
○２番（伊藤 治雄君）   おはようございます。今年の夏の異常気象により、至るところ

で大きな災害が発生しました。私の認識ではこの地域は比較的安全で、大災害という言葉を耳

にすることが少なかったのですが、今回、改めてその恐ろしさを痛感したところであります。

被災されました皆様方には心からお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復旧をお祈り申

し上げます。 

 それでは、議長のお許しをいただきましたので、今後、確実に迎えます少子高齢化社会にお

ける公共施設が来世に与える影響と、子どもの安心・安全についてお尋ねいたします。 

 まず１、公共施設の今後について、（１）平成２９年３月策定の東員町公共施設等総合管理計

画について伺います。本町の公共建築物は昭和５３年度から昭和５９年度ごろに、学校教育施

設や子育て支援施設が多く整備されました。このような施設が既に４０年以上経過し、老朽化

に合わせて維持補修や更新等に多額の投資が必要となってきているのが実情であります。国に

いてもこのような状況であり、平成２６年４月に総務省からの通知指針によれば、多くの市町

村において公共施設の老朽化対策が大きな課題となっております。今後の人口減少等による公

共施設等の需要変化が予測されることを踏まえ、早急に公共施設等の実態状況を把握し、長期

視点をもって、更新、統廃合、長寿命化等、計画的に実施することにより、財政負担の軽減、

平準化を図るとともに、施設の最適配置を実現するよう国から要請されました。その中で、計

画書に記載すべき事項として、将来の見通しや、計画期間等の基本的な方針、また留意事項と

して、行政サービス水準等の検討、議会や住民との情報共有化、数値目標の設定、広域的な検

討などが挙げられております。またそれ以降、平成３０年２月には指針の改定が総務省からな

されたところでございます。 

 そこでお尋ねいたします。①本計画策定に至った背景と、町独自の具体的目標について、総

務省指針では、留意事項にＰＤＣＡサイクルの確立などが通知されました。本町の当初計画で

は、既にＰＤＣＡサイクルにつきましては記載しております。しかしながら数値目標につきま

しては、第３章公共施設等の管理に関する基本的な考えの中で、公共建築物とインフラ施設に

関する課題と公共建築物及びインフラ施設の長寿命化による更新費用の削減において、予算上

の不足額についてのみしか触れられていません。また第４章施設類型ごとの管理に関する基本

的な方針でも、基本方針欄に文章による抽象的な表現をしているだけとなっております。他の

自治体では、計画期間内に何％削減します等の具体的な数値目標が設定されており、それによ

り非常にわかりやすい計画となっていると思います。 

 以上、計画策定に至った経緯と、数値目標について、よろしくご答弁願います。 

 次に②３０年計画の意味について、総務省指針では計画期間は少なくとも１０年以上として

おります。本町では３０年先の将来人口を見据えて３０年間とされていますが、日本の人口が

最も少なくなるのは２０４０年ごろと推計されています。私は国の指摘しているように計画策

定の必然性として、今後、超高齢化社会を迎えるに当たって、一般会計において抑制が非常に

難しい社会保障費と扶助費が確実に増加することに加え、公共施設やインフラ等に要する経費

も多大になります。また歳入面では、生産年齢人口の減少に伴い税収も減少いたします。した



がって公共施設等の統廃合などによる経費削減が大きな要素であると考えますが、いかがでし

ょうか。 

 次に③現時点での進捗状況について、計画が策定されてから２年半ほど経過しておりますが、

策定から今日までにどのように進展していますか。委員会等を組織するなど、庁内推進体制を

どのように検討されていますか、お尋ねします。 

 次に④今後の見通しについて、総合計画では基本構想、基本計画、実施計画に分けて事業の

推進を図っております。本計画の３０年は私は長過ぎると考えます。そのため５ないし１０年

程度のアクションプランを設定してはいかがかと思います。わかる範囲で結構ですので今後の

ロードマップをお示し願います。 

 次に（２）施設の適正な維持管理について伺います。①修繕が必要となった場合の長期計画

との整合性について、計画書の３１ページでは点検、修繕などの維持管理は推進すると記載し

ておりますが、計画期間中に大規模ないし小修繕が必要となった場合、具体的対策としてどの

ように対応されますか。 

 次に②受益者負担の考え方について、施設等の使用料や書類等の交付に関する手数料はどの

ような資産に基づいて決定していますか。一定の基準というものがあるのであればお示しいた

だきたいと思います。また、実質経費と使用料との間には行政サービスという観念は介在して

いますか。町として真に適正な使用料や手数料の考え方についてお伺いいたします。 

 以上でございます。 

○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。伊藤議員の「公共施設の今後について」

のご質問にお答えしたいと思います。かなり細かいところまで今言われましたが、ちょっとそ

こまで数字を持ち合わせておりませんので、大きな視点から答弁をさせていただきたいという

ふうに思っております。 

 まず、「東員町公共施設等総合管理計画」の策定に至った経緯でございますけれども、平成２

