
 

○４番（伊藤 治雄君）   おはようございます。暦の上では啓蟄も過ぎ、春到来

という季節に入ってまいりました。ふだんであれば心うきうきするところも、今年は

新型コロナウイルスの発生で予断を許さない状況となっております。  

 私は２期目ではありますが、議員に就任していまだ１年も経過していない状況であ

りますので、新鮮に思って議員活動に邁進してまいりたいと考えております。  

 そこで今回は、新型コロナウイルスが世界的な課題となっておりますことから、主

として危機管理意識というものを考えてみたいと思います。  

 それでは議長のお許しをいただきましたので、通告書に従いまして質問してまいり

ますので、よろしくご答弁願います。  

 まず１．危機管理意識の保持について（１）新型コロナウイルスについて①国の基

本方針策に対する所見につきましてお伺いいたします。  

 国が示した基本方針は、企業等関係機関と自治体は連携して集団感染、クラスター

化を防止するべき等との方針を出していますが、あまり抽象的な表現が多く、具体性

に乏しいため、地方が困惑しているのが実情だと思います。その最たるものが専門家

の意見もあまり聞かずに実施されました学校等の休校であります。政府は責任をもっ

て対応したいと言っておりますが、当初は補正予算も計上せず、わずか２，７００億

円の予備費で対応予定でありましたが、１０日夜になり急遽４，３０８億円の財政措

置と、１兆６，０００億円規模の金融措置を講じると発表しました。しかしながら、

用途と内容は明確にしたものの、数量と内訳が果たして十分か否かは不明であるため、

今後、全国で発生する休業補償や経済活動に対する不安は残ります。  

 先ほどの答弁にもありましたが、このあたりを踏まえまして、国の方針に対する東

員町としてのトータル的なご所見をお伺いします。  

 次に②現状に対する認識と、町内状況についてお伺いいたします。  

 １点目は、近隣市町での対応策の取り扱いが違った場合、感染防止には繋がらない

と考えますが、どのように連携をお考えですか。  

 ２点目は、三重県の感染者数が７人と報道されていますが、有識者によればその数

は全国的に見れば数十倍、いや数百倍と言われていますが、実態はどのようにお考え

ですか。 

 ３点目として、感染防止に向けて個人が担う部分と、社会や行政が担う部分につい

ての考え方をお示し願います。 

 次に③今後の町独自の対応についてお伺いいたします。通告における一部につきま

しては、昨日の答弁等で理解いたしましたので割愛させていただきます。４点ほどお



 

願いいたしたいと思います。 

 １点目は、小学校を休校にして学童クラブを開校しても集団感染の変遷は同じと考

えますが、現在の本町の学童クラブ自体の対応とその運営主体に対する支援はいかが

ですか。 

 ２点目は、町の直接的な対応ではありませんが、特別支援学校への通学者は現状と

してどのような状況となっていますか。障がいのある子どもへの対応は、その障がい

の特性も個人差があり非常に難しいと聞いております。放課後等デイサービスでの対

応など、わかる範囲でご答弁願います。  

 ３点目は、イベント等の中止や公共施設の休館等が実施されつつありますが、統一

的な見解を示すためにも、県のように中止基準を設定すべきと考えますがいかがでし

ょうか。 

 ４点目は、昨日、ＷＨＯが２００９年の新型インフルエンザ以来１１年ぶりにパン

デミックとなったと報道されましたが、国県からの十分な補助や支援は当てにできな

い今、真に助成が必要となった場合、町独自の補正予算対応や国民健康保険特別会計

における基金取り崩しも必要かと考えますが、ご所見をお伺いします。  

 続きまして（２）公共交通機関対策についてお伺いいたします。まず前提として、

町の基本方針として、鉄道やバスといった公共交通機関のあり方や役割についてどう

考えておみえですか。 

 次に個々具体に①北勢線の料金改定経緯についてお伺いいたします。  

 １点目は、近鉄から山陰鉄道へ権利譲渡以降、運賃の改定は実施してきておらず、

昨年１０月の消費税アップとともに行われた２２年ぶりの運賃改定は仕方のない部分

もあると思いました。しかしながら後日、他市の一部区間で通学定期が８５％アップ

されたことなどは全く説明などなく実施されたと伺いました。そのため、負担の増加

が著しいので、電車通学から自転車通学に変更されたため、せっかく右肩上がりで上

昇してきた乗客数が減少したとお聞きしております。北勢線全体の減収は補助金部分

で本町にも影響を及ぼします。果たして今回の料金改定は、市町、ないし北勢線事業

運営協議会に対し、経緯を含めてどのように説明ないし報告がなされたのかお伺いし

ます。 

 ２点目は、市町の補助金等の支援状況の推移についてお尋ねいたします。そして以

上の点を踏まえ、町独自の分析からして、北勢線に対する東員町としてのトータル的

な所見を求めます。 

 次に②オレンジバスの存続と必要性についてお伺いします。先日も全員協議会で運



 

