
○４番（三林 浩君）   おはようございます。 

 一般質問に入る前に、私事ではありますが、初の一般質問の時に一番くじを引き、今回は令

和に変わって初の一般質問で一番くじを引き当て、気持ちが大変高ぶっております。住民代表

の一人として行政と切磋琢磨し、取り組む所存でありますので、何とぞ前向きな答弁、よろし

くお願いいたします。 

 それでは今回の一般質問は３点であります。１点目は安全・安心のまちづくりについて、２

点目はにぎわうまちづくりについて、３点目は心豊かなまちづくりについて。 

 それでは１点目の安全・安心のまちづくりについて、質問します。 

 １つ目は、近年、新しく道路が整備され、町外からの人の出入りが多くなり危惧を感じてい

ますが、町長は基本的な対策をどう考えていますか。 

 ２つ目は交通安全、防犯対策について。テレビなどで報道されていますが、教育長はどのよ

うに受け止め、基本的対策をどう考えていますか。 

 以上、答弁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）   おはようございます。 

 それでは三林議員の安全・安心のまちづくりについて、お答えをいたします。 

 本年３月１７日、新名神高速道路、新四日市ジャンクションから亀山西ジャンクション間、

同時に東海環状自動車道では大安インターチェンジまでの間が開通いたしました。これにより

本町に流入する車両も増え、交通の流れが変化していることから、新しく交通状況を把握し、

分析し、必要に応じて安全対策を講じる必要があると考えております。 

 他に町内の道路整備では、国道３６５号や県道桑名大安線の整備に伴い、四日市方面や桑名

方面へのアクセス向上が見受けられます。このような交通情勢の変化に伴い、具体的な対策と

して、いなべ警察署や桑名建設事務所と連携し、３月には三和小学校の周辺を「ゾーン３０エ

リア」に指定をし、交通量を抑制することにより、子どもたちの安全対策を行いました。 

 他に東員インターチェンジへのアクセス道路である県道桑名東員線は、現在、役場と文化セ

ンターの間のＴ字路が交通渋滞を引き起こすネックとなっております。スムーズな車両の通行

に加え、役場や総合文化センターの利用者を含めた歩行者の安全を確保するため、三重県に対

し、当該道路のバイパス化を要望いたし、そして採択されたところでございます。 

 この県道桑名東員線のバイパス道路では、中央戸上橋から総合文化センター東の信号交差点

までの間を結ぶ路線として、令和３年度供用開始を目標に、現在、桑名建設事務所において取

り組んでいただいております。 

 いずれにいたしましても、より安全な交通行政に取り組んでまいります。 

 ２点目は、教育長から答弁させていただきます。 

○議長（三宅 耕三君）   岡野教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   おはようございます。 