４年１２月に発生いたしました、山梨県笹子トンネルの崩落事故をきっかけに道路管理者によ

る点検が義務化されました。同時に、政府の関係省庁の連絡会議におきまして、インフラも含

めた公共施設の長寿命化に関する基本方針が示されました。こうした中で、総務省から全国自

治体に老朽化した公共施設が相次いで更新時期を迎えることに備えて、施設の長寿命化や統廃

合などを適切に判断できるようにするため、平成２６年４月に「公共施設等総合管理計画策定

にあたっての指針」が示されました。これを受けまして、本町でも国の指針に基づいた計画づ

くりに取り組み、平成２９年３月に本計画を策定いたしました。今後は、この計画書に基づき

まして、各施設の個別ごとの計画を策定して、長期的な視点をもって、長寿命化・更新・統廃

合等を計画的に実施していきたいと考えております。本町の公共建築物は、人口の増加に伴い、

先ほど議員がご指摘いただいたように、昭和５３年度から昭和５９年度ごろに多く整備されま

したことから、本計画の策定時点から、約２０年を経過する令和２０年ごろには、公共建築物

の半分以上が５０年以上経過するということになります。したがいまして、一時期に集中して



建設した施設が一斉に老朽化し、大規模改修・更新需要が集中することになるため、維持補修

や更新等に多額の投資が必要となってまいります。加えまして、税収の減少や社会保障費の増

加が見込まれる中で、長期的な財政計画を念頭に置いて、公共施設の適正量や更新費用の平準

化などを考慮し、約３０年先までを見据えた計画期間を設定いたしました。現在は、公共施設

ごとの個別施設計画の策定に向けて、「東員町公共施設等総合管理計画庁内検討委員会」で、策

定方針を定め、方針に従い施設ごとの計画策定に着手いたしたところでございます。ここでは、

個別施設ごとにメンテナンスサイクルを構築して、予防保全的な維持管理や計画的な修繕等を

効果的に実施することで、施設利用者の安全・安心を確保するとともに、町全体として、トー

タルコストの縮減や維持管理費用の平準化を図ることといたしております。トータルコスト縮

減のためには、施設の統廃合や再配置についても、この個別施設計画の中で検討をしていく必

要はありますが、本町の場合、合併した町ではないため、無駄な施設や重複するような施設は

少ない状況にございます。有効性、効率性を念頭に、不断なる検討を続けてまいりたいと考え

ております。 

 次に「施設の適切な維持管理」についての基本的な考え方は、先ほど申し上げたとおりです

が、例えば風水害などで、優先するべき修繕が必要となることが想定される場合、その規模が

大きなものについては、庁内検討委員会で内容確認などを行い、最適な維持管理を進めること

といたしております。 

 最後に、受益者負担の考え方ですが、行政サービスの公平性から、公共施設といえども、特

定のサービスを受ける方が、受益の範囲内で応分の負担をしていただくことは当然だと考えて

おります。本町の各公共施設につきましても、利用される方から使用料を負担いただいており

ますが、それが適正なものかどうかについては、再度、いろいろな観点を入れて、慎重に検討

し直し、適正な使用料等を決定してまいりたいと考えております。また同時に、スポーツ施設

や公園など、特定の施設の管理方法などにつきましても、再度検討させていただきたいと考え

ております。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   伊藤治雄議員。 

○２番（伊藤 治雄君）   ありがとうございます。それでは数点、再質問させていただき

たいと思います。まず１、（１）の①につきまして、本計画書の２４ページには今後の３０年間

に公共建築物及びインフラ施設に要する将来コストは年間約１８億６，０００万円で、この施

設に要した過去の投資的経費は年間６億６，０００万円、不足額は年間で約１２億円と見込ま

れております。またこの施設等に対し、長寿命化を図ったとしても、年間で約６億円不足する

と見込まれております。このように必要額が明記されているのであれば、目標とすべき数値を

明確にしていただければ住民の皆様にも理解いただけるのではないでしょうか。先日、全員協

議会で説明されました財政健全化に向けた補助金等の見直しに関する方針では、６２施設の見

直し検討事業の合計補助金額は約１億６，０００万円であります。比較検討項目が妥当ではな

いかもわかりませんが、一般会計において支出としては同じでありますことから、限られた財



源の中で必要な事業を効果的に実施することは当然であり、縮小できる予算は少額でも削減す

る必要があると思いますが、大規模予算を伴うものであれば、さらなる議論を要する必要があ

ると考えます。歳出額削減に向けて、今後最大限の努力が必要となってきている現時点では、

公共施設等に対する財政負担の軽減に対して、総務省通知の策定指針の留意事項にも記載され

ているように、シビアな数値目標を設定すべきであると考えますが、いかがでしょうか。また

現計画には施設ごとに抽象的な実施方針しか記載されておりません。具体的な削減数値を記載

し、行政は真のサービス提供者としての公共施設のマネジメントに取り組むとのかたい決意が

必要と思いますが、いかがでしょうか。まず１点お願いいたします。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   数値につきましては、総務課長からご答弁させていただきます