賃改定のご説明をいただきましたが、一般財源から補塡するなど非常に厳しい出資状

況であると推察いたします。また収入の約６５％を占めている特別交付税は、国等の

財政状況でいつ停止されるかわかりません。  

 その点を踏まえまして１点目は、ここ数年間の利用状況と乗客一人当たりに要する

経費についてどのように推移していますか。  

 ２点目は、運賃値上げを予定していますが、単なる運賃値上げにとどまることなく、

ルート変更、バス停の増設、フリー乗降区間の創設など、付加価値を付けて住民サー

ビスの向上を図っていくことが大切と考えます。そのためには、公共交通会議や住民

の意見をお聞きし、事業に反映させるべきと考えますが、ご所見をお伺いいたします。  

 続いて（３）防災無線の活用についてお伺いいたします。  

 まず①設置の目的とその運用基準につきまして、１点目は、本施設を当初、どのよ

うな目的をもって設置されましたか。  

 ２点目は、令和元年８月１３日に制定された、東員町防災行政無線同報系の管理及

び運用に関する要綱第６条第１項第１号において、伝達する情報の一つとして火災が

掲示されていますが、それは具体的にどのような場合ですか。また町が配信する行政

情報メールは高齢者が対応できない場合もありますので、サイレンは鳴らさないにし

ても、そのエリアのみの情報提供を実施してはいかがでしょうか。  

 以上、よろしくご答弁願います。  

○議長（水谷 喜和君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   危機管理意識のご質問についてお答え申し上げますが、

少し通告になかったこともありますので、ちょっと漏れがあるかもわかりませんけど

も、ご容赦いただきたいというふうに思っております。  

 一点目の「新型コロナウイルスについて」のご質問でございます。２月２５日に示

されました国の基本方針に対する所見といたしましては、もう少し早い段階で示すべ

き内容ではなかったのかなと感じております。過去の新型インフルエンザ対策や中国

における感染拡大状況を分析し、発生早期段階において基本的な方針を示すことで、

国が進めるべき法整備の着手、国内への感染者流入防止の水際対策強化が図られたの

ではないでしょうか。既に国内感染期の段階に入っております現在では、国民に対す

る様々な自粛要請や、休業補償の問題、経済影響に対する対策などについて、政府が

責任をもって具体的な内容を示すことで国民の不安を軽減し、早急に実行に移してい

くべきだと考えております。 

 次に、「公共交通対策について」お答え申し上げます。鉄道やバスといった公共交



 

通機関のあり方や役割は、通勤・通学者や高齢者、障がい者等の交通弱者の方が、公

共交通としての鉄道やコミュティバスを利用して、移動ができている状態を高めるこ

とにより、まちづくりの中心的な役割を担っていくべきものと考えております。  

 北勢線については、昨年１０月に料金改定を行ったものの、赤字額に大きな変化は

見られず、大切な地域交通手段であることは認めておりますが、自主運行に向け、三

岐鉄道のさらなる努力を求めたいと考えております。  

 オレンジバスにつきましては、今年度と来年度で車両の更新をすることになります

が、このときに運賃改定を考えております。  

 財政状況が厳しくなる中、持続可能な地域公共交通として存続させ、主に交通弱者

の移動手段を確保していくためには、受益者にもう少し負担を求めていくことも必要

なことと考えております。 

 最後に「防災無線の活用について」お答え申し上げます。「地域防災計画」に基づ

き、それぞれの地域における防災、応急救助、災害復旧に関する業務に使用すること

を主な目的として掲げられておりまして、併せて、平常時に一般行政事務にも使用で

きる無線局とされております。 

 本町におきましても、非常災害時における災害情報の収集・伝達手段の確保、緊急

時に災害情報及び防災気象情報など、緊急かつ重要な防災情報を伝達し、平常時には

行政情報を町民の皆様へお知らせすることを目的とし運用しております。  

 運用基準は、「東員町防災行政無線の管理及び運用に関する要綱」により定めてお

ります。風水害、地震、火災等の災害情報や国が事前に察知した災害・有事関係情報

を瞬時にお知らせする全国瞬時警報システム、いわゆるジェイアラートなど、直ちに

住民へ伝達しなければならない情報を放送する緊急通報、町政及び災害予防に関する

情報を放送する一般通報、そして、機器の維持管理も兼ねた定時通報を放送すると定

めております。 

 火災に関する災害情報の伝達につきましては、現在サイレンの吹鳴はしておりませ

んが、火災が広範囲に影響を及ぼすと判断した場合、また火災に限らず災害が広範囲

に影響をすると判断した場合には、サイレンの吹鳴などあらゆる手段を用いて災害情

報の伝達を行ってまいりたいと考えております。  

 いずれにいたしましても、町民の皆様の生命・財産を守るため、防災行政無線や行

政メールをはじめ、多種多様な媒体の活用を含めた、情報配信に努めてまいります。  

 残余、詳細につきましては、担当課長から答弁申し上げます。  

○議長（水谷 喜和君）   佐藤光広健康づくり課長。 



 

