高齢者や障がい者が増加し、判

断能力が十分でない方も増加することが予測されます。 

 こうした皆さまに安心して生活していただくために、社会福祉協議会と連携して、成年後見

制度の正しい理解と知識の普及啓発を図るとともに、成年後見制度などを必要とされる方を早

期に発見し、支援するためのネットワークづくりに取り組んでまいります。 

 本年５月に施行された「成年後見制度の利用の促進に関する法律」では、市町村の講じる措

置として、成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画を定めることや成

年後見等実施機関の設立等に係る支援、審議会その他、合議制の機関の設置に努めることとさ

れました。 

 また、親族以外の人が、弁護士などの専門職同様、家庭裁判所の選任を受け、後見人として

活躍する市民後見人の育成及び活用を推進することとされております。 

 今後、民生委員やネットワークからの情報提供や高齢者福祉計画のニーズ調査などにより、

成年後見制度に対する実態把握に努め、相談状況等を見きわめながら、社会福祉協議会ととも

に検討してまいりたいと考えますので、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）   川瀬議員。 

○１１番（川瀬 孝代君）   答弁いただきました。 

 なかなか成年後見制度の内容とか利用方法がわからないという方がいらっしゃるかと思いま

す。また、大変わかりにくい。そういうことで利用が極端に少ない、そのような声もあります。 

 私もある方から、東員町に在住の方からご相談をいただきました。ご兄弟の方が親も亡くな

り子もないと。そういう状況の中でこの制度を利用された。そしてそれをご兄弟のところに送

ってきたという、本当に何が何だかわからないというので、ご相談を受けたんですけれども、

そういう現場で戸惑ってしまう、どうしていいのかわからないという、そのようなお話を聞い

て、それなりに解決はしたんですけれども、ほかにもやはり東員町の中でそういうことが起こ

る可能性もある。そんな意味で今回のこの周知を図っている、啓発もしているとはいうものの、

なかなかわかりにくい。このところをどうしていくのかということで、わかりやすく利用でき

るように工夫をしていく、それが大変大事ではないかなと思います。 

 そういった意味で、もちろんそれは行政としてのお仕事をされているのはよくわかりますけ

れども、制度の利用ですね、そしてまたその手順とか手続き、そういうことに関して具体的な

講演会を行っていく、そのような方向も大事ではないかなと思います。 

 そしてまた、わかりやすく利用できるように、全ての人が利用する部分ではございませんが、

困った方、相談に来られている方々の中でこのようなことをぜひ進めていきたい、そういう場

合には先ほども言いましたように工夫が大事です。 

 そんな中で私は今回、品川区の社会福祉法人、社協のほうに行ってまいりました。その中で、

もしものときのチェックリスト、そういうものとか、あとは漫画で読む成年後見制度、わかり



やすく大変理解しやすいものが策定をされていて、そしてまた発行されていました。こんな点

を東員町としてはどのようにお考えか、答弁を求めます。 

○議長（三宅 耕三君）   松下福祉部長。 

○福祉部長（松下 文丈君）   お答え申し上げます。 

 確かに成年後見制度につきましては大変難しいといいますか、いろいろ相談状況もありまし

て、現在、窓口のほうは長寿福祉課の包括支援センター、また地域福祉課の担当のほうで行っ

ております。議員が申されますように、確かにその方をどのように把握するか、またその方に

ついて、周知の方法が非常に大切であるというふうに思っております。 

 そんな中、議員ご提案の例えば品川区のチェックリストとか、そういったわかりやすい手本

等も参考にしながら、今後講演会等を開催することも考えて検討していきたいというふうに思

っております。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（三宅 耕三君）   川瀬議員。 

○１１番（川瀬 孝代君）   やはり困っている人には本当に懇切丁寧に説明をしていく、

そしてまた、その側に立って考えていくということが大変重要だと思います。 

 品川区は東京都の中でもダントツで後見制度の役割を果たしている、社会福祉協議会の中で

もＮＰＯと組みながら制度をしっかりと推進していく。それは本当にすばらしい取り組みで、

まだまだそれの必要性、そしてまた、それをどうやって利用していくのかということが進んで

いない中では大変勉強になったところでございます。担当課のほうにも、こんなことがありま

したということをお伝えさせていただきました。 

 要は利用者が例えば人口的にも東員町は少ない。高齢化はあるけれども３世帯で生活をして

いる、あとは大丈夫なんだわという方もたくさんいらっしゃるかもしれない。だけれども、お

一人でもやはり困った方がいらっしゃれば、この制度をしっかり活用して、その方が本当に安

心して暮らせるように取り組む、これが行政の役目ではないかと思いますので、その点もよろ

しくお願いをしたいと思います。 

 そしてまた、この体制の中、促進をしていく中で、一般町民というと変ですけれども、そう

いう言葉はありませんので、一般市民を後見人として育成していく。これは社協が担当すると

か、いろんな形があるかとは思いますが、例えば受講したんだけれども活躍する場がなかなか

ない。それも現実としてあるようです。 

 特に東京とか大阪はこういうことが前に進んでますので、こういう養成の研修をして、そし

てまた後見人になっていただく、その場合でも活躍する場があるんだけれども、果たして東員

町でどうなのだろうかという、そのようなことも考えられるかもしれません。しかし、そうい

う法律ができた限りは前に進めていかなきゃいけないわけですよね。この一般市民を後見人と

していく、育成していくということに対しては、東員町としての考えがあるのでしょうか。そ

の点について伺いたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）   松下福祉部長。 



○福祉部長（松下 文丈君）   お答え申し上げます。 

 現在のところ、一般市民の後見人制度の育成といいますか、それについては法律でも決まり

ましたけれども、市町村の努力義務という部分もございますので、その辺も十分考えながら本

町に見合った市民後見人ができる講習とか、そういうのも考えていかなければならないかとい