が、ちょっと大まかに言いますと、議員がおっしゃるとおりだと思います。その計画そのもの

を、計画更新をしていく計画そのものは当然ですが、もう一つの考え方として、やっぱり民間

の力を活用するということもこれから検討していかなければいけないというふうに考えており

ますので、いろいろな手法を使って、できるだけ出費を抑えていくということを我々は真剣に

考えていかなければいけないというふうに思っております。 

 ちょっと総務課長から答弁させていただきます。 

○議長（三宅 耕三君）   総務課、西村隆嘉課長。 

○総務課長（西村 隆嘉君）   努力目標と申しますか、数値の件なんですけども、先ほど

議員がおっしゃいましたように、公共施設等の総合管理計画におきまして、長寿命化により今

後３０年間で１８０億円ほど、年間で６億円ほどの削減というのを推計しておりますが、今、

施設ごとの個別計画の策定に取りかかっておりまして、それを定めていく中で、単年度の支出

を標準化、平準化してまいりまして、その中で可能な限り数値の目標を設定していきたいと。

ただ、この個別計画策定段階におきましても、費用を詳細に見積もるということは非常に困難

でございます。これまでの修繕とか回収の実績を踏まえて今後どれぐらい要るというのを出す

予定なんですけども、それで詳細な設計ができた段階でシビアな数値に置きかえていきたいと

考えております。 

 以上です。 

○議長（三宅 耕三君）   伊藤議員。 

○２番（伊藤 治雄君）   ありがとうございます。今後、シビアな数値が出てくるという

ことで期待しておりますけども、ちょっと③と関連しますが、現時点での進捗状況、計画期間

は３０年と非常に長きにわたっております。先ほども申しましたように、５ないし１０年間で

実施計画的なものを作ってはどうかと申しましたが、その中で多分個別計画を策定されると思

いますけども、もう少し、どのような期間で、どのような見直しを行うのか、ちょっと総合計

画で言えば３カ年ローリングみたいなものがあると思いますけども、このような範囲でわかれ

ば教えていただきたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）   総務課、西村課長。 



○総務課長（西村 隆嘉君）   公共施設の総合管理につきましては、この総合計画を策定

するに当たりまして、まず平成２８年に東員町公共施設等総合管理計画庁内検討委員会という

のを立ち上げておりまして、そちらの方でいろいろ策定の方針とかを定めておりまして、平成

３２年度、令和２年度のできるだけ早い時期に個別の施設計画を策定し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。答弁漏れがあったらまたお願いします。 

○議長（三宅 耕三君）   伊藤議員。 

○２番（伊藤 治雄君）   非常に大切な部分だと思いますので、今後、本当に真剣に取り

組んでいただきたいなと思います。 

 それでは④今後の見通しについて、若干ご質問させていただきたいと思います。計画書の推

進方針として、計画書の３０ページでは広域的な連携の取り組み方針を記載しており、近隣の

自治体と連携して、維持管理も含めた施設整備を考えなければならないとしております。町外

の方々が多く利用される陸上競技場はまさしくこの対象施設であると思われます。そもそも本

施設はまちづくり特別対策事業として、広域連合の前身であります広域市町村協議会において、

広域的な位置付けで平成４年に完成されたものであります。その点を踏まえ、平成３０年には

広域連合で共同運営について議論されましたが、不調に終わったと聞き及んでおります。しか

しながら、先日の議会全員協議会の席上で町長から、ＪＦＬで活躍しているサッカーチーム「ヴ

ィアティン三重」への支援の必要性について説明されました。この陸上競技場は北勢地域にお

けるサッカーや陸上競技の拠点施設であることは周知の事実であると考えます。今後「ヴィア

ティン三重」が総合型地域スポーツクラブの趣旨に則り、地域貢献を念頭に活躍していただき、

今でも全国を転戦するＪＦＬからよりメジャーなＪリーグへと昇格すれば、ホームグラウンド

としての東員町の知名度のアップや、インバウンドにも大きく貢献するものと期待されます。

またサポーター等観客も多く来訪されることにより、桑員地域はもとより、北勢地域にもたら

す２次的、３次的経済効果は大きいものと予測されます。したがいまして、前回議論されまし

た平成３０年当時とは諸般の事情も変革してまいりましたので、本施設を広域的施設と位置付

け、総務省通知の留意事項で指摘する広域的視野をもって対応すべく施設と考えられますので、

再度、周辺市町とよく協議をお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   陸上競技場につきましては、ちょうど陸上の公認の更新時期に