○健康づくり課長（佐藤 光広君）   私からは、１点目の新型コロナウイルスに

ついてのご質問の中の、現状に対する認識と町内状況及び今後の町独自の対応につい

てお答えさせていただきます。 

 三重県内で１月３０日に１人目の陽性患者が確認され、また３月１０日には、新た

に２人目の陽性患者が、一昨日にはその方の近親者５人の感染が確認されました。国

内での急速な感染拡大状況を見ますと、状況は刻々と変化しております。  

 感染の疑いがある場合は、保健所を通じて帰国者・接触者外来でＰＣＲ検査を実施

することになりますが、検査実施体制が十分でない地域もあり、検査を受けていない

方の中にも、陽性患者がいる可能性はあります。また、軽度もしくは無症状のウイル

ス保有者も確認されておりますので、潜在的な感染者が存在することを想定した感染

症対策が重要となります。 

 国が感染症対策の基本指針で示すように、行政及び社会で担う部分といたしまして

は、検査医療体制の確保が重要であり、患者増加のスピードを可能な限り抑制できる

よう、イベントの自粛や、テレワーク及び時差出勤の推進、多数の人が集まる施設で

の感染対策の徹底などの対応が必要となります。  

 個人が担う部分といたしましては、手洗いや、マスク着用の咳エチケットの徹底な

どが、引き続き重要となってまいります。  

 感染拡大防止には、三重県が所管する桑名保健所との連携が重要となってまいりま

すけれども、桑名保健所管内では、市町、消防、医師会等で構成する、桑員地域感染

症危機管理ネットワーク会議が設置されており、そこで、桑員地域における対応を協

議し、連携を図っております。 

 次に、今後の町独自の対応につきましては、学校の臨時休校が、急遽国から要請さ

れたことに伴い、放課後児童クラブにおいては対応に大変苦慮されながらも、町内６

カ所の全ての放課後児童クラブで、開所時間を夏休みなどの長期休みと同様に延長し

ながら開所いただいております。 

 感染拡大防止の観点からは、児童を他で預けられる場合、できるだけ放課後児童ク

ラブへ預けることを控えていただくようお願いしておりまけれども、児童を預かる場

合は、マスクの着用及び来所時の体温測定の実施などの対策を講じていただいており

ます。 

 また、特別支援学校においては、必要に応じ学校で個別対応による預かりを実施し

ていただいており、放課後デイサービスにおいては、町内の方が利用する全ての事業

所で、通常どおりの利用が可能と確認しております。  



 

 今般の学校の臨時休校に関する国からの要請に対し、本町においても、全小中学校

において臨時休校を実施いたしました。現在も臨時休校措置を継続しておりますが、

子どもの居場所の確保を目的に、保護者の方が仕事を休めないなど、やむを得ない事

情により子どもが自宅で過ごすことが困難な小学校の児童及び中学校の特別支援学級

籍の生徒で、希望者を対象に受け入れを実施しております。  

 町主催の行事の中止や公共施設の休館については、国及び三重県の基準を参考とし

ながら、３月中の対応を決定しました。４月以降についての対応は、感染拡大の状況

を見ながら、国及び三重県の対応を参考として検討してまいります。  

 パンデミックを想定した、補正予算については、現在のところは想定しておりませ

んが、刻々と変化する情勢によっては、所要の措置を講ずることも必要と考えており

ます。 

 なお、国民健康保険におきましては、給付費が増大した場合であっても、県からの

普通交付金で対応するため、医療費の支払いについては対応可能と考えております。

しかしながら、翌々年度以降国保事業納付金に影響する場合は、保険料の急激な伸び

に対応すべく、国保財政調整基金を取り崩して対応する可能性は考えられます。  

 今後も、国や県の動向を注視しながら対策を講じてまいりますので、ご理解賜りま

すようよろしくお願いいたします。  

○議長（水谷 喜和君）   岡本幸宏政策課長。 

○政策課長（岡本 幸宏君）   ２点目の公共交通機関対策につきまして、町長答

弁を補足してお答えいたします。 

 まず北勢線の料金改定経緯につきましては、昨年１０月の運賃改定に向けて、その

前年度の北勢線事業運営協議会の幹事会で協議を行い、改定前の５月に三岐鉄道株式

会社より鉄道運賃の改定申請内容について各市町への説明があり、その後、中部運輸

局へ申請がなされ、中部運輸局にてパブリックコメントが実施され、９月１２日に認

可、１０月１日に料金改定が行われました。  

 この改定に伴い、運賃は全体で平均１３％程度の値上げとなりました。定期運賃で

は、これまで近距離利用者に優遇された割引率の設定となっていたため、公平性の観

点から割引率の統一がなされました。その結果、近距離での通学定期を利用している

桑名市内の中学校生徒の一部では、約８５％の値上げとなる状況があり、運営協議会

におきまして、今後は運賃改定などの重要な変化がある際には、利用者に対して詳細

な説明をとの意見が出されました。  

 次に、各市町の北勢線運営協議会からの三岐鉄道への補助金につきましては、北勢



 