 引き続きまして、私の方から答弁をさせていただきます。 



 ２点目の交通安全・防犯対策についてのご質問にお答えをいたします。 

 まずは、日頃から地域の皆様方に登下校中の子どもたちを温かく見守っていただいているこ

とに、心から感謝を申し上げたいと思います。ありがとうございます。 

 近年、全国で登下校中の児童等を巻き込んだ死傷者が出る痛ましい交通事故や子どもたちを

狙った犯罪が起こっており、子どもたちの安全に責任を持つ者として、強い危機感を覚えてお

ります。 

 また、子どもたちの命を預かっている者として、命を奪われたお子さんやご遺族のことを思

うと、言葉が見つからないほどの悲しみに襲われます。 

 そしてこのような事件が二度と起きないよう、常に緊張感を持ちながら対策を考えなければ

と、心新たにしているところであります。 

 初めに通学路の交通安全対策について、お答えをいたします。 

 学校では、児童生徒が事故にあわないよう、交通安全教室で自転車の正しい乗り方を教えた

り、集団下校での危険箇所の確認や実際の現場での交通安全指導を実施し、子どもたちの意識

を高める交通安全対策を行っております。 

 さらに日頃から地域の安全ボランティアの方々に見守られての登下校、各校のＰＴＡの方々、

町交通安全協会の皆さん、役場の職員など、多くの皆さんに定期的に街頭指導を実施していた

だいております。 

 また、通学路における危険箇所の改善につきましては、毎年、各小学校からいただいた改善

要望を通学路安全推進会議で検討し、可能な箇所から改善を進めているところであります。 

 次に、子どもたちへの防犯対策についてお答えをいたします。 

 平成１３年、大阪府の小学校で校内へ不審者の侵入を許したことで大惨事となった事件が起

こりました。本町各園・校では、そのことを教訓として、登下校時以外は門扉を施錠すること

を徹底したり、学校入校者の確認を厳しくしております。万が一侵入された際も教室を施錠し、

安全な距離をとりながら複数で声をかけるなど、県の危機管理マニュアルを基に各学校で対策

を考えております。 

 また、町内で発生した不審者情報については全校児童生徒、保護者、いなべ警察署、町民課・

学校教育課で情報を共有して警戒するなど、対応に当たっております。 

 何より登下校中の子どもたちについては、地域の方々により見守っていただいていることで、

安心して登下校ができております。今後も地域の方々のご意見・ご協力をいただきながら、児

童生徒・園児の安全確保、安全対策に取り組んでまいりますので、ご理解賜りますようよろし

くお願いを申し上げます。 

○議長（三宅 耕三君）   三林議員。 

○４番（三林 浩君）   交通安全・防犯対策について答弁をいただきました。 

 私が感じるに、特に交通安全に関しましては、町長から先ほど答弁がありましたが、新しい

道路とか、これから作ろうという道路設備につきましては、完璧な対策を取られているとは思

います。 



 私が一番危惧するのは、既存の道路ですね。先ほどから言いましたように、町外から人の出

入りが多くなるということは、既存の細い道路だとかのところに車が出入りをするんじゃない

のかな。その辺を今後、町としてはどのように整備等を含めて考えているのか、教えていただ

けませんでしょうか。 

○議長（三宅 耕三君）   建設課、伊藤徳孝課長。 

○建設課長（伊藤 徳孝君）   おはようございます。よろしくお願いします。 

 細い道路の出入り口等の対策でございます。町内、町道の交差点、細いところの方が多いと

思っております。現在、そういったところにつきましてはクロスマークをつけたり、それとか

一旦停止等、規制にかかる部分につきましては警察の方に要望をいたしまして、そういった対

策を投じておるところでございます。 

 また、自治会等で要望をいただいたところ、それから今、学校の方の通学路に関しての点検

で、ここは、というところがあれば、そういったところを検討をさせていただいて、積極的に

通学路については対策を講じておるというところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   三林議員。 

○４番（三林 浩君）   既存の道路につきましてはわかりました。それでは既存の歩道で

すね、歩道について、質問させていただきたいんですが、これは以前にも私、質問をさせてい

ただいているんですけども、歩道には自転車も通れるという標識のマークがついたところがあ

るんですが、これは一応歩道法というのがありまして、歩道の幅が決まっているんですよね。

でも現実、決まっているルールがどうかと言いますと、私が知る限り守られていないにもかか

わらず、そういう標識が上げられているということで、非常に私にとっては危険なところじゃ

ないかなと思っております。 

 例えば穴太駅からセブンイレンブンに行く歩道ですね、これ、きちっとあるんですけども、

そこには自転車も通れる標識が立ってます。恐らくこれは高校生とかというのが通るんだろう

と思いますけども、歩道幅が１メートルないところもあるんですね。そこを後ろから自転車等

で走られても非常に危険だと思うんですよ。だからそういうとこら辺を、先ほどから仕組みは、

いろんなところから情報を得て、その情報を集めて打ち合わせをして対策をしていきますとい

うことは、おっしゃっているんですけども、それが実際に目に見えた形で町民の方にどうやっ

て下ろしていこうとしているのか、というとこら辺が非常に私は疑問に感じているんです。 

 例えば今年はだめですけども、１０年間の間には直しますとか、そういうことが町民に知ら

されれば、私は安心に感じるんじゃないかなと思うんですけども、それについてはいかがでし

ょうか。 

○議長（三宅 耕三君）   建設課、伊藤課長。 

○建設課長（伊藤 徳孝君）   お答えいたします。 

 具体的な例を路線で出していただきました。歩道の整備につきましては、計画性を持ってと

いうとこら辺では、現在行っておるのは笹尾地内で、平成２５年度から来年度、完成と言うか、



整備を終えるわけなんですけども、非常に歩きにくいところについての歩道整備を、計画的に

今現在、国の交付金をとってばっこして、取りよいところを整備をやっておるところでござい

ます。 

 そして言われるように、町民の皆さんに見える形というところであれば、私、先ほど申し上

げました小学校の通学路に関しましては、やったところについては、そういった部分で公表は

させていただいておるところでございます。非常に細かい要望がたくさんございますので、そ

れを全てというのは、なかなか難しいかなと感じております。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   三林議員。 