多額の費用が要るということで、桑員陸協の要請もありまして、他の桑名市、あるいはいなべ

市さんに働きかけをさせていただいて、東員町単独で維持管理をしていく、そして公認を更新

していくということは、今まではできたかもわかりませんけども、これからはとても無理だと

いうことでいろいろ相談を申し上げましたが、なかなか同じ思いになっていただくまでには至

らなかったということで、残念ながら陸上競技の公認の更新というのは諦めざるを得ないとい

うことで断念させていただきました。その後、今、議員がご指摘のように、サッカークラブの

「ヴィアティン三重」の方から、あの陸上競技場をホームグラウンドとして何とか使えないだ



ろうかというご相談をいただいております。そのときにはもし使っていただくなら施設の改修

も要りますし、維持管理に当然メインとしてヴィアティンということになってきますと、あの

施設自体を指定管理に出すということも視野に入れながら今検討をさせていただいております。

もちろん、今、議員がご指摘のように、そのヴィアティンにホームグラウンドとして使ってい

ただくということになれば、東員町にとっても決してマイナスではないというふうに思ってい

ますし、そもそもＪリーグの根本的な考え方は地域に根差したクラブチームであるということ

でございますので、本当にヴィアティンがこの桑員地域に根差したチームということになり得

るのであれば、我々としては応援をする、東員町としても応援をするということとともに、桑

名、いなべの方にも働きかけて、一緒になって応援をさせていただくということの方が多分ヴ

ィアティンにとっても、そしてこの地域にとっても有意義ではないかなというふうに思ってお

りますので、相手がありますので、どういうことになるかはわかりませんが、また違った観点

から話し合いをさせていただくということはやぶさかではないというふうに思っております。 

○議長（三宅 耕三君）   伊藤議員。 

○２番（伊藤 治雄君）   ありがとうございます。確かにＪＦＬですと、今現在１，００

０人程度の観客ですけども、Ｊリーグに昇格することによって、Ｊ３でも５，０００人程度の

観客が来ると言われております。宿泊については、桑名市にもおんぶするところがあると思い

ます。ただ移動については北勢線の活性化にも繋がると思いますので、どうぞ議論のステージ

に上げていただくようお願いいたします。 

 この公共施設の管理計画については、先日、同僚議員と研修に出席させていただいたので多

少先進地事例を紹介させていただきたいと思います。先ほど、町長の方からもご案内がありま

したが、公共施設を率先して社会福祉法人等、いろんな各種団体に対応する。全ての公共施設

についてカルテを作成しデータベース化を行うことによって、個人の主観に頼らず一定の方針

を策定し、確固たる行政の姿勢を示す。住民参加によるワークショップを開催し、個々の施設

評価に基づき施設を削減する。地域別実施計画を策定するなど、いろいろな参考事例がありま

したので、今後参考にしていただければありがたいと思います。いずれにいたしましても、一

般会計の年間予算額は約８０億円前後で推移している本町にとりまして、１２億円にしろ、８

億円にしろ、維持管理費補修費等の経費は非常に大きな金額であると思いますので、慎重な議

論が必要と考えます。したがいまして、本計画書は東員町総合計画に匹敵するぐらい重要なも

のと認識しておりますので、よろしくご対応をお願いいたします。 

 次に（２）の①修繕が必要となった場合の両計画との整合性について再質問させていただき

ます。多くの施設が老朽化しており、修繕が必要な箇所が出てきております。例えば体育館の

トレーニング室の雨漏りや、陸上競技場などでは部分的に数カ所施設の破損が出ていると聞き

及んでおります。施設利用に際しましては、使用料を払ってご利用いただいておりますことか

ら、臨機応変かつ計画的な修繕等の対応が必要と考えますが、いかがでしょうか。 

○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）   質問にお答えをさせていただきます。教育委員会が体育館、



陸上競技場等を所管しておりますので、私の方から少しお答えをさせていただきます。 

 基本的に、私どもも使用上危険な場所が出た場合には、利用者の皆様の安全を考えて改修し

なければならないと考えております。ただ限られた予算の中がありますので、優先順位を考え

ながら修繕を行えるように、今後も行っ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）   伊藤議員。 

○２番（伊藤 治雄君）   ありがとうございます。確かに限られた予算がありますので、

優先順位を付けて確実に実行していただきたいと思います。 

 受益者負担の考えについては、やはり利用者が不公平感を抱くことがないように、今後とも

多方面から検討をお願いしたいと思います。これは答弁は結構でございます。 

 続きまして、２、子どもの安全・安心についてお伺いさせていただきたいと思います。我が

国の少子化傾向につきましては、前回の一般質問でも申し上げましたが、全国的に見ましても

１５歳未満の年少人口数は３８年連続で減少し、平成の３０年間で３分の２となっております。

我が東員町でも、国調ベースで平成２年をピークに減少が続いており、平成２７年にはピーク

時の５４％、３，３７４人となっております。そのような中、次世代を担う子どもたちの安心・

安全については、いろいろな分野で議論もされ、方針も出されております。今回の質問は身近

な分野における子どもの安心・安全についてお伺いいたしますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 まず（１）通学等における安全性の確保について、①登下校時の地域のおける見守り体制に