線事業の運営に関する協定書によりまして、桑名市、いなべ市及び東員町で、令和元

年度は合計２億３，３９０万円、令和２年度、３年度につきましてもほぼ同額となっ

ております。なお本町の負担割合は、そのうちの１９．７％となっております。  

 次にオレンジバスの存続と必要性につきまして、平成３０年度までの５年間の利用

者平均は約１１万人で、乗客１人当たりに要する経費は、平成３０年度実績で一人当

たり約７５０円となっており、またバスの老朽化に伴う、車両の更新経費が今後は必

要となってくる状況でございます。  

 現在の運賃は、距離にかかわらず１回１００円といたしており、適正な運賃に向け

ての運賃値上げを、地域公共交通会議に諮りながら検討を進めております。本年１月

に開催いたしましたこの地域公共交通会議で、バス運行にかかる財源の状況を説明し、

町民、地域公共交通の利用者代表の方のご意見もいただき、運賃適正化に向けて運賃

値上げの方向について承認をいただいたところでございます。今月末の地域公共交通

会議では、具体的な運賃の金額や今後の地域公共交通計画の策定に向けて協議を行っ

てまいります。この地域公共交通計画のために、バス車内でのアンケートの実施や公

共交通ワークショップなどを開催し、よりよいルートへの検討、変更を行ってまいり

たいと思います。よろしくご理解のほどお願いいたします。  

○議長（水谷 喜和君）   伊藤治雄議員。 

○４番（伊藤 治雄君）   いろいろありがとうございました。それでは再質問を

させていただきます。 

 まず１の危機管理意識の保持についての（１）新型コロナウイルスの関係で、３番

目の今後の町独自の対応について再質問させていただきます。  

 この感染症は長期に及ぶ可能性も示唆されておりますので、仮称ですが、新型コロ

ナウイルス感染症対策本部を町の機関として設置し、感染症対策のためのトータル的

な組織を編成してはいかがかなと考えますが、方針についてお聞きします。  

 また行政や事業者の責務を明確にした、新型コロナウイルス感染症防止する条例が

他市ではあるところもあります。これについてお考えはいかがなものでしょうか。ま

ずその点についてお伺いします。 

○議長（水谷 喜和君）   佐藤光広健康づくり課長。 

○健康づくり課長（佐藤 光広君）   お答えいたします。対策本部の設置につき

ましては、町内で感染者が確認された場合に対策本部を設置することといたしており

まして、現在は町長、副町長、教育長並びに課長以上を対象といたしました連絡会議

におきまして情報共有や協議を行い、対応に当たっておるところでございます。 



 

 また国が新型インフルエンザ等の特別措置法の改正を今行っておりまして、今日に

成立、明日にも施行されることを聞いておりますので、それが施行されましたら、そ

れに基づいて緊急事態宣言が発令された場合に、各市町は対策本部を設置するという

ことになってございます。 

 それからまた条例を制定する考えはということでございますけれども、私もニュー

スで拝見させていただいたんですが、全国で初めて市の方で条例を制定されたという

ことで、内容の方も少し見させていただいたんですけれども、市民の方の不要不急の

外出を控えるだとか、事業者に対して濃厚接触者の従業員などの自宅待機をするなど

の、現在も国の基本方針の方で行われていることでもございまして、先ほど説明させ

ていただきましたように、新型インフルエンザ対策特別措置法が施行されますと、こ

れに基づいた行動計画に基づいて対応に当たることとなりますので、東員町のような

小さい町では条例の制定までは今回考えておりませんので、ご理解賜りますようよろ

しくお願いいたします。 

○議長（水谷 喜和君）   伊藤治雄議員。 

○４番（伊藤 治雄君）   わかりました。ありがとうございます。  

 もう一点、臨時休校に伴いまして、学校を開放することと緊急になされております

が、今の利用状況について、わかればお知らせいただければと思います。  

○議長（水谷 喜和君）   岩田浩一事務局長。 

○教育委員会事務局長（岩田 浩一君）   臨時休業中の利用状況、３月１０日か

ら緊急受け入れという形でさせていただいていまして、３月１０日の日が９名、１１

日が１５名、１２日が１７名ということで、延べ４１名の子どもを受けて入れている

状況でございます。よろしくお願いします。  

○議長（水谷 喜和君）   伊藤治雄議員。 

○４番（伊藤 治雄君）   ありがとうございます。ちょっと時間の関係もありま

すので、次へいかせていただきます。  

 公共交通機関、北勢線について再質問させていただきます。平成１５年の権利譲渡

時は赤字経営を余儀なくされており、損益分岐点が乗車人員数で言うならば、年間２

５０から年間２６０万人程度と言われておりました。以降、企業努力もなされ、当時

２００万人程度だった乗車人員は、現在２５０万人を超えているような状況となりま

した。また平成１５年に策定されました北勢線活性化基本計画では、平成２６年度に

は黒字転換が図られると記載されております。人件費の上昇や物価動向等も影響する

と思いますが、依然として運営補塡が続いている理由について、どのようにお考えで



 

