
○５番（山崎 まゆみ君）   こんにちは、山崎まゆみでございます。 

 よろしくお願いいたします。 

 ５月下旬に川崎市で登校中の小学生が被害にあう痛ましい事件がありました。子どもたちは

このような報道をどのように感じただろうか。社会や大人を信頼する気持ちを育てられるだろ

うかと、全ての子どもたちが愛されるまちづくり、子どもたちをみんなで見守っていくことを

最優先しないといけないと強く思います。 

 ６月議会、私の一般質問は１項目が不登校に関して、そして２項目が認知症に関しての２つ

です。通告書に従って質問をしていきます。よろしくお願いいたします。 

 まず１つ目の不登校への対応についてです。 

 １．小中学校における不登校の基本的な対応はどのようですか。 

 ２．適用指導教室（ふれあい教室）の利用はどうですか。 

 ３．学習と進路の問題のフォローはどうですか。 

 ご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）   不登校への対応についてのご質問にお答えをいたします。 

 １点目の不登校児童生徒への基本的な方針と対策について、お答えをいたします。 

 不登校児童生徒数は、全国的にも平成２５年度あたりから増加傾向にあり、本町としても重

要な教育課題と認識をしております。 

 児童精神科医の佐々木正美先生は、「不登校とは、他者との人間関係をどうしたらいいかわ

からないことから起きる一種の対人恐怖症であり、対人関係の混乱・苦痛である、また子ども

の中心的心理状態は、自分を取り巻いている人に対する不信である」と定義をしております。 

 本町では不登校に関する研究を進める中で、子どもの社会的人格発達の大切さを認識し、精

神分析家エリクソンの発達理論をもとに１６年一貫教育プランを策定しました。 

 このプランは、子どもたちの発達段階に応じて、その課題を乗り越える体験を積み重ねるこ

とで、３感、信頼してもいいんだという基本的信頼感、自分はかけがえのない存在なんだとい

う自己肯定感、頑張ればきっとうまくいくという自己有能感を育み、全ての子どもたちの生き

る意欲の醸成に町全体で取り組んでおります。 

 また、全ての児童生徒に対して、年３回の学級満足度調査（ＱＵ調査）を実施し、一人ひと

りに学習や生活意欲の低下、学級集団内での不安感等がないか、調査結果から把握分析を行い、

個別の支援につなげることで、不登校に繋がる児童生徒への早期対応を心がけております。 

 ２点目の適応指導教室の利用について、お答えをいたします。 

 本町はいなべ市と教育支援センター（ふれあい教室）を開設し、不登校児童生徒が通える場

として、２名の教職員が指導員として、子どもや保護者を支援しております。 

 具体的な活動としましては、午前は集団活動に参加可能な児童生徒が通い、日課に従って集

団で学習や活動を行っております。午後は個別対応が必要な児童生徒が通い、その子に応じた

内容に従って学習や活動を行っております。また、保護者との面談や相談を通じて、保護者と



の連絡・連携を密にしながら、児童生徒とその保護者が不安なく利用できるように努めていま

す。 

 ３点目の学習と進路の問題について、お答えをいたします。 

 学習の保障に関しては、長期欠席による学習の遅れが心配されます。その対応は個人によっ

て差があり、少しの間でも学校へ来られる子に対しては放課後登校、保健室等への別室登校時

に、児童生徒の状況に応じて、無理のない程度に学習指導支援をしております。 

 学校へ来られない子に対しては家庭訪問を行い、その際に学習内容に加えて学校・学級の様

子を伝えたり、該当児童生徒の思いを聞いたりすることで、学校との繋がりを大切にしており

ます。 

 高校入試に向けた中学生への進路指導に関しては、他の生徒と同様に、進路に向けたアドバ

イスや情報提供をしております。家庭訪問や保護者面談等の懇談を通して保護者の不安や思い

を把握し、生徒の希望や現状も併せて進路を決定をしております。そして進路希望先の受験に

向けて、可能な限り面接や作文等の指導を丁寧に行い、希望進路の実現に向けて、全力でサポ

ートをしているところであります。 

 不登校への対応については厳しい現状がありますが、今後も引き続き、子どもとその保護者

の思いに寄り添いながら、しっかりと支援してまいりますので、ご理解いただきますように、

よろしくお願いを申し上げます。 

○議長（三宅 耕三君）   山崎議員。 

○５番（山崎 まゆみ君）   東員町の不登校の子ども、そして学校が苦手で欠席している

子どもの対応について、ご答弁をいただきました。 

 東員町の中学生で、学校が苦手でずっと欠席をしている保護者の方にお話を伺いました。「ス

クールカウンセラーの先生にすごく助けていただいていて、当事者である子どもも親も今の状

況を乗り越えてこられています。不登校の親の会をスクールカウンセラーの先生が立ち上げて

くださり、一中・二中の親さんが安心して話せる場を作っていただいています。」とおっしゃ

られました。 

 東員町の小中学校で、スクールカウンセラーの先生が重要な役割を担っていただいていると

いうこと、喜ばしいお話を聞かせていただきました。 

 そのスクールカウンセラーについては、現在は中学校区に１名ずつ、スクールカウンセラー

の先生が、中学校１校、小学校３校を担当していただいているようです。不登校の児童生徒に

ついて、実質的なことや、子どもの思いを軸にしたサポートが増えるといいと思いますし、ス

クールカウンセラーの先生には、不登校を含む多種多様な悩みを持つ子どもや親の相談業務で、

子どもにも保護者にも日々寄り添っていていただいています。 

 現在、東員町で２名のスクールカウンセラーの先生をさらに増員していただくことはいかが

でしょうか。ご答弁お願いいたします。 

○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。 



 私どもも不登校児童生徒への対応、保護者への助言、アドバイス等、スクールカウンセラー

の先生方には大変お世話になっております。現在週１回、６時間、年間で２５０何時間お世話

になっております。その先生方もいろいろ活用しながら、そして緊急の場合は、また別にスク

ールカウンセラーを要請する場合があるんですけども、私どもも、より今後もニーズが出てく

ると思いますし、スクールカウンセラーの方にお力をおかりしなければならないことがありま

すので、県の方に毎回、要望等を上げ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）   東員町の小中学校において、スクールカウンセラーの先生が