つきまして、見守り対応は各地区でいろいろ工夫されていると思いますが、そのような中、活

動の主流はボランティアさんたちと伺っておりますが、どのような方々が、どのような方法で、

どのような時間帯で子どもの見守り等を実施しているのかお尋ねいたします。 

 次に②大津市における保育園児の園外活動時の事故を受けて、本町での安全対策について、

痛ましいこのような事故を再発させないため、東員町では何か工夫をされていますか。車を運

転する人の技術、マナー、コンプライアンスによる部分も大きく影響すると思います。また行

政が何か安全対策を施すことにより、事故防止に繋がるとも考えております。例えばハード面

ではガードレール、ガードパイプ等の安全施設を敷設する、またソフト面から言えば、園外活

動ルートについて安全性を考慮し変更するなどの対策をとることなどが考えられますが、いか

がでしょうか。 

 次に③事故防止のためのゾーン３０の指定について、この交通規制は自動車事故抑止のため、

全国で２０１１年から実施されており、東員町では南大社と長深地区に整備されており、運転

者に対し、安全速度を認識させるには視覚効果の面では大きいと思います。私の住む三岐鉄道

北勢線、旧六把野駅周辺は我々が子どものころは数件しか住宅がありませんでした。しかし開

発により大規模な住宅地と現在はなっております。通過交通も多く、子どもたちの通学路とし

ての安全面からして何か施策を講じるべきと考えます。昨日、いなべ警察署を訪問し、見解を

お伺いしましたところ、ゾーン３０の区域指定等は警察の権限であります。しかしながらそれ



以前に地域の合意形成を整えることが大切であるとのアドバイスをいただきました。そうすれ

ば設置も可能ということでございます。子どもたちの通学路の安全確保の点からしても、ぜひ

早急に小中学校周辺地域を中心に、安全の確保が不十分なエリアへの導入をご検討いただきた

いと思いますが、ご所見をお伺いします。 

 次に（２）児童虐待の現状と今後の対応についてどのように考えていますか。児童虐待につ

いては、毎日のように各メディア等で痛ましい事件として報道されております。そのたびに目

を背けなければならないような無残な状況が報道されております。「パパ、ママ、もうおねがい

ゆるしてください」といった５歳の幼児の悲痛な訴えを聞き、悲しくてやりきれない思いをし、

強い憤りを感じているのは、果たして私だけでしょうか。平成３０年度の全国の児童虐待相談

通告件数は約１６万件で、対前年度比約２万６，０００件、１．６％の増加で、２８年連続で

増加しているのが実情であります。虐待種別では心理的虐待が最も多く約８万８，４００件で

全体の５５．３％を占めており、１０年間で９．７倍となっております。また法的には平成１

２年に児童虐待の防止等に関する法律、いわゆる児童虐待防止法が制定されてからも、虐待件

数が減少しないことを踏まえ、来年４月には改正児童虐待防止法と、改正児童福祉法が施行さ

れ、子どもへの体罰が禁止されます。加えて、民法上のしつけと称する懲戒権のあり方につい

ても検討されると聞き及んでおります。しかしながら、先進国の中で日本はまだまだ法律上の

罰則規定に厳しさがうかがえません。明日を担う大切な子どもたちでありますことから、虐待

は許さないというかたい決意をもって、地域の宝である子どもたちをみんなで育てるという認

識が必要であると思います。 

 そこでお尋ねいたします。まず①過去５年程度の発生件数、虐待種別傾向とその所感につい

て。東員町における虐待の種類別発生件数はどのように推移しているか、過去５年ほどの実数

を伺います。また、わかればランク別、年齢別、虐待種別の状況も教えてください。そのよう

な中、本町において、市に直面するような重篤な事例はあったのか、また最近の全国的な傾向

を踏まえて、担当者の所感、所見をお伺いいたします。 

 次に②虐待通報時における対応について、第三者等からの虐待通報があった場合の対応につ

いて、だれがどのように何をするのか、時系列を追ってご説明願います。先月発生した鹿児島

の事件では、市、児童相談所、警察の連携不足が指摘されておりますが、それぞれの役割、分

担すべき分野というものをお示し願います。一般的に転居などに伴う情報の連携のまずさや調

査不足が大きな課題となっております。確かに個人情報という面から躊躇するケースもあるか

と思いますが、どのような場合の対応が難しいですか、また対応に限界を感じることもあると

思いますが、ご所見をお伺いいたします。 

 次に③みんなと一歩ずつ未来に向かっていく東員町、子どもの権利条例に基づく各種事業の

実施状況について、平成２７年６月に子どもの権利条例を制定し、虐待の禁止、救済、回復等

が条文化されましたが、虐待発生件数は減少することなく、むしろ増加傾向にあるとお聞きし

ております。条例では子どもの権利擁護委員や、子どもの権利委員会が設置されていますが、

この組織の委員はどのような方々で、具体的にどのような事業を実施されておりますか。そし



て現在、行政として虐待防止に向けて積極的に取り組んでいることはどのようなものがありま

すか、また今後取り組んでいきたいということがあればご教示願います。 

 次に④虐待防止に向けた町宣言の制定について、さきにも述べましたが、虐待防止に向けて

条例も制定し、各種活動も実施しているにもかかわらず虐待件数が減少していないのが現状で

あります。また条例には地域ぐるみで速やかな救済、解決及び回復に努めなければならないと

あります。行政全体が主体となって防止に努めることは当然でありますが、それには限界があ

ると思います。したがって、町民全体で虐待が決して許されるものではないという認識を共有

し、町を挙げて虐待防止に取り組んでいますということを宣言をもって広くアピールしてはい

かがでしょうか。既に東員町には昭和４２年に交通安全のまち宣言、平成３年に深く平和のま

ち宣言、平成５年に人権尊重のまち宣言、平成９年に銃器薬物犯罪の根絶に関する宣言、以上

４つの宣言が行われておりますが、いずれも大切なものと認識しております。私が心を痛める

この児童虐待という犯罪行為を町民ぐるみで阻止するように５つ目の宣言として加え、地域住

民みんなで見守るという姿勢が必要であると考えます。ご所見をお伺いいたします。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   小川裕之副町長。 