しょうか。 

○議長（水谷 喜和君）   岡本幸宏政策課長。 

○政策課長（岡本 幸宏君）   今、議員よりお話のありました平成１５年策定の

北勢線活性化基本計画のときの目標としておる人員といたしまして、その当時の目標

人員が３０２万人を目指すというのが一つございます。現在の、先ほど申し上げまし

た補助金、運営補塡の内容につきましては、国の地域公共交通の確保・維持の補助が

ございます。それに対する市町の負担分並びに一般修繕の２分の１、半分を負担する、

また車両の検査等にかかる分等々、車両や鉄道の施設の安全に係る部分についての補

塡を行っております。人件費や運行にかかる経費につきましては、三岐鉄道の負担と

なっておるということでございます。したがいまして、鉄道の施設、車両の安全を確

保するための負担が続いておるという状況でございます。  

 以上です。 

○議長（水谷 喜和君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   ちょっと補足させていただきますけども、平成１５年

のそのときの話というのは、大体２５０万人から２７０万人ぐらいで黒字化すると、

それも平成２５年、２６年ぐらいに黒字化するということでスタートしています。し

かし、今の状況からいきますと、恐らく４００万人ぐらいの乗客がないと黒字化しな

いだろうというふうに考えております。ということは、その平成１４年当時の計算と

いうか、考え方が甘かったということになるのではないかなというふうに思っていま

す。ただし、今の現状ですから、もう少し三岐鉄道さんに努力いただかなならんとい

うことに変わりはないというふうに思っています。 

 行政としては、平成１５年当時、決められた内容の支援をずっとしてきて、そして

右肩上がりに乗客も増えているわけですから、これは行政として打てる手はきちっと

打っているというふうに思っています。  

 あとは桑名市がＪＲや近鉄への乗り入れ、この短縮というのが一つ課題はあります

けど、それ以上に、赤字が続いているということは、もうちょっと三岐鉄道に努力い

ただかなならんというふうに我々は考えております。  

○議長（水谷 喜和君）   伊藤治雄議員。 

○４番（伊藤 治雄君）   町長からも補足をありがとうございました。まさにお

っしゃるとおりで、本当にこれからは、２市１町、そろって三岐鉄道に物を申してく

ださい。というのは、今回の話ですけども、通学定期のアップというのは本当に利用

者に大きな影響を与えています。１００人近くになると、ご存じのように、乗降客の



 

人員カウントは定期券であれば年間にカウントすれば７３０人ぐらいになるわけです、

一人が買うことによって。それが１００人にもなれば７万人の減となるわけですので、

本当に三岐鉄道には真剣に物申していただきたい。それがしいては東員町の補助金の

負担の方にも影響してくるわけですので、ひとつよろしくお願いしたいと思います。 

 町長の意気込みについて聞こうかなと思っていましたけど、今のお話でよくわかり

ました。 

 今回、この危機管理意識についてお尋ねしたのは、やはり突発的な新型コロナウイ

ルスの発生、鉄道等の廃線につきましては届け出制度であるため、企業の判断に委ね

られている事情、全ての公共事業の推進に際しては予期せぬリスクへの対応を念頭に

置き、いかなる危機状況に直面しても慌てることのないように、常に危機管理意識を

持って事業を推進すべきと考えます。そのためにできれば事前に対応マニュアル等を

可能な限り作成しておくことがいざというときに慌てずに対応することができますの

で、ぜひ検討をお願いいたします。  

 また住民に対しては、できるだけの多くの情報、全ての場合でもそうですけども、

多くの情報を提供していただき、必要に応じパブリックコメントなどを実施し、生の

ご意見をいただき、事業推進に努めていただきたいと思います。  

 それでは続いて２の就労状況についてお伺いさせていただきます。社会経済状況の

変化に伴い、終身雇用や年功序列といった日本型雇用のあり方の見直しが経団連から

提案されました。日本の企業は共同体意識の基、終身の関係を気付き、就職というよ

りも就社社会につくというような観念であると言われています。そして人工知能など

の技術革新でそのあり方が問われてきている状況でもあります。  

 また昨年の消費税アップや自然災害等の影響で、１０月から１２月期のＧＤＰ速報

値では１年３カ月ぶりのマイナス成長となり、企業の設備投資にも影響を及ぼしてお

ります。加えて、今回の新型コロナウイルスの影響で経済状況は厳しくなると想定さ

れており、明るい情報は少ない状況下にあると考えます。  

 そこで就労の現状についてお伺いします。まず（１）一般就労についてお伺いしま

す。 

 ①有効求人倍率から見た現状分析と今後につきまして。全国的には有効求人倍率は

１．５を超えているものの、正社員有効求人倍率は減少していると伺っておりますが、

桑名ハローワーク管内の有効及び正社員求人倍率と失業率について、どのような状況

でありますか。また今後の傾向はどのように推移するとお考えでしょうか。  

 次に（２）障がい者雇用についてお伺いいたします。障がい者雇用とは、障害者基



 