しっかり機能してみえるし、スクールカウンセラーの先生が世に増えるように、引き続き当局

で働きかけていただけたらと思います。 

 先週のＮＨＫスペシャル、「子どもの声なき声、不登校４４万人の衝撃」を見ました。年間

３０日以上の欠席がある公立中学校の不登校になっている生徒は全国で１１万人、教室以外の

保健室に登校するなどの、いわゆる隠れ不登校と呼ばれる不登校予備軍の子は３３万人に上る。

平成２９年度は不登校の子と合わせて、全国で４４万人の中学生が学校生活になじめない、通

いたくないと苦しんでいること、過去最高の人数だという報告でした。 

 対話を重ねているけれど、生徒が教室に入れない理由は様々で、一律の対応は難しいようで

す。 

 次に適応指導教室についてです。ふれあい教室は、体験しに行ったけれど、遠いので、仕事

をしている親にとって送迎が困難で利用しづらいので利用を断念した、という保護者の方のお

話でした。いなべ郡・市で唯一１校の適応指導教室なので、利用しやすい教室でやってほしい

と思います。その子に合った利用ができ、時間に縛りがないことなど、利用方法に柔軟性を持

たせてあげることなど、周知をしていただきたいです。 

 次に学習と進路のフォローについてですが、ご答弁にもありましたが、学校に行かなくても

いいというふうになっても、親としては勉強のことが一番心配になります。世の中の人々も、

子どもは学校に行くものだと心の底から信じているし、どうして学校に行きたくないのと原因

を追及したり、以前は、少々嫌なことがあっても学校には行くもんだよと無理強いを試みたり

もしがちでした。 

 無理に学校に来させたりしないで見守りましょうという学校側の対応が、少しずつ進んでい

るようです。無理に学校に行かなくてもいい、でも勉強は。不登校の家庭の親さん、そしてご

本人も誰でも考えることです。実際には勉強は全然していない家庭も多いようですが、子ども

も本人も、特に親の気になることは大きいと思います。我が子の勉強の遅れは本当に気になる

ものです。子ども自身、置いていかれるのは嫌だと葛藤している子もいるそうです。 

 学習のスタートに工夫が必要です。無理が生じてしまわないように、その子に合ったやり方

で学習のフォローが求められます。そのあたり、東員町で、もう少し詳しく対応をどのように

してみえるのか、お聞かせ願いたいと思います。お願いいたします。 



○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。 

 保護者の方のご心配も本当にわかります。一方で、子どもたちは学校へ行かないことによっ

て、何らかのエネルギーを蓄える時期でもあるなと。行かないことで、おうちで生きるための

エネルギーを蓄えている時期でもあるなというような感覚を私は持っております。 

 先ほども山崎議員がおっしゃられましたように、いろんな要因がありますので、私どもとし

ては、基本的に今、学校の先生にお願いしていることは、実際にやっていただいていることは、

まずそういう状況になったときには丁寧にお話を聞く。その子がどういう原因、理由で、言葉

には出てこないときもありますけれども、そういう状況になったのか、そういうのを丁寧にお

聞きをするという段階があります。それは家庭訪問や放課後、来ていただいたりとか、保護者

の方も交えて懇談をするというのがあります。 

 それから次に、じゃあその子がそういう要因なり願いなり希望なりを伝えてきたときに、そ

れをどう実現していくかというようなことを、学校でずっと考えております。 

 お子さんによっては放課後だったら来れるとか、教室には今入れないけれども、学校へ来て

保健室だったら来れる、そういう状況の子がおりますので、そういうお子さんに対しては別室

登校とか、別室で先生たちが時間を見つけながら学習しているということがあります。 

 私どもはそういう子どもたちの学習を保障しながら、学校の教員だけでもできないところが

ありますので、先ほど言ったスクールカウンセラーやいろんな教育相談の人のお力をかりなが

ら、また保護者の方に、そういうところに相談に行っていただいて、その要因をどう解決して

いくかというようなことも進めるような形でやってます。基本的にはそういうような取り組み

を今、本当に丁寧に、個に応じてやっているというところが現状であります。 

 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）   教育長のご答弁の中に、不登校を否定的に見るというふうで

はなく、とにかく受け入れ、その子に寄り添うということをよく考えていただけているんだな

ということがわかり、とてもきちんとしていっていただいているなと思いました。 

 指導計画というような型にはまったものでなくても、その子の気分や体調に無理のない、そ

の子に合ったライフプランのようなものを考えていってもらい、学校が苦手で家にいる時間が

長いお子さんと、その親さんに寄り添い続けていってもらえるようにしてもらいたいです。親

さんが一人で悩みを抱えることがないように、どんどん話をしてもらって、安心を手に入れて

いただけるよう、家で親さんとお子さんの笑顔の時間が増えるよう、東員町の小中学校の不登

校の対応について、引き続き個に応じた支援を今後もお願いいたします。 

 通告書の次にいきます。地域共生社会づくりについて。 

 認知症になっても、できる限り住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるように

するための支え合う地域づくりの実現の施策について、お尋ねをします。 

 １．高齢者だけでなく、住民全体への認知症の正しい知識の普及啓発はどのように進めてい



きますか。 

 ２．認知症の方を地域で見守る仕組みづくりについてはいかがですか。地域住民の意識啓発

はどのように進めますか。 

 答弁をお願いいたします。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   地域共生社会づくりについてのご質問にお答えを申し上げます。 