○４番（三林 浩君）   確かに考えていただいておるとは思うんですが、よく私たちがそ

ういう要望をした時に回答される言葉が、ここは町道じゃないから、いわゆる県道だとか、国

道だから、町としては、言い方が失礼なんですが、手のつけようがないと。だから警察だとか

県の方に申し出ますという答弁しかいただかないのですよね。私たちはそれを望んでいるんで

はなくて、それをどうしたらよくなるのかなと。全てを行政に任せようという気はないんです。

自分たちでできることがあれば、自分たちでもやっていきたいなと思っている若者は、今たく

さんみえると思うんですよ。その辺を行政として主導していただくようなこと、いわゆる知恵

をかしてほしいんです。その辺を今後やっていただければ、今以上に目に見えた形で、安全・

安心なまちが、いわゆる交通については守っていけるんじゃないかなと思うんですが、いかが

でしょうか。 

○議長（三宅 耕三君）   建設課、伊藤課長。 

○建設課長（伊藤 徳孝君）   ご提案、ありがとうございます。 

 ご要望等が自治会等であった場合は、回答書という形で回答をさせていただいております。

そして議員おっしゃるように、確かに県道であれば、道路管理者が三重県ということになりま

すので、県の方に要望をさせていただいておる。なかなか町では手がつけられないというのも、

これも事実でございます。 

 その中で、地域の中でこういったことをやりたいんやということがあれば大変ありがたいお

話ですので、そういったものにつきましては、ご相談を承りまして、規制とか、そういった部

分で、なかなか思ったようなものができないかもわからんですけども、そういったものを通じ

てできるものがあれば、可能性を探しながら一緒にご相談に応じてまいりたいと思いますので、

よろしくお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   三林議員。 

○４番（三林 浩君）   ぜひ行政が中心になりまして、県道であろうが、そうじゃない道

であろうが、主導していただいて、例えば県道に関することであれば県の方を呼んでいただい

て、私たちの生の意見を聞いていただく場を設けていただくとか、ぜひそういうふうにしてい

っていただきたいなと思いますので、よろしくお願いします。 



 あと、防犯の方なんですが、今、確かにメール等で、何月何日、どこどこで不審者だとかい

う情報は一方的に送られてきて、非常にありがたいと思っております。さっき教育長の中でも

答弁がありましたけども、今いち、こっちがピンと来ないのは、送られてくるんですけども、

それが１年間を通して、例えばいろんなボランティアの団体がたくさんあると思うんですが、

そこに本当に共有化された情報が流れて、その流れた情報を基に、次どうしようという話し合

いまでいっているのかなというところが、すごい疑問に感じておるところなんです。実際には

どうなんでしょうか。 

○議長（三宅 耕三君）   教育委員会、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。 

 不審者情報、最近でもいくつかの町内に不審者情報がメールで回ってきたことがありました

けども、基本的には学校や園から上がってきた不審者情報を教諭や役場や警察で、私も情報を

共有します。そしてそれを保護者や関係者に流すんです。その後、早急に警察はパトロールを

してます。 

 それから学校は子どもたちの連絡指導・注意喚起は、夜に入ったのは次の日の朝という形で、

子どもたちに伝えております。まずこういうことがあったというのを、繰り返し伝えておりま

す。それから保護者や安全ボランティアにも連絡をして、気をつけてくださいというようなお

話をさせていただいております。 

 それから中長期的には、学校での安全教育というのを繰り返しお話をさせてもらってますし、

繰り返し帰る時には一人で帰らないとか、友達と一緒に帰るとか、中学校のクラブで遅くなっ

たときには、こうこうこうですというような指導を繰り返し、日常での働きかけをしていると

いうところが現状であります。 

 以上です。 

○議長（三宅 耕三君）   三林議員。 

○４番（三林 浩君）   非常にご尽力をいただいているということは理解できました。 

 私、一つ提案がありまして、これはよく企業でも使われる手法の一つなんですけども、現状

把握をしまして、その現状把握をもとに、例えば１年間こういうところにありましたという、

そういうまとめたものが会合の中で配られて意識を共有すると。その時々にやるのも大切なこ

となんですけども、１年間まとめたら、例えばその時は気づかなかったけども、いやいや、こ

の場所が結構、不審者が出てますよということがわかる可能性があると思うんですね。だから

そういう意識を共有しまして、それを基にしてボランティア、もしくはその付近の住民の方た

ちにも協力を願って、安全・安心なまちづくりを目指していけるんじゃないかなと思うんです

が、それについてはいかがでしょうか。 

○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。 

 安全ボランティアの会というのは、学校によって回数が違いますけど、年に何回かあります。

先ほど言われた、まとめながら参考にさせてもらって、それぞれの学校のこういうところが危



ないなというのが傾向が出れば、それを伝えさせていただきたいなと思います。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   三林議員。 

○４番（三林 浩君）   ぜひよろしくお願いいたします。 

 ちょっとまた戻るんですけども、安全につきまして、以前、こういう話を聞きました。横断

歩道がかなり薄くなっていて非常に見にくいということがありまして、ここを塗り直してもら

いたいとか、ここ、危ないから横断歩道をつけてほしいなという話をしたら、それは警察の管

轄なものですから、警察からは、新しく横断歩道を１つ作れば、既存の横断歩道を２つなくし

てください。それはなぜかと言ったら、予算がないからということをよく耳にしました。 

 私はちょっと違うんじゃないかなと思うんですね。第一に考えないといかんのは、安全・安

心に、弱者も含めて町民の方が過ごせるまちづくりなものですから、予算というのは、もちろ

ん大切だと思うんですけど、私は後からついてくるんじゃないかなと思っているんです。 

 と言いますのは、まず安全・安心にやるにはどうしたらいいんや。やっぱりここも必要だね

となれば、それは予算がなくてもやる方向で、どうやってしたらやれるんだという考えを第一

にしなければいけないんじゃないかなと思っているんです。それについてはいかがでしょうか。 

○議長（三宅 耕三君）   建設課、伊藤課長。 

○建設課長（伊藤 徳孝君）   お答えになるかどうか、わからんのですけども、今、予算

の関係で横断歩道を二個一にしろとかというお話、ちょっと私、存じ上げませんですけど、私

が聞いたところで、横断歩道をある程度の間隔がある中で、その間に入れようとすると、交通

車両の通行にも影響する、その辺も考えておるんやということは聞いたことがございます。 

 ただし、今の交通行政で、かなり危険な部分、特に消えかかっている歩道については、私ど

もも非常に要望をいただいておるところでございます。これを言うとお叱りになるかわからん

ですけども、それは強く要望しておるところです。話によりますと、そういった予算も、県の

方で増えるような話も聞いておりますので、その辺を期待す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）   教育委員会、岩田浩一事務局長。 