本法の基本理念で定められているとおり、全ての国民が障がいの有無によって分け隔

てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するた

めの取り組みであります。いわゆるノーマライゼーション理念であります。そして雇

用分野においては、障害者雇用促進法で民間企業、国、地方公共団体などに対し、一

定割合以上に常時の雇用を義務付けています。現在、その率は民間企業では４５．５

人以上の事業主は２．２％、国・地方公共団体等は２．５％、都道府県等の教育委員

会は２．４％となっております。民間企業の産業別で見ると、製造業や医療・福祉分

野における雇用者数が多く、年々増加傾向にあります。しかしながら県内１０カ所あ

るハローワークで、桑名管内は下から２番目と伺っており、本当に低い状況にありま

す。 

 そこでお尋ねします。まず①就労の現状と課題につきまして、１点目は一般就労で

お聞きしたように、一般の部分で雇用が減少することで、順調に増加してきた障がい

者の就労に影響が出ることを危惧していますが、当局のご所見はいかがでしょうか。  

 ２点目は、障がい者の雇用に関して、障害者雇用促進法で民間企業や国・地方公共

団体に対し一定割合の雇用を義務付けています。令和元年の県内の民間企業の障がい

者雇用率は法定公用率２．２％を超える２．２６％で、６年連続で過去最高を更新し

ていますが、教育委員会では法定雇用率２．４％に対して２．２９％、市町では法定

雇用率２．５％に対して２．２５％といずれも下回っている状況であります。現在の

桑名ハローワーク管内の民間企業、東員町役場、東員町教育委員会のそれぞれの雇用

率についていかがでしょうか。 

 ３点目は、障害者雇用促進法では、雇用率が低い事業主には障がい者雇い入れ計画

の着実な実施による障がい者雇用の促進を指導するとなっていますが、本町において

は、その係はどのようになっていますか。  

 次に②雇用促進のための取り組みにつきまして、去る２月７日、町とハローワーク

桑名との共催で実施された、障がい者の就職活動を支援する障害者就職面接会を拝見

させていただきました。障がい者の社会参加や自立支援に大変効果のあるものと認識

しております。また公共が障がい者と企業のマッチング機会を提供することは大変有

意義であると思います。 

 そこで１点目は、この事業はいつから実施しているかなどの、その概要をお聞かせ

ください。またその他、町として障がい者の就労支援的な事業を実施していますか。  

 ２点目は、当日は町内５事業所と障がい者１１名が参加されてみえましたが、その

結果、就労に結び付いた事例はありましたか。 



 

 ３点目は、今後の障がい者就労支援策をどのように考えてみえますか。  

 続いて（３）就労環境整備についてお伺いいたします。  

 ①適切かつ計画的な土地利用方針について、先日の全員協議会で報告されました東

員町まち・人・仕事創生総合戦略の効果・検証結果において、安定した雇用を創出す

るという項目で、平成２４年度７７１カ所の事業所数が、平成２８年度は９２９カ所、

平成３１年度は８７０カ所、令和２年度の目標値を８９５カ所と設定しており、多少

の増減はありますが、増加傾向にあり、雇用や就業機会を創出する上では大きな進展

があったと理解しております。 

 そこで１点目、できれば町内で働く場所の確保をすることが、税収の増加も含め、

魅力あるまちづくりの一助をなすと考えます。東員町まち・ひと・しごと創生総合戦

略の効果・検証結果を踏まえて、町としてのご所見をお伺いします。  

 ２点目は、計画的な公共インフラ整備の一環として、東海環状自動車道東員インタ

ーチェンジが整備されました。このことにより、この周辺地は製造業や物流業の適地

となったと思います。このポテンシャルを大いに生かした土地利用を図るべきであり

ますが、基本的な考えをお伺いいたします。  

 ３点目は、関係法令や現在の都市計画における整備・開発保全の方針から見て、厳

しい側面もあると認識していますが、開発の可能性はいかがでしょうか。  

 以上、よろしくご答弁願います。  

○議長（水谷 喜和君）   小川裕之副町長。 

○副町長（小川 裕之君）   就労状況についてのご質問にお答えいたします。  

 まず１点目の一般就労の有効求人倍率からみた現状分析と今後についてでございま

すが、現在の新型コロナウイルスの影響で現状は日々変化し、経済的にも非常に悪化

しておりますが、調査時点での数字で答弁させていただきますので、よろしくお願い

いたします。 

 三重労働局によりますと、昨年度から三重県内の有効求人倍率は減少傾向にあると

分析されております。そのうちハローワーク桑名管内につきましては、製造業が多く、

米中貿易問題を始めとする海外の状況を勘案し、様子を見るために求人を出し控えて

いる企業があるとのことから、有効求人倍率が低下していると思われます。具体的に

申し上げますと、正社員やパートタイムを含む有効求人倍率は、本年１月末現在で、

桑名管内１．４６倍となっておりますが、前年同月と比較しますと、マイナス０．１

９倍となっております。そのうち正社員の有効求人倍率は、１．２７倍となっており

ますが、前年同月よりマイナス０．１３倍となっております。  



 

