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○８番（山崎 まゆみ君）   おはようございます。山崎まゆみでございます。昨

年初頭からの新型コロナウイルス感染拡大は、今まで経験のないことで、私たちの日

常も社会活動も収束の見通しが立ちません。不安と心配の日々が続いておりますが、

いつか必ず終わるという希望を持ち、誰とも笑顔でお会いできる日は必ず来るはずだ

と信じて、今日まで積み重ねてきた知識と情報を基に、あと少しみんなで乗り切って

いきましょう。 

 令和３年３月議会、私の一般質問は、防災についてと認知症についてと男女共同参

画についてという３点です。よろしくお願いいたします。 

 まず一つ目の質問です。新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中での豪雨

災害や地震発生を想定した備えについて。１．コロナ禍、今年度の防災の取組と課題

はどのようですか。今後はどうしていきますか。２．災害時要配慮者支援について。

感染者、発熱、濃厚接触者、高齢者、障がい者等、基礎疾患者、妊産婦、乳幼児等に

分類し、それぞれに望ましい避難先を確保する等の支援の取組についてはいかがです

か。要配慮者支援に関する課題はどうですか。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（島田 正彦君）   伊藤正樹環境防災課長。 

○環境防災課長（伊藤 正樹君）   新型コロナウイルス感染症の影響が長期化す

る中での、豪雨災害や地震発生を想定した備えについてのご質問に、お答えいたしま

す。 

 まず１点目の、コロナ禍、今年度の防災の取組と課題及び今後の方針についてでご

ざいますが、新型コロナウイルス感染症が全国に広がり、そのような中、様々な災害

が発生した場合を想定し、新型コロナウイルス感染症との複合災害としての対策が必

要となりました。特にコロナ禍での避難所運営につきましては、避難所の過密状態防

止、衛生管理及び避難者の健康管理の徹底、感染が疑われる避難者への適切な対応な

ど、これまでの避難所運営に加え、新たに感染防止物資や避難所のスペース確保が必

要となりました。感染防止物資につきましては、本年度お認めいただきました補正予

算により、飛沫感染防止のパーテーションや、健康維持のための冷暖房資機材などを

購入し、備蓄をさせていただきました。また、避難所のスペースにつきましては、３

密対策として、従来よりも多くのスペースを確保する必要があることから、避難所内

のレイアウトの見直しや、災害規模に応じ、分散型の避難所設営を想定し、候補場所

の選定等を検討しております。 

 避難所での新型コロナウイルス感染症対応につきましては、従来の避難所運営マニ
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ュアルを補完する形で新型コロナウイルス対応のマニュアルを５月に策定し、職員へ