○教育委員会事務局長（岩田 浩一君）   私の方からは、子どもたちの通学路に関係する

横断歩道等について、お答えさせていただきます。 

 先ほどおっしゃられるように、横断歩道が消えたりということで、通学路安全推進会議とい

うのを設けておりまして、今年の５月でも２１件、各学校、中学校から危険箇所の要望が出て

おります。その中で、町だけではなく、いなべ警察署、桑名建設事務所、それから町内では建

設課、町民課、教育委員会という形で、関係機関が連携して危険箇所の点検、それからそれの

要望等を行っておりますので、全てがその年度で解消できるものではございませんが、できる

ところからやっていただくよう事業を進めております。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（三宅 耕三君）   三林議員。 



○４番（三林 浩君）   よくわかりました。ぜひ継続していただきたいと思います。 

 それでは２点目の質問に入りたいと思います。 

 １つ目は、賑わうまちづくりとは、人がたくさん集まり、活性することと考えますが、町長

の目指す賑わうまちづくりは何でしょうか。 

 ２つ目は、中部公園では一部料金を取って利用できるサービスがありますが、費用対効果は、

数字を見るだけですと、あまりよくありません。よくするための対策をどう考えていますでし

ょうか。 

 答弁、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）   賑うまちづくりについてのご質問にお答えを申し上げます。 