 次に、失業率につきましては、総務省統計局によりますと、令和元年１０月から１

２月の速報では、三重県は１．３％となっておる状況でございます。  

 今後の見通しにつきましては、世界保健機構、ＷＨＯが１１日に、新型コロナウイ

ルスがパンデミック状態であるとの見解を表明いたしました。この影響は、経済的に

も求人や失業率にもかなりの影響を与えるものではないかというふうに考えておりま

す。 

 次に２点目の障がい者雇用についてお答えいたします。就労の現状と課題につきま

しては、１点目でご答弁いたしましたように、有効求人倍率が低下する中で、法律で

規定されているとはいえ、企業の障がい者雇用についても影響があるものと考えてお

ります。また、障がい者雇用率につきましては、令和元年６月１日現在で、法定雇用

率２．２％が適用される町内企業の雇用率は、１．３４％と低い数値となっておりま

す。また、この法律では、法定雇用率を下回っている事業主に対しましては、ハロー

ワークが「障害者の雇い入れに関する計画」を作成させ、その適正な実施を勧告でき

るとされております。 

 本町といたしましてもハローワーク桑名と連携しながら、事業主へ積極的な啓発を

してまいりたいというふうに考えております。なお、役場につきましては、議員がご

指摘のように、法定雇用率２．５％でありますが、現在の東員町の町長部局では実雇

用率３．２％ということで、法定雇用率を達成しております。また教育委員会の実雇

用率は１．６％となっておりますが、障がい者雇用数に不足は発生していないため、

障害者雇用促進法では、法定雇用率を達成しているというふうにされております。  

 次に、障がい者の雇用促進のための取り組みにつきましては、平成２７度から、ハ

ローワーク桑名、特別支援学校、町内企業と連携しながら、障がい者雇用の理解を深

める研修会等を開催する他、町長自ら、個別に企業訪問をするなど取り組んでまいり

ました。さらに障がい者雇用を具体的に促進するため、ハローワーク桑名と共催して、

「障害者就職面接会」を昨年度から年１回、保健福祉センターで開催し、本年度は５

事業所、求職者１１名の参加をいただき、そのうち２名の方が就職されました。  

 今後とも町内企業と関係機関との連携を図り、障がいのある方が一人でも多く就労

できるように取り組んでまいります。  

 続きまして、３点目の就労環境の整備についてお答えいたします。議員がご指摘の

とおり、町内で働く場所の確保は若い世代の都市部への流出に歯止めをかける観点か

らも重要であると考えており、まち・人・仕事創生総合戦略においても安定した雇用

を創出することを基本目標の一つに掲げております。本町の限られた土地では、大規



 

模な企業の進出は大きく見込めませんが、北部の民間事業者が担うハイブリッドパー

クには、近年３つの企業の進出が決まってきたところでございます。一方、東員イン

ターチェンジのポテンシャルを活かした土地利用につきましては、開発に関する厳し

い規制がありますが、ただ大規模な流通業務施設につきましては、許可条件を満たせ

ば５ｈａ未満の施設の立地が可能となっております。  

 またこの厳しい規制緩和につきましては、昨年７月に中部地方整備局へ東海環状自

動車道の早期開通要望活動を関係市町と行った際に、町長から「高速道路の利活用に

おいてインター周辺へ企業誘致等を行うにしても、法規制があることから企業進出が

ままならない状態であり、規制緩和がさらに必要である」との要望も行っていただい

たところでございます。こういったことで規制緩和を進めていきたいということでご

ざいますので、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（水谷 喜和君）   伊藤治雄議員。 

○４番（伊藤 治雄君）   ありがとうございました。 

 数点再質問させていただきたいと思います。まず就労状況の障がい者雇用について

の１点目の現状と課題について再質問させていただきます。  

 法定雇用率は非常に厳しいパーセンテージですけれども、さらに２０２１年３月、

来年ですね、までにさらに０．１％法定雇用率が引き上げられる予定でありますが、

町に関する部分で、今後の対応及び課題等について、考えがあればお聞かせください。  

○議長（水谷 喜和君）   西村隆嘉総務課長。 

○総務課長（西村 隆嘉君）   町におきましては、現在、法定雇用数は達成して

おります。しかしながら、今後、障がいのある方の中にも定年等で退職を控えており

ます。つきましては、新たに障がいのある方の採用を進める必要がありまして、その

際にはその方の特性と申しますか、個性に応じて十分に力を発揮していただけるよう

な形、適材適所も踏まえて進めてまいりたいと考えています。  

 以上でございます。 

○議長（水谷 喜和君）   伊藤治雄議員。 

○４番（伊藤 治雄君）   ありがとうございます。障がい者の雇用に関しては、

行政が本当に先陣を切って、自ら雇っていただくということも大事なことだと思って

おりますので、それがしいては企業さんへも波及すると思います。よろしくお願いし

たいと思います。 

 町長にお伺いしたいと思います。町長はマニフェストで障がい者雇用の拡大のため、



 