うふうに思っております。今現在のところ、早急にそういった講習会を開くという考えは現時

点ございません。よろしくお願いいたします。 

○議長（三宅 耕三君）   川瀬議員。 

○１１番（川瀬 孝代君）   わかりました。 

 例えばこの事業を行う上での申し立てに要する経費、そしてまた成年後見人などに対する経

費、そしてまた報酬の助成というものはどのようになっているのか。東員町としての福祉計画

とか、あと事業計画の中には若干示されていますけれども、これが国の法律の中でも本人負担

とか、いろんな部分がありますけれども、それに対して利用者の負担の軽減制度の部分、そし

てまた報酬の助成にかかわる条例、そのようなものが東員町として示されているのかどうか。

お金がかかるでしょうという現場の声もかなりございます。そういう部分についてはどうなの

かということを求めたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）   松下福祉部長。 

○福祉部長（松下 文丈君）   お答え申し上げます。 

 法定後見人制度におきまして、町長申し立てがあった場合に後見人に対する報酬ですか、そ

れにつきましては本町予算でいきますと、１１万２，０００円ほど予算化をしてございます。

また後見人の報酬につきましては、３３万６，０００円を年間予算で持ってございます。先ほ

ど答弁でも申し上げましたけれども、最近、町長申し立てというのは実績がないということで

ございますが、その辺について、非常に町の費用も今後予測されるということで、実績に応じ

て、また予算計上させていただきたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   川瀬議員。 

○１１番（川瀬 孝代君）   わかりました。 

 例えば後見人を要する人がご本人がなかなか収入がないと。そこまでお金を支払うことがで

きないと。そういった場合には東員町としてはどのように対応するのか。特に生活保護の方と

か、そういう方たちもいらっしゃいますので、その点についてはどうなのかという点もお答え

をお願いいたします。 

○議長（三宅 耕三君）   松下福祉部長。 

○福祉部長（松下 文丈君）   お答え申し上げます。 

 やはり町長申し立てにつきましては、収入状況も把握させていただきまして、その費用につ

きましては町予算において支出させていただくということになってございます。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   川瀬議員。 



○１１番（川瀬 孝代君）   わかりました。 

 社会福祉協議会がお支払いをするというのではなくて、町の予算としてお支払いをするとい

うことですね。 

 この成年後見制度を運営していくに当たっては社協の協力というか、立ち位置というのは大

変重要になってくると思うんですね、役割というか。その辺の部分で、現在社協としての取り

組み、そしてまた社協としての方向性とか、そういうものに対してはどのようなのかというこ

とをお尋ねしたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）   松下福祉部長。 

○福祉部長（松下 文丈君）   お答え申し上げます。 

 社会福祉協議会におきましても、桑名市の社協と連携をしながら、金銭管理的なことについ

ては現在社協さんのほうで行っておりますけれども、後見人といいますか、そこまでの手続き

上の社協さんのほうは今現在やってないということでございますので、よろしくお願いします。 

○議長（三宅 耕三君）   川瀬議員。 

○１１番（川瀬 孝代君）   これもしっかり体制を整備していかなければいけないという

現状があるということですね。 

 例えば後見人制度の場合は、地域的な部分では広域でやっているところもあります。なかな

かちょっと町単独では難しい。周り、ご近所の市町と一緒にという部分もあります。というこ

とであるならば、東員町としても今後そういうようなことも検討に入れながら、この後見制度

の体制整備をしていくというお考えはあるのでしょうか、その点について伺います。 

○議長（三宅 耕三君）   松下福祉部長。 

○福祉部長（松下 文丈君）   お答え申し上げます。 

 やはり社協さんの取り組みというのが非常に重要かと思っておりますし、広域的な取り組み、

連携といいますか、その辺も非常に重要と考えておりますので、今後いろいろな形で勉強させ

ていただきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。 

○議長（三宅 耕三君）   川瀬議員。 

○１１番（川瀬 孝代君）   わかりました。 

 先ほども述べたように、部長の答弁にもありましたが、社協の役割、これは本当に重要です

し、充実をさせていかなければいけないと思うんですね。 

 だれもが東員町で安心して暮らし続けられるような、そういうような地域福祉を支えていく

人材づくり、これは高齢者に限らず、先ほども質問しました学校教育の部分でもそうですけれ

ども、やはり地域というものをこれから重要視しながら、みんなが助け合っていく、声をかけ

合っていく、そういうようなまちづくりをしていかなきゃならない、そういう意味でも支えて

いく人材づくり、そしてまた、多彩な活動を進めながら支え合いのネットワークづくりをして

いく。 

 こういう部分で、なかなかちょっと制度がきちんと体制整備がされていない現状が伺えまし

たので、その点についてはしっかりと制度の体制づくり、基盤づくり、そして何かあったとき



にすぐにそれが運用できるように、そういうように利用者の方に向けて丁寧に取り組んでいた

だくように求めていきたいと思います。 

 そして一番大事なのはやはり周知であり啓発、そしてまた情報提供、この辺の部分は大変重

要になってくると思います。東員町はこれからますます高齢社会を迎えていく、それはもう間

違いありません。日本全体もそうですけれども、でも高齢になってもこのまちの中で元気に暮

らしていける、このまちが本当に自分たちの生活にとって大変居心地のよいまちなんだと、そ

のように思っていただけるように、ともどもに努力をしていかなければいけないと思いますし、

またそういった部分で努めていかなければならないと思っております。 

 ぜひこの成年後見制度、しっかりと東員町としても取り組んでいくということで、丁寧に取

り組んでいくということを再度求めまして、今日の私の質問を終わります。 

 