 日本における訪日外国人は、平成の３０年間で１０倍に増え、昨年は初めて３千万人を突破

いたしました。今や全国でインバウンド効果を期待した取り組みが行われております。 

 このように観光は、その地域の産業の大きな柱になりつつあります。そのためには外からの

お客様を受け入れるための実力をつけることが、地域には必要不可欠な要素であり、ここを間

違えると、効果どころか、逆に弊害になってしまうことを認識しなければならないと考えてま

す。 

 ご質問の賑うまちづくりに対する私の認識は、訪れる人と受け入れる地域とが、お互いにＷ

ＩＮＷＩＮの関係が築かれることだと考えております。 

 最近、安さを売り物にしたホテルのチェーン店が全国各地に進出しております。これによっ

て、そのエリアの集客は増加することになりますが、そこで提供される食材や備品などは、そ

の企業の国内のどこかにある基地で調達され、全国に一斉配布されるため、地元産品や地元企

業を含めた、ホテルが存在する地域への貢献はあまりないと聞いております。それでも観光客

が増えれば多少なりとも地域がにぎわって、いいとの考え方もあるとは思いますが、行政から

すれば、それによる負担が大き過ぎると考えております。 

 北陸新幹線が開通した富山県では、「富山湾鮨」とか、「とやまの山幸」など、富山県内の料

理店に一定の条件をつけて、富山産の食材を提供する取り組みを行っており、観光客が増加し

ていると聞いております。こうした取り組みこそ、観光客の増加とともに地域に落ちるお金が

増え、まさに賑うまちづくりだと考えております。 

 本町の取り組みといたしましては、ここにしかないものを作る、「東員町オンリーワン」を目

指しております。 

 まず第一弾といたしまして取り組んでいるのが農業によるまちづくり、その中でも大豆プロ

ジェクトであります。機能性の高い新しい品種と新しい先進的な加工技術とを用いた取り組み

でございます。この取り組みは、今年から来年にかけて、一定の成果が見える形を目指してお

りまして、来年度には加工工場等の誘致につなげてまいります。 

 さらに必要なことは、町民の皆様が、外からのお客様を受け入れるおもてなしの心と受け入

れる仕組みづくりではないでしょうか。町民一丸となって稼ぐ仕組みを考え、実行していって



こそ、賑いのあるまちづくりができるものと考えております。 

 次に中部公園について、お答えを申し上げます。 

 中部公園は、子どもから高齢者まで、幅広い年齢層の方に利用いただける公園として、平成

１６年の開園以来、町内外からたくさんの方々が来場され、好評をいただいております。 

 この公園利用は基本的に無料でありますが、その中でパークゴルフ場、バーベキュー施設だ

けは有料施設となっております。しかし施設利用料収入と公園の維持管理経費とを対比した費

用対効果は、決していいものではありません。最近では、春夏に開催される東員マルシェや、

あるいは秋に行われる商工祭など、たくさんの人が集うイベントも開催されるようになり、他

市町にない施設の賑いを見せております。 

 このように中部公園は、公共公園として人々が集い、賑い場所として、費用対効果だけでは

判断できない重要な役割を果たしているものの、行政といたしましては、町民や民間の皆さん

の協力を得ながら、経費削減に向け、できる限りの手を打っていかなければならないと考えて

おります。 

 例えば条件付きで指定管理者制度を導入することも、その一つではないかなと考えておりま

す。そのためには行政内の考え方をしっかりとまとめ、あくまでも町民のための施設運営を目

指さなければなりません。 

 今後も町民の皆様の協力をいただきながら、費用対効果も含め、より一層、魅力ある公園づ

くりに努めてまいりたいと考えております。 

○議長（三宅 耕三君）   三林議員。 

○４番（三林 浩君）   賑うまちづくりについて、町長の方から答弁をいただきました。

私も町長がおっしゃった答弁の中には、賛同できるものがたくさんございます。 

 ただ、細かい話になるのかもわからないですけども、じゃあ現実、例えば中部公園につきま

しても、町長、先ほど答弁の中で、たくさんの人に来てもらっていますというふうにおっしゃ

っているんですけども、第５次東員町総合計画というのが東員町にはございます。今年度から

第６次の施策に取りかかるということも聞いておりますが、この第５次の中には、中部公園に

来ていただく人の人数の目標値というのが明確に書かれております。でもその目標にした数字

に対して現実はどうかと言うと、ばっくりですけども、５０～６０％の来場者しかおりません。

それがたくさんと言えばたくさんなんですけども、本来であれば、目標値を上げたんであれば、

その目標値にいくようにどうしたらいいんだということを検討するのが第一番じゃないのかな

というふうに思うんです。 

 私なりに考えたんですけども、中部公園にたくさんの人が来ていただくにはどうしたらいい

んだということにつきましては、大まかな考えとして２つあると思うんですよ。１つはリピー

ターの客を増やす。もう１つは、先ほど町長も言っていましたが、新しい客ですね、よそから

来ていただくということになると思うんです。 

 リピーターについては、どうしたらリピーターの客が増えるかと私も考えたんですが、やっ

ぱり環境じゃないのかなと。景観も含めた環境じゃないのかなということで、私は先日、今さ



ら恥ずかしいんですけども、中部公園を１周ぐるりと歩かせていただきました。結構な距離に

もなりますし、健康にもいいなというふうに感じながら歩きました。 

 そこで気づかされたことがあります。パークゴルフの方なんですが、ここには小さい水車が

あり、その横っちょには足湯じゃないんですけど、足を冷たいところにつけられる箇所がある

んですよね。非常にアイデアとしてはいいのかなと思うんですが、じゃあ現状、今そこに暑く

て入ろうという気になるかと言うと、ご存じだと思いますけど、とても入る気にはなりません

でした。かなり汚いし、ごみだらけになっております。その近くには屋根がついた腰かけのと

ころもあるんですけども、そこのベンチも腐って、座ったら、私の体重でも多分抜けてしまう

んじゃないかなと、非常に危険ないすが放置したままになっております。そういうところに人

が来るのかなと。そこに座ろうとするのかなと。 

 町長も答弁の中で、いろいろ費用対効果だけではあらわせないということをおっしゃってい

ます。私もそうだと思います。行政の公共施設の一環としては、費用対効果だけでは無理だな

と。そういう観点からしても、維持管理費、予算は厳しいとは思いますけども、目標の中に、

人にたくさん来ていただくということを上げたんであれば、やっぱりお金を使うところには、

計画的にしっかりとお金を使うべきじゃないのかなと。 

 なぜ私、こんな細かいことを言わせていただくかと言いますと、去年の１２月の一般質問で、

中部公園の芝生のところの芝がなくなっているところがありますよという意見を出させていた

だきました。あと、パークゴルフのところ、これは公認のゴルフ場の割には看板が取れていた

りとかいうので、非常に見苦しいという指摘をさせていただきましたが、それについては早速

改善はされてました。 

 残念なのは、言ったことだけを改善されたのかなと思ってしまうぐらいなんです。そういう

ことは総合的に考えて、そういうところが１箇所でもあれば、私は維持管理費という言葉を使

うのであれば、全体を見回して計画の中に入れるべきじゃないのかなと、そんなふうに思って

おります。それについてはいかがでしょうか。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   おっしゃられるとおりだと思います。実は芝生がはげていると