一般就労への支援を謳ってお見えになります。障がい者の雇用は大きな労働力として

経済の伸展にも寄与し、障がい者の生活安定にも繋がるものであります。既存・新規

を問わず、働く場の確保など、強力な支援体制が必要と考えますが、先ほどもご説明

にありましたように、町長自らがトップセールスにも歩いていただいておると、本当

にいいことだと思いますが、町長のご所見や決意についてお伺いできればありがたい

と。 

○議長（水谷 喜和君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   障がい者の皆さんの雇用ということについては、私は

障がい者の皆さんは当然のことながら働く権利を持ってみえる。当たり前のことだと

いうふうに思っております。ですから、我々がきちんと働く場所を用意するというの

は当然のことだというふうに思っております。５年ほど前、Ａ型作業所ではあります

が、農福連携ということで、今、「シグマファームとういん」で障がい者の皆さんに

農業で働いていただいております。この方たちは、当然最低賃金はクリア、そして社

会保険とかそういうものはふつうに働いてみえる障がい者の方が企業で働いてみえる

条件と同じ条件で今働いていただいております。こういう農業というのは、我々もそ

の取り組みを見させていただいて、かなり障がい者の皆さんにはいい職場なのかなと

いうふうに思っておりまして、こういう農業で一般就労という方向へ拡大をしていく

ということも、これは一つの方法だというふうに思っております。  

 それと、先ほど副町長からも答弁をさせていただきましたが、私も町内の企業二、

三十社ずっと回らせていただいて、ぜひ障がい者の皆さんの雇用、障がい者の皆さん

の特性を活かして雇用してほしいというふうにお願いしてきているところでございま

す。ただ、壁がありまして、そういうことでその壁というのをクリアしていかなあか

んということでございますので、できるだけ我々も頑張ってまいりたいというふうに

思います。 

○議長（水谷 喜和君）   伊藤治雄議員。 

○４番（伊藤 治雄君）   ありがとうございます。法定雇用につきまして、法定

雇用障がい者数に達しない場合について、障害者雇用給付金を納付しなければならな

いというふうになっておりますが、企業の中には諸事情により法定雇用を行わないと

ころもあります。この納付金は企業間の障がい者雇用に伴う経済的負担調整を図るも

のでありまして、罰金ではございません。納付金を払えば障がい者の雇用を免れるも

のではありませんので、企業に対する啓蒙活動を根気よく続けていっていただきたい

なと思います。 



 

 今後とも、ノーマライゼーション理念というものをよく理解し、障がい者の方が生

きがいを持って社会貢献ができたと喜べるように、引き続いての支援活動を期待して

おります。 

 最後にですけども、就労環境整備について、適正かつ計画的な土地利用について再

質問させていただきます。これも町長に一言お願いしたいんですけども、町長の前回

の公約、前回ですけど、その一つに人口バランスのとれた地域づくりの中に東員イン

ター周辺の土地の有効利用を掲げておみえになります。また今回示されました東員町

まち・ひと・しごと創生戦略会議の中にも引き続いてこの地域の検討を進めるという

ふうな表示になっておりますが、町長の現在のお考えを、ご決意があればお聞かせく

ださい。 

○議長（水谷 喜和君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   せっかく東員インターができたんですから、それを最

大限活用したいというのが我々地域の考え方であります。ただ、これも先ほど副町長

からの答弁の中にありましたように、土地の規制があるんですね。あの周りはみな農

振農用地になっておりまして、その規制を緩和していただかない限りなかなか難しい。

一応、物流であれば５ｈａ未満のものは大丈夫だということなんですが、５ｈａ未満

の開発ではスケールメリットが見出せないということで、実は引き合いは何件かあっ

たんですが、結局最後に規制の状況から撤退をせざるを得ないという状況になってし

まいました。やっぱりこの規制を外していただかない限り、もうちょっと緩和してい

ただかない限り、このインター周辺の開発、土地利用というのが望めないというふう

に考えております。積極的に国へ働きかけてまいりたいというふうに思ってます。  

○議長（水谷 喜和君）   伊藤治雄議員。 

○４番（伊藤 治雄君）   ありがとうございます。確かにそうだと思います。土

地計画法においても、整備・開発・保全の方針、一方的に開発すればいいというわけ

じゃなくて、やはり保全するところは保全するべきだというような都計法上の規制も

ありますので、そこら辺もよく念頭に置きながら、町長の言われた規制緩和が必要で

あるというところもよくわかります。ただこのインターについては、隣接の四日市さ

んも利用価値があると思いますので、そこら辺も含めて、連携しながらご協議いただ

ければなと思います。 

 いろいろご回答ありがとうございました。本議会初日で町長は施政方針の中で、持

続可能という言葉を４回使われています。今後とも、ＳＤＧｓ、いわゆる持続可能な

開発目標の理念の基、環境に配慮しつつ、経済活性化の一助をなす働く場の環境整備



 

を図ることは大切な施策の一つであると思います。住んでよかったと思える東員町づ

くりにご尽力賜りますことを切にお願いし、一般質問を終わらせていただきます。  

 本当にありがとうございました。  