○副町長（小川 裕之君）   まず私の方から、子どもの安心・安全についてのうち、虐待

についてのご質問にお答え申し上げます。非常に具体的なご質問をいただきましたので、少し

答弁が長くなるかもわかりませんので、ご了解いただきたいと思っております。 

 まず一点目の、過去５年間の発生件数でございますが、本町におきましても近年増加傾向に

ありまして、その発生状況は、平成２６年度は１１世帯２３人、２７年度は１２世帯２５人、

２８年度は１９世帯３８人、２９年度は１７世帯３２人、平成３０年度は２９世帯６１人とい

うことで増加傾向にございます。年齢別をみますと、小学生及び３歳から６歳までの児童が多

くなっております。虐待種別では、心理的虐待が最も多く、次いで身体的虐待が多く、心理的

虐待の増加が顕著であります。虐待者別では、実母によるものが最も多く、次いで実父が多い

状況でございます。ランク別では、町が進行管理を行う町独自のケースが最も多くて、次いで

児童相談所と共有し町が進行管理を行うケースが多くなっております。 

 次に、重篤な事例というご質問でございましたが、これについては、これまで発生いたして

おりません。全国的にみますと、重篤な児童虐待事件も後を絶たないなど深刻な社会問題とな

っていることについて本町に照らし、ポピュレーション・アプローチからの気になる子どもへ

の気付き、子どもの安全確認、適正なアセスメントの徹底、及び関係機関との連携強化に努め

てまいります。 

 ２点目の虐待通報時における対応につきましては、国のガイドラインに沿いまして対応して

いるところでございます。まず相談や通告があった場合、町では調査や安否確認を行い、緊急

を要する場合には、児童相談所を中心に子どもの安全確保を行うことになります。調査によっ

て得られた情報を基にケース検討会議で評価し、お子さんや保護者等への支援方針等を決定し、

支援を開始しいたします。そして支援終結を迎えるまで、進行管理を行いながら、支援等を継



続することになります。こうした対応については、児童相談所や警察などと協働・連携して行

っています。市町村、児童相談所、警察の役割分担につきましては、まず市町村は子どもが心

身ともに健やかに育成されるよう児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な実情把握、情報提供、

相談応需、調査及び指導、必要な支援を行います。児童相談所は、児童の福祉に関する業務が

適切かつ円滑に行われるよう、市町村に対する必要な助言及び適切な援助を行うとともに、児

童が心身ともに健やかに育成されるよう専門的な知識及び技術を必要とする相談対応や、児童

の一時保護、里親の選定等を行います。また、警察は子どもの虐待事案に係る子どもの安全確

認及び保護、児童相談所への通告、虐待者の検挙、被害を受けた子どもへの支援等を行ってい

るところでございます。対応の難しさにつきましては、要支援家庭への継続支援が必ずしも再

発防止に繋がらないことから、令和２年の国による親への虐待再発防止施策に関心を寄せてい

るところでございます。 

 ３点目の、東員町子どもの権利条例に基づく事業の実施状況につきましては、当該条例制定

後も、なお虐待件数が増加しており、大変残念に思っているところでございますが、虐待件数

の増加については、様々な要因によるものと考えております。例えば一つは、核家族化により

一人で子育てをしている家庭が増え、子育ての不安や悩みを抱え、追い詰められることにより、

子どもへの虐待の可能性は高まっているように思います。もう一つは、全国的に見て、重篤な

虐待事案が発生し、大きく報道されたこと、それを受けて国が行った児童虐待防止の緊急総合

対策等により、関係機関との連携強化が進むなど、社会全体の児童虐待に対する関心の高まり

による積極的な通告が実施されたことが考えられます。 

 次に子どもの権利擁護委員及び子どもの権利委員会委員の委員委嘱につきましては、子ども

の権利擁護委員は子どもの権利条例に基づき設置しており、人権擁護委員６人の方に委嘱をし

ております。子どもの権利擁護委員は、子どもの権利侵害についての相談や救済申し立てを受

けた場合、調査や支援を行う他、子どもの権利を侵害した者に対して、勧告または改善の要請

等を行うことになりますが、現在のところ、こうした事例はございません。また、子どもの権

利委員会の委員は、同じく子どもの権利条例に基づき、大学教授、人権擁護委員、民生委員児

童委員、公募委員など９人の方に委嘱・任命しております。子どもの権利委員会は、町長及び

教育委員会の諮問に応じ、町の子ども施策における子どもの権利保障の状況について調査・審

議を行います。 

 次に虐待防止にかかる取り組みにつきましては、妊娠届の際のご様子や、乳幼児健診及び妊

産婦健診の結果等を基に、支援の必要性を把握し、早期からの支援に努めております。また、

１１月の「児童虐待防止推進月間」に合わせて、幼稚園、保育園、小学校、中学校を通じて保

護者の方へチラシを配布する他、町広報誌、ホームページ等で、虐待の予防・早期発見・通告

に向けた周知・啓発を行っております。さらに今年度は、新たに「予防」に主眼を置いた、生