か、パークゴルフ場の不備、ほかにもあったんですが、そういうご意見、投書箱にもいただき

ました。僕も去年、ずっと二回り、三回りさせていただいて、対応をさせていただいたという

ところもあります。 

 ただ、総合計画の数値なんですけど、私は人がたくさん来てもらえればいいというものでは

ないというふうに思ってます。何の目的で、何をしに来られるかということをしっかり把握し

て、それに対応しなければいけないというふうに思いますけれども、数字が全てではないだろ

うというふうに思っております。どういうふうな観点からつけられたのか、あの数字は、わか

りませんけども、数字だけではないと。 

 よく観光入り込み客と言うんですね、観光入り込み客を増やせばいいのか。そんなことはな

いんで、やっぱり入ってきてもらえれば、このまちのメリットを考えていかなければいけない。



費用対効果だけではないんですが、やっぱりまちへの効果、入ってきていただいた方の貢献度

という、そういうことも、我々はしっかり考えていかなければいけないというふうに思ってま

す。 

 最後にですね、ベンチとか、いろいろ今ご指摘いただいたものについて、本当に直していか

なければならないものは、ちゃんと整備していかなければなりません。持っているわけですか

ら、そこはしっかりと今のご意見もくませていただいて、もう一度点検し、対処させていただ

かなければいけないものはきちんとやっていきたいというふうに思ってます。 

○議長（三宅 耕三君）   建設課、伊藤徳孝課長。 

○建設課長（伊藤 徳孝君）   ご指摘ありがとうございます。 

 ご指摘いただいたところにつきまして、私も確認をさせていただきました。早速、職員の方

で掃除等をさせていただきました。ありがたいご提案、もっとお金を使ってもいいんじゃない

かという提案をいただいたんですけども、なかなかそうも言っておれませんもんで、職員がで

きる部分につきましては職員で、できる範囲はやっていきたいというふうに思っておりますの

で、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（三宅 耕三君）   三林議員。 

○４番（三林 浩君）   ぜひ前向きに、使わなければいけないところには、私は使っても

いいんじゃないかなと、そういうふうに思っている一人ですので、ぜひ前向きに検討していた

だきたいなと。 

 町長の所信表明の中にも、そういうことを謳ってあったと私は記憶しております。だからぜ

ひ行政の方も意識を少し変えていただいて、逆に町長に提言できるような、そういうふうな環

境づくりに努めていただきたいなと、そういうふうに思っておりますので、よろしくお願いい

たします。 

 それでは３点目の質問に入りたいと思います。 

 １つ目は将来の本町を担う子どもの教育について、学校を卒業しても自立できるかが課題の

１つと考えますが、教育長は基本的な対策をどう考えていますか。 

 ２つ目は子どもの虐待、いじめなどについて、現状をどう把握し、対策をどう考えています

か。 

 以上、答弁よろしくお願いいたします。 

○議長（三宅 耕三君）   教育委員会、岡野譲治教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   心豊かなまちづくりについてのご質問にお答えをいたします。