 地域共生社会の実現に向けたまちづくりにおいて、認知症は大きな課題の一つであります。

国の認知症施策推進総合戦略、いわゆる新オレンジプランによりますと、認知症高齢者の数は

２０２５年には約７００万人、６５歳以上の高齢者の５人に１人に達することが見込まれてお

ります。今や、認知症は誰もがかかわる可能性のある身近な病気となっております。 

 本町の第７期介護保険事業計画においても、認知症対策の推進を重点施策の１つと掲げ、認

知症高齢者とその家族が、できる限り住み慣れた地域で安心して生活を送ることができるよう、

認知症に対する知識の普及啓発、認知症予防、認知症に関する相談や家族の支援の充実に取り

組んでいるところでございます。 

 ご質問第１点目の住民全体への認知症の正しい知識の普及啓発につきましては、認知症を正

しく理解していただくために、みんなで支える認知症のパンフレットや認知症の症状の変化や

認知症のケアの流れを示した認知症ガイドブックを配布、広報やホームページにより広く周知

啓発に努めております。 

 また、東員町地域包括支援センターに認知症地域支援推進員を配置いたしまして、認知症へ

の理解を深め、地域で認知症の人や家族を見守るため、認知症サポーター養成講座や認知症勉

強会、出前講座、さらには次代を担う子どもたちが理解を深め、地域で見守り、応援してくれ

るよう、学校教育の基、小学校５年生を対象としたキッズサポーター養成講座を開催するなど、

地域へ出向くことにより、高齢者に限らず、幅広い世代への普及啓発に努めております。 

 ２点目の認知症の方を地域で見守る仕組みづくりにつきましては、支え合う地域づくりの実

現を基本目標に掲げ、認知症高齢者を含め、支援が必要になった方を地域全体で見守る仕組み

づくりに取り組んでおります。 

 平常時から認知症高齢者等の異変に気づくことができるよう、金融機関、スーパーやコンビ

ニ、配達業者、交通機関など、高齢者等が利用する町内の事業所と連携した見守りネットワー

クを構築し、また徘徊の心配な方を事前登録いたしまして、事業所の協力により早期発見につ

なげる「お出かけ安心ネットワーク」の取り組みを平成２９年度から始めております。 

 さらにこの５月２８日ですけど、中日新聞朝刊に掲載をされました、今年度からこの事業に

事前登録をいただいた方にＱＲコードの印刷されたシールを配布、迅速な身元確認ができるシ

ステムとして「お出かけ安心シール事業」に取り組み始めました。 

 本町におきましても、今後ますます認知症高齢者が増加するものと見込まれております。 

 認知症は誰もがかかり得る病気であり、認知症という病気を理解していただくことが、認知

症になっても安心して暮らし続けることができるまちづくりの実現だと思っております。 



 今後は認知症高齢者に対する介護サービスの充実はもちろんでございますが、住民に対する

認知症の理解促進を図るとともに、認知症高齢者とその家族の視点に立って、施策を推進して

まいりますので、よろしくお願いを申し上げます。 

○議長（三宅 耕三君）   山崎議員。 

○５番（山崎 まゆみ君）   東員町高齢者福祉計画を昨年策定されるに当たり、長寿福祉

課でアンケートを実施され、町民のニーズや課題解決の方策の数々の事業を、他市町に先がけ、

高齢者施策もどんどん新規事業を展開されているという、東員町のいろんな事例を今のご答弁

でも聞かせていただきました。 

 担当課から、東員町小学校区ごとの高齢化率の推移のグラフ、最新のデータを見せていただ

き、令和２年以後の高齢化率、例えば城山が突出し、笹尾東・笹尾西も高齢化率が高い、在来

地区よりもかなり高いというふうな東員町の特徴を見ました。そのことについて、具体的にど