後１年未満の児童とその母への支援事業「親子おでかけサロン」及び、園児の保護者を対象に

「子どもを伸ばすほめ方、叱り方講座」を開催したところです。今後も、虐待予防に向けた取

り組みを一層進めるとともに、「虐待防止」の意識啓発に努めてまいります。 



 ４点目の、虐待防止に向けた町宣言の制定につきましては、今のところ宣言についての検討

は行っておりませんが、東員町子どもの権利条例を活かして、虐待防止を始めとする様々な取

り組みを行うとともに、今後、宣言についても検討してまいります。 

 最後に、児童虐待は早期発見と迅速な対応、継続的な支援が求められており、今後も、関係

する部署が連携して対応するとともに、体制を強化し、未然防止と事案の適切な対応に努めて

まいりますので、よろしく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）   

教育委員会、岡野譲治教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   私の方からは「通学等における安全性の確保について」のご

質問にお答えいたします。 

 まず、一点目の「登下校時の地域における見守り体制」についてお答えいたします。町内の

小中学校では、登下校時における子どもたちの安全を確保するため、保護者や地域の方々の協

力を得て、見守りをしていただいております。多くの学校では、ＰＴＡの交通安全活動とも連

携し、保護者による登校時の見守り体制をとっております。また、町交通安全推進協議会の皆

さんや役場職員が定期的に交通安全街頭指導を行っております。さらに、地域ボランティアの

協力により、登下校時刻に合わせて、通学路の危険箇所や交差点などで見守りをしていただい

ております。このように、多くの保護者や地域の方々に見守られて、子どもたちは、毎日、安

全安心な登下校ができているところであります。 

 次に挨拶についてですが、中学校生徒会、小学校児童会が中心となり、自分たちで挨拶運動

を展開しております。中学生が小学校へ行き、挨拶指導をしたり、小学生が幼保園へ行き挨拶

指導をしたりと工夫をしながら取り組みを進めております。一方、大人の側でも町ＰＴＡが中

心となり、何年も前から「挨拶ができる子」を目指し、取り組んでおります。さらに青少年育

成町民会議では、挨拶の看板づくりを進め「大人が挨拶の見本になる事」を訴え続けておりま

す。このような取り組みを進めると同時に、保護者や地域の方々の見守りに支えられる中で、

子どもたちが気持ちよく挨拶する姿や、道路横断中にとまっていただいた運転手の方に一礼し

て横断する姿など、通学時の挨拶や礼儀に関する姿勢が育ってきていると思っております。こ

れも子どもたちを見守ってくださる皆様の支えのおかげと感謝申し上げます。 

 ２点目の「幼保園の園外活動時における安全対策」についてお答えします。本年５月８日に

滋賀県大津市で園児が犠牲となる大変痛ましい事故が発生したことを受け、本町では臨時園長

会を通じて、各園それぞれの園外活動の移動経路の安全性について再確認し、散歩経路の一部

を見直すなどの対応を行いました。また、県子ども・福祉部局、県教育委員会の指示を受け、

町内全ての保育所、幼稚園の園外活動の移動経路に係る危険箇所の調査を実施した結果、危険

箇所数は１４カ所ありました。そのうち、７カ所は、職員が安全確認を行うなど、園単独で対

応でき、残り７カ所につきましては、今後、県関係部局、町建設課、教育委員会及び所管する

警察署が合同で点検を実施する予定であります。この合同点検により、対策が必要な箇所につ

きましては、対策案を作成し、道路交通環境の改善や交通指導など、本町に応じた必要な対策

を講じてまいりたいと考えております。 



 ３点目の「交通事故抑止のための「ゾーン３０」の指定について」お答えします。ゾーン３

０は、平成２３年９月から開始された対策で、警察によりその区域が指定されます。ゾーン３

０とは、生活道路における歩行者等の安全な通行を確保することを目的として、区域を定めて

最高速度３０ｋｍの速度規制を実施するとともに、その他の安全対策を必要に応じて組み合わ

せ、ゾーン内における速度抑制や、ゾーン内を抜け道として通行する行為の抑制等を図る生活

道路の対策であります。本町でも、議員がご指摘のとおり、本年３月２６日に三和地区内で「ゾ

ーン３０」が指定され、ライン表示や看板設置等の整備を行っており、現在、その抑止、抑制

効果を検証するために、いなべ警察署で、対策前と対策後の交通事故発生件数等の調査が続け

られております。今後、新たに「ゾーン３０」の指定を受ける場合は、自治会等地域の合意が

必要となりますが、「ゾーン３０」指定に向けての要望等があれば、関係機関と協議を行い前向

きに検討していきたいと思います。いずれにいたしましても、交通事故抑止に向けた安全・安

心なまちづくりに関係機関も交えて取り組んで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。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   伊藤議員。 