少し長くなりますけれども、ご容赦願いたいなと思います。 

 本町の教育目標は、確かな学力と豊かな人間性をもとに、社会に参画する力の育成でありま

す。この社会に参画する力は、自己実現と社会の発展に貢献できる力を意味し、学校を卒業し

た後でも自立に繋がっていくものと考えております。 

 現在、その目標達成のために、次の２点に集中して取り組んでおります。１点目は確かな学

力の保障です。この学力は知識を覚え、それを再生するというものではありません。子どもた



ちが２１世紀を生き抜くために必要な基礎的な知識、技能、思考力、判断力、表現力、主体的

な学習態度、そして未来型の学力と言われている読解力や情報活用能力、自分の頭で考えて表

現する力、対話や協働を通じて知識やアイデアを生み出す力等の育成を目指しております。そ

してその実現のために、教育条件整備と教職員の指導力向上に取り組んでおります。 

 教育条件整備では人的配置を強化し、個に応じたきめ細やかな教育を推進し、全ての子ども

たちに確かな学力を保障することを目指しております。 

 教職員の指導力向上では、指導主事の巡回指導、校内研修の充実の他に、各校では自校の研

修課題に応じた大学の先生を招聘し、最新の指導方法の学習を進めております。 

 ２点目は１６年一貫教育プランの推進です。今、世界では認知能力だけではなく、非認知能

力の研究が進められております。本町でも非認知能力の大切さを認識し、その中で豊かな人間

関係を構築できる力（社会性の発達）とグリット（やり抜く力）を育てることが、社会でいき

いきとした自分の人生を歩めることに繋がると考え、実践を進めております。 

 このプランは幼保小中学校の時期における社会性の発達課題を明確にし、それぞれを丁寧に

通過させる取り組みであります。 

 エリクソンによれば、人生には８つの発達課題がありますが、そのうち幼保小中学校の時期

には①基本的信頼感②自立性③自主性④勤勉性⑤アイディンティティーの確立という５つの重

要な発達課題があると言われております。各時期での発達課題をクリアし、できるだけ多くの

成功体験を積ませることが将来の自立に結びつくと考え、取り組んでいるところであります。 

 そして１６年間をかけて３感、基本的信頼感、自己肯定感、自己有能感を育む取り組みであ

ります。平成２５年度から始まったこのプランは、第三段階に入りました。それは学校・園だ

けではなく、保護者とともに進める段階であります。具体的には子育て２０のポイントの実践

に取り組んでおります。将来、各家庭でこのポイントが習慣化されれば、子どもたちの３感が

育ち、自立した社会人として生活してくれるものと信じております。 

 次に児童虐待の問題について、お答えをいたします。 

 子どもの虐待とは、子どもを守るべき保護者が、子どもの心や身体を傷つけ、健やかな成長

や人格形成に重大な影響を与える行為で、ときには生命を奪うことさえやる、子どもへの権利

侵害であると思います。 

 本町では、みんなと一歩ずつ未来に向かっていく東員町こどもの権利条例の中で、虐待の禁

止並びに虐待からの救済及び回復等について規定し、町全体で虐待の早期発見と、その予防に

努めております。 

 児童虐待の防止等に関する法律(第 6 条)には、児童虐待を受けたと思われる児童を発見した場

合、全ての人が市町村や児童相談所等に通告する義務が定められています。虐待の発生は、こ

うした通告や日頃の相談業務等による気づきにより把握をしております。事案発生時には、児

童相談所をはじめ、学校・園、警察など、関係機関の間で情報を共有し、連携して適切な保護、

支援に向けて取り組んでおります。 

 そして子どもや保護者に関する情報の交換や支援内容の協議を行う場として、要保護児童等



対策地域協議会(児童福祉法第２５条の２)を設置し、関係機関相互の連携や役割分担のもと、対

応をしているところであります。 

 また、虐待の未然防止のため、保護者等への啓発活動にも取り組んでおります。 

 次にいじめ問題について、お答えをいたします。 

 いじめとは、学校に在籍している当該児童生徒に対して、一定の人間関係にある他の児童生

徒等が行う心理的または物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて行われるものも

含む）であり、当該行為の対象となった児童生徒等が心身の苦痛を感じているものと捉えてお

ります。 

 事案発生時には教職員、教育委員会、保護者とも情報を共有・連携し、複数体制で早期解決

に向けて取り組みます。重大事案に対しては、いじめ対策連絡協議会、いじめ問題調査委員会

を設置し、事案検討協議を行います。 

 いじめの現状把握につきましては、全ての学校で年３回、学級満足度調査（ＱＵ調査）を実

施し、その結果を分析することで、個々が学校生活で抱えている不安や悩みをつかみ、聞き取

り等を通して実態把握に努めているところであります。 

 また、９月のいじめ防止月間には、学校でいじめアンケートを実施し、いじめに繋がる事案

の早期発見、指導、支援に取り組んでおります。 

 もちろん、いじめや虐待への対応が全てうまくいっているとは言えません。子育てをめぐる

環境が厳しさを増しているのも承知をしております。しかし、将来地域で輝き、世界で活躍す

る子どもたちの姿は、私たちの希望であり、未来であります。子どもたちの幸せのために全力

を出して職責を完うしたいと思っておりますので、ご理解いただきますようお願いを申し上げ

ます。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   三林議員。 

○４番（三林 浩君）   新しい手法も取り入れ、非常に頼もしいなというふうに感じまし

た。 

 その中で私、心配なことがありまして、１つは昨年でしたかね、ルールはあるんですけども、

聞き側ですね、いわゆる大人の方。子どもが勇気を持って、「私、虐待されてます」というのを

訴えた事件がありましたよね。訴えて、結局親に殺されてしまったという、そういう悲惨な事

件があったと思います。これは何が原因だったのかなと言うと、子どもが非常に勇気を持って

訴えたにもかかわらず、聞き側の方がルール通りにやっていない、いわゆる俗に今で言う個人

情報を流してしまったと。私はせっかくどんなルールを作っても、それを守らないといかん人

たち、いわゆる大人の側がその辺を変えていかなければ、まず変えていかなければいけないん

じゃないかなと思うんですが、その事件があった以降、本町としてはどんな取り組みをされた

んでしょうか。 

○議長（三宅 耕三君）   子ども家庭課、南部里美課長。 

○子ども家庭課長（南部 里美君）   お答えを申し上げます。 



 国におきましても情報の連携、それから秘密保持ということ、秘密保持の部分につきまして

十分に気をつけるようにということで通達が出ているところでございます。 

 私どもといたしましても、通告元は明かすことのないように、幼保児童地域対策協議会で周

知徹底をいたしまして、また日頃の対応業務におきましても、確認をしながら進めているとこ

ろでございます。そういったことのないように、これからも努めてまいりたいと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（三宅 耕三君）   三林議員。 

○４番（三林 浩君）   必ずこういう質問をすると、今言われたような答えが返ってくる

のは大体想定内なんですが、そこで私、一つ提案させていただきたいのが、例えば虐待をして

いる家庭の方からいろんなことを聞きに来られた場合に、うち、現状はわからないですよ。よ

く使うのが、一人で対応するんじゃなくて、複数で対応すると。複数で対応すれば、数の論理

じゃないんですけども、相手が１人だったらこちらは２人、相手が２人だったらこちらは４人

で対応するとかすれば、ルールに基づいて、４人が相手の言うことを聞くということは、確率

的には少ないんじゃないかなと思うんです。そういう手法を取り入れてもいいんじゃないかな

と。当然、多分そういうこともおっしゃっておられると思いますし、実行されているとも思い

ますが、そういうふうにやっていただきたいなということを思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（三宅 耕三君）   子ども家庭課、南部課長。 