のように進めていったらいいかというような取り組みの考えがあったら、またお聞かせ願いた

いと思います。いかがでしょうか。お願いいたします。 

○議長（三宅 耕三君）   長寿福祉課、中川賢課長。 

○長寿福祉課長（中川 賢君）   お答え申し上げます。 

 今、議員おっしゃっていただきましたように、今後、東員町の人口形態といたしまして、笹

尾西・東地区につきましては高い高齢化率を示しておりますし、さらに城山地区においては、

今現在、低い値ではございますが、団塊の世代の方たちが７５歳に到達する２０２５年には、

高齢化率が高くなることが予測されております。 

 その中で具体的な取り組みということではございますが、認知症に限らず、やはり高齢者が

急増することによって、高齢者の方等が安心して生活ができるよう、今現在進めている方向性

としましては、高齢者等の総合的な相談を受けています地域包括支援センター、こちらの機能

強化を図っていくことを検討しております、進めております。令和２年の４月開設を目標に、

笹尾西・東、城山地区、第２中学校区を範囲とする第２の地域包括を創設して、高齢者、住民

の方に寄り添い、高齢者福祉等を推進できるように努めていく計画をしております。 

 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）   来年から団地のほうにも、今、東員町では１つしかない地域

包括支援センターを来年から団地のほうにも、もう１つ地域包括支援センターを作っていただ

いて、相談業務をさらに進めていっていただけるというお話、とてもよいと思います。 

 そして、次に正しい知識の普及啓発についてですけれど、認知症サポーター養成講座につい

て、先ほどお話がありましたが、受講される町民が増えていて、認知症の理解者が広がってい

くことは大変期待できると思いますが、認知症サポーター養成数は増えていますが、オレンジ

リングを持つ講座受講生が、後に地域で、どのような活動をされているというような事例があ

ったらお聞かせいただきたいと思います。いかがでしょうか、お願いいたします。 

○議長（三宅 耕三君）   中川長寿福祉課長。 



○長寿福祉課長（中川 賢君）   お答え申し上げます。 

 今現在、東員町においては、やはり認知症を正しく理解していただいて、地域で認知症の方

を支えられる事業といたしまして、普及啓発のためにサポーター養成講座、積極期的に取り組

んでおりまして、議員おっしゃっていただきましたように、毎年講座を受講していただいたサ

ポーターは年々増加しております。 

 今、三重県内でも３番目ぐらいにですね、人口に対するサポーターの人数が多いような状況

ではございますが、実際、そのサポーターの講座を受けていただいて、オレンジリングを持っ

ていただいた方が、具体的に何か地域のために活動を行っているかどうかというところは、正

直把握できていないところでございます。 

 これにつきましては、町としましても、１つの課題と考えておりまして、今後、第８期の計

画においてもですね、このサポーター養成講座を受講された方が、さらに活躍いただけるよう

な取り組みを考えていかなくてはならないと考えております。 

 恐らく地域の中では、そういうオレンジサポーター養成講座を受けていただいた民生委員さ

んであるとか、地域の方々が、いろいろな相談の中でおかかわりいただいているということは、

相談業務の中で把握はしておりますが、今後はさらに見える取り組みを行っていきたいと思い

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）   認知症サポーター養成講座につきましては、先ほど教育長が