○２番（伊藤 治雄君）   各種、答弁ありがとうございました。まず２の（１）の登下校

時における見守り体制については、ボランティアさんの安全面もよく考慮し、よい環境のもと

にボランティア活動ができるよう、ハード面、ソフト面、両サイドからご支援をお願いしたい

と、これは学校サイドも含めてよろしくお願いしたいと思います。これについて再質問はござ

いません。 

 次に児童虐待の現状と今後の対応について、数点ご質問させていただきます。まず②虐待通

報時における対応についてご質問させていただきます。県の児童相談センターがＡＩを用いて

児童虐待の深刻度や再発確立などを判断するシステムの実証実験を開始したと報じられており

ます。また児童福法改正案には子どもの意見を聞く取り組みとして、アドボケイト制度、いわ

ゆる代弁者制度などが虐待を防ぐ手だてとして期待されております。三重県は試験的に導入し

ており、子どもの人権保護に積極的に取り組み、相談者の広がりに大きな期待を寄せておると

ころでございます。 

 以上の２点の政策について、町としてのご所見をお伺いいたします。 

○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）   お答え申し上げます。まずＡＩについてでございま

すけども、システム導入によりまして、ＡＩが過去の事例の分析から虐待対応の重篤度や再発

率を予測し、児童相談所の迅速な意思決定を支援できるというふうにされております。またア

プリを通して、訪問先などでの情報を記録し、児童相談所内等でのデータの共有であるとか、

蓄積の迅速化などが図られるというふうにされているところでございます。今後とも推移を見

守ってまいりたいと思います。 

 またアドボケイトにつきましてでございます。子どもアドボケイトというのは、子どもの気



持ちや声が伝わるように、子どもの声を聞いて届ける手伝いをする人のことというふうに聞い

ておりますけども、子どもの意思を尊重し保障するための仕組みとして注目され、期待され、

また私も必要なことだと感じているところでございます。今後も見守ってまいりたいと思いま

す。また本町では県内で子どもアドボケイトとして活躍されております方に、町の子どもの権

利講演会であるとか、援助会員養成講座等で講師をしていただいており、今後もこのような取

り組みを進めまして、子どもの権利を守るために啓発に取り組んでまいりたいと考えます。よ

ろしくお願いいたします。 

○議長（三宅 耕三君）   伊藤議員。 

○２番（伊藤 治雄君）   ありがとうございます。もう一点、副町長の答弁の中にござい

ました、今後の対応の中に、児童の一時保護や里親の選定等を行いますとなっております。こ

の里親というのは非常に大切な制度だと思います。法的な制度とそうでない制度とあると思う

んですけども、東員町に里親制度があるのかどうか、そこら辺について、わかればお答えいた

だきたいです。 

○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）   お答えいたします。里親の選定につきましては、児

童相談所の方でしていただいておりますけども、私どもの方でも、実際に里親さんとしてお子

様を引き取られて養育されている方はいらっしゃいます。ただ東員町のお子さんが里親という

ことでお願いをしているというふうなケースはないと聞いております。 

○議長（三宅 耕三君）   伊藤議員。 

○２番（伊藤 治雄君）   ありがとうございます。３番目の問題について再質問させてい

ただきます。最近、多胎家庭が抱える虐待リスクの高さが全国的にも指摘されております。そ

の対策として出産前から家族全体に対し無料ヘルパー派遣や育児教育の開催など、育児支援の

実施を積極的に行い、多胎児育児の過酷さや虐待リスクをよく理解し、虐待防止に努めている

ところでございます。本町として多胎家庭に対する支援についてご所見をお伺いしたいと思い

ます。 

○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）   お答え申し上げます。多胎家庭は虐待リスクが高ま

るというふうにされております。そのような家庭も含めまして、必要に応じて保健師などが訪

問援助の方を行わせていただいておりますけども、今後もそういった事例を検証しながら、支

援内容等を検討し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）   伊藤議員。 

○２番（伊藤 治雄君）   ありがとうございます。４番目の虐待防止に向けた町宣言の制

定につきまして再質問させていただきます。虐待に関しましては、高齢者虐待とか障害者虐待

等があり、それぞれ法律が整備され、方針に向けて様々な取り組みがなされています。発生件

数は児童虐待に比べ相当少ないものの、年々増加傾向にあります。この面もご考慮いただき、

児童虐待に特化するのか、虐待全般を捉えて行うのがいいのかを検討いただき、社会全体で命



の大切さを再認識していただくために、ぜひとも宣言を行っていただきたいと考えますが、副

町長から検討するというご答弁がございました。さらに町長のご所見をお伺いいたします。よ

ろしくお願いします。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   副町長が答弁で申し上げましたように、庁内で検討させていた

だいて、前向きに取り組みをやると言うとあれやから、とりあえず検討をさせていただきます。 

○議長（三宅 耕三君）   伊藤議員。 

○２番（伊藤 治雄君）   厳しく悲しい事例を決して東員町からは出さないというかたい

信念を持って、行政だけではなく、みんなで子どもを育てていきたいという思いを強く持って

おります。そのため命の大切さを町民みんなで考える一つの機会として、町宣言をご検討いた

だきますよう、再度、強く、強く申し上げ、今回の一般質問を終わらせていただきます。どう

もありがとうございました。 