○子ども家庭課長（南部 里美君）   お答えをいたします。 

 現在、家庭の訪問であるとか、あと相談業務におきましては、複数で対応するように心がけ

させていただいております。ともすると、確認等で学校等に伺うときには、職員体制の部分も

ございまして、１人でまいることもございますけれども、そういったときには訪問先の教職員

の方々と連携して対応させていただくということで、極力そういうことのないように努めてお

るところでございます。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（三宅 耕三君）   三林議員。 

○４番（三林 浩君）   あと、いじめ等について、教育長から答弁がありましたが、その

中で、いじめが実際に起こった場合の後の処置については、具体的なことも含めて理解はでき

るんですが、私はもう一つ、大切なことがあるんじゃないかなと思います。その一つは、予防

ですね。どういうことがいじめに値するのかと、そういう訓練も必要になってくるんじゃない

かな。 

 これも企業のことで恐縮なんですが、ＫＹＴってあるんですね。危険予知訓練、これは別に

行政でも使えることじゃないかなと思うんですけども、皆さんで共有していただくために、絵

をもって、こういうことをやったら、これはいじめに値しますよという、そういう認識ですね、

共有する。これは子どもたちだけじゃなくて、先生もできるんじゃないかなと、そういう手法

を取り入れてはどうかなと思うんですが、いかがでしょうか。 

○議長（三宅 耕三君）   教育委員会、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。 

 学校におけるいじめは、私どもも本当に重要課題として捉えております。研修を繰り返し行

っております。実際に出た事案を繰り返し検討しております。どういうものがいじめに当たり、

どう対応するかと、いろんなマニュアルが出ておりまして、それについて日々検証してます。 

 私どもは言っておるんですけども、教師や大人の目に見えた場合には、これは解決できると。

難しいのは、その目に見えるようにどうすることなんやというのを今、しきりに皆さんと論議

してます。だから先生たちに本当に、これが目に見えるよ、よく見てくださいというようなお

話をさせていただいております。先ほども言われたような手法等も、いろんな手法を私どもは

活用しながら、子どもたちの中に起こっているいじめ等をきちんと把握をしていきたいなと思

います。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   三林議員。 

○４番（三林 浩君）   例えばこれはちょっと確認的なことなんですが、給食の時に上級

生の方が給食の準備を下級生の者にしますね。そのときに例えばスープがあったときに、スー

プの中に指を入れる、やられた側は何も言えないし、上級生なので。そういうことはいじめに

値するのかどうか。その辺の認識は、先生と言うか、監視されている方がどう思われるのかと。

そういう何か泥臭いことからやってもいいんじゃないかなと私は思うんですが、まず今言った

ようなことについては、どういう認識を持たれているでしょうか。 

○議長（三宅 耕三君）   岡野教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   明らかにそれはおかしい。ですから、そこで言えるのが、さ

れた子どもたちが、やっぱりその場でおかしいというのを言えるかどうか。それからそれを見

ていた周りの子どもたちが、こういうことがありましたよということが言えるかどうか。そう

いう力を今、つけようとして、私どもは努力をしているところであります。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   三林議員。 

○４番（三林 浩君）   ぜひそれは継続してやっていただきたいし、私はもっと泥臭い、

言い方は失礼なんですが、もっと低い考え方で、例えば子どもの目線に立って考えていくべき

じゃないかなと。大人が、先生たちがいろんな研修に出ることは非常に大事なことなんですけ

ども、やっぱり子ども目線、子どもの考え方に立ってやれば、自分がどういうことをされたら

嫌だとかいうのは、恐らくわかってくるんじゃないかと。 

 そういう研修もあります。私もそういう研修に出たことがありまして、当時は０歳まで戻っ

ていくんですよね、自分が。当然０歳のことはわかりませんので、大体よくわかっても３歳ぐ

らいまでは大体浮かんでくるんです。だからそういう泥臭い、考える時間を設けていただきた

いなと思います。 

 最後になりますけども、今回の一般質問につきましては、全部共通したことが１つありまし

て、私はルールを作ったりすることは非常に大事なんですけども、そのルールが、まず守れる



ルールなのか、守れないルールなのか。守れないルールであれば、即変更するべきだろうなと

思いますし、あと、どうしたら町民の皆様にとって幸せな東員町になるんだろうという町民の

目線で考えていただきたいというふうに私は思っております。そのためにはお金を使うところ

には使ってもいいんじゃないかなというふうな、私は考えでおりますが、最後に町長、すみま

せん、それについてはいかがでしょうか。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   おっしゃられるとおりでございます。今度の第６次の総合計画

につきましては、町民の皆さんと本当に手作りで、今言われた町民の皆さんの本当に身近なと

ころでの総合計画というものを作っていきたいというふうに考えておりますので、どうぞよろ

しくお願いを申し上げたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）   三林議員。 

○４番（三林 浩君）   強く希望しまして、これで私の一般質問を終わりにいたします。 

 ありがとうございました。 

 