オレンジリングを下げて見えるなというものは見させていただきましたし、私自身も実は養成

講座を受けておりますが、なかなかその後、受けっぱなしというふうな状態でいる自分を反省

している次第でありまして、今、課長がおっしゃられましたように、今後は、ぜひ、その養成

講座で勉強していただいた方が地域で活動していただけるような、そのようなことを考えてい

っていただけるといいなというふうに思います。 

 そして、次に認知症を早期発見し、認知症初期のケアが特に重要であるということを、認知

証の方を介護されているご家族から直接お聞きをしました。初期のケアについては、どのよう

にして見えるでしょうか。お願いいたします。 

○議長（三宅 耕三君）   中川長寿福祉課長。 

○長寿福祉課長（中川 賢君）   やはり認知症に対する取り組みといたしまして早期発見、

早期対応というのは非常に重要でございます。 

 町の取り組みといたしまして、１つとしては認知症地域支援推進員を地域包括支援センター

に配置しまして、ご家族、地域の方々から相談しやすい体制を作っております。 

 さらに、認知症初期集中支援チームというように、認知症地域支援推進員以外に専門の職員

を配置しまして、例えば今後、認知症になる可能性があるとか、今現在、認知症かもしれない

と、不安を抱えていただいている家族の方に寄り添って、集中的に、約３カ月間なんですが、

そういう専門職が訪問をさせていただいて、状況を把握し、また、認知症初期集中支援チーム

員会議と言いまして、専門医さん並びに、そういう認知症の関係機関さん、それから地域包括



支援センター、専門職が会議を行いまして、その方の対応について協議をするというような仕

組みも設けております。 

 まだ、やはりそういう対象件数が少ない状況ではございますが、これからさらに増えていく

ことが予測されておりますので、さらなる充実に努めていきたいと考えております。よろしく

お願いします。 

○議長（三宅 耕三君）   山崎議員。 

○５番（山崎 まゆみ君）   認知症を介護された方のお話では、とにかく身近な人が認知

症になった初期、それが一番大変で、どのようにしていいのか、本当にパニックになったとい

うようなお話も聞きました。初期の対応についても、しっかりと取り組んでいっていただいて

いる点、大変に安心できるなというふうに思いました。 

 そして、認知症介護を戸惑いながらも頑張って見える東員町の家族の方からのお話で、自分

の家族が認知症になった、徘回もあるので地域でカミングアウトをした。そしたら、その途端

に地域の方の目が白々しくなったという切々とした報告をお聞きしました。 

 認知症は怖くない、最も怖いのは認知症への無知と無理解ですと、その方は訴えられました。 

 地域で見守る仕組みづくり、意識啓発の重要性をひしひし感じさせられました。地域社会に

おけるつながり、支え合いの重要性が改めて見直されていて、社会福祉協議会のサポートの賜、

東員町内各地で新たな活動を立ち上げられています。 

 町内には、住民の主体的な取り組みがたくさんあり、キーマンとなられる方を中心に活動を

継続され、敬意を表します。 

 認知症予防も非常に大切で、取り組みを進めていただいていますが、運動等予防を一生懸命

取り組んで頑張って見えても、認知症になってしまうということがあります。認知症は、だれ

もがなり得る病気、病気とは言わないな、だれもがなり得る認知症です。そして、だれもが助

けてが言えて、ときには助ける人になれるのが地域に根差したボランティア活動のよさだと思

います。お互いさまで支え合う地域づくり、東員町の共生社会の実現のために、できる限り自

分も協力していきたいと思います。 

 さきの質問の不登校についても、あとの認知症についてもですが、地域での見守り、声かけ、

システムづくり、連携はもちろん必要です。でもシステムや組織があっても、それにうまく入

れずにいる存在、それとか、目に見えないニーズがあるということも忘れてはいけないと思い

ます。 

 さきの議員の質問での町長答弁にもありましたが、数値目標について述べて見えましたが、

行政の仕組みづくりや数値目標は、わかりやすい成果になりますが、そういうのが整えば整う

ほど、そこに魂を入れることの必要性を思います。弱者に優しく、だれもが優しい、暮らしや

すい東員町で心穏やかに過ごせるようなまちづくり、行政と地域の皆さんとの協働での活動を

協力していこうと思います。 

 これで、私の一般質問を終わらせていただきます。 

 