の避難所開設・運営訓練を実施いたしました。本年度は社会福祉協議会と、災害ボラ

ンティアセンターに関する協定を締結させていただきましたが、今後はさらに様々な

事業所との災害応援協定を推進するとともに、コロナ禍に対応する防災対策の推進や、

要支援者対策に加え、在宅避難者や車中泊避難者への対策につきましても取り組んで

まいります。また、コロナ禍では、在宅勤務などステイホームの方が増加しているこ

とから、自助の推進や共助の面での担い手の確保などについて勉強をしてまいります。 

 ２点目の、災害時要配慮者支援についてでございますが、要配慮者として、災害時

には様々な方が支援を必要とします。コロナ禍での避難所では、感染者及び濃厚接触

者への対応もその一つとして必要になろうかと思われます。 

 その対応につきましては、感染者及び濃厚接触者の方はもとより、発熱などの感染

が疑われる症状が見られる方は、他の避難者と接触しない場所で状況別に専用室を準

備し、そちらへ誘導させていただき、保健所の指導の下、対応してまいります。高齢

者や障がい者、基礎疾患のある方、妊産婦などの方々には、各避難所の福祉スペース

で受入れをさせていただき、必要に応じそれぞれに望ましい避難先として受入れ可能

な福祉避難所への移送を行います。その他、各避難所への保健師の派遣及び医療関係

機関との連携により、要配慮者を含め避難者の、心身の健康確保に努めてまいります。

また、高齢者や障がい者など、避難行動要支援者につきましては、町の関係部局が連

携し、要介護高齢者や障がい者等の情報を把握し、名簿を作成しています。対象とな

る方のうち、行政機関や支援者となりえる自治会等との情報共有に関して同意をいた

だいた方につきましては、自治会や民生委員へ名簿を配付し、支援のための情報を共

有しています。 

 要配慮者支援に関する課題でございますが、要配慮者支援の対策は、避難行動要支

援者名簿の更新に加え、町と地域が連携し支援できるよう、公助のみならず地域社会

全体で取り組む自助・共助の対策とし、地域の理解を深めていく必要がございます。

また福祉避難所につきましては、協定締結しました事業所との連携を強化し、災害時

に適切な対応ができるよう、対策を進める必要がございます。 

 いずれにいたしましても、災害時の新型コロナウイルス感染症に対応した対策をし

っかりと行い、要配慮者につきましては、地域と連携し町全体で支援の手が差し伸べ

られますよう、課題解消に向け取り組んでまいりますので、ご理解賜りますようお願

いいたします。 

○議長（島田 正彦君）   山崎まゆみ議員。 
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○８番（山崎 まゆみ君）   ありがとうございました。コロナ禍の避難所での感

染防止対策、補正予算をつけていただいて整備していただけていること、それから災

害時要配慮者支援についても整備を進めていっていただいているということ、お話し

いただけました。 

 そして、つい先日、２月１０日は、東員町社協の取組として、災害ボランティアセ

ンターの設立ということで、東員町と協定されたということも、着実に災害の準備を

進めていっていただけることと非常に心強いことでございます。 

 その中で、再度お尋ねしたいのですが、特に災害時の要配慮者、日常でのケアが必

要な方、障害をお持ちの方とか認知症の方など、そのような支援が必要な方々の避難

所生活の環境づくり、コロナ禍で本当にいろいろと考えなくてはいけないことがたく

さん出てくると思うのですが、そのあたりはどのように今のところ進めていっていた

だけているのか、進捗をお聞かせいただきたいと思います。お願いいたします。 

○議長（島田 正彦君）   伊藤正樹環境防災課長。 

○環境防災課長（伊藤 正樹君）   お答えさせていただきます。要配慮者の方に

つきましては、体育館等であれば移動に制限があるというようなこともありますので、

トイレとか入り口に近い場所でスペースを確保するとか、あとは学校で特別教室など

で個室で、もしそこが確保できれば、そういったところも利用いただく。それでもま

だなかなかご不便をかける方につきましては、申しております福祉避難所の方で、そ

ちらで受入れが可能ということであれば、そちらの方で受け入れていただくというこ

とで、福祉避難所の対応につきましても、今年も研修等もさせていただきながら、そ

ういったところも整備を進めていきたいというふうに考えてございます。 

○議長（島田 正彦君）   山崎まゆみ議員。 

○８番（山崎 まゆみ君）   ありがとうございます。そして、先ほどもご答弁の

中にありました、要介護高齢者とか障がい者の情報、そういう個人情報について名簿

を作成していただける。そして行政機関や支援者となり得る自治会等にも情報を共有

していく。そのようなお話についてなのですが、実際のところどのぐらい進んでいる

のか。例えば、もう本当に災害が起きた、避難所に行った、その方たちがいろんなケ

アが必要な方だった、さあどうしましょうとその見えたところでそのような受入れが

どうしようかというふうなことでは、なかなか立ち行かなくなってしまうと思います

ので、本当にこれは早急にいろんなことを進めていっていただく必要があると思うの

で、現在のところどのような感じで進めていただいているのかなというふうでお尋ね

いたします。 
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○議長（島田 正彦君）   伊藤正樹環境防災課長。 

○環境防災課長（伊藤 正樹君）   お答えをさせていただきます。昨年度の実績

でございますけども、要介護高齢者とか障がい者の方で避難行動要支援者の対象とな

る方のうち、ご同意を頂いて登録をいただいている方が約３９０名ご登録いただきま

して、こちらの名簿を自治会でありますとか民生委員さんと共有しておるところでご

ざいます。 

○議長（島田 正彦君）   山崎まゆみ議員。 

○８番（山崎 まゆみ君）   ありがとうございました。災害部門と、それから複

数の課との横の繋がりも作っていただいているようで、名簿づくりも進めていってい

ただけていること、よろしくお願いいたします。 

 それでは別のことをお話しますけど、大規模地震発生直後などは、共助も公助もま

まならず、頼りはご近所さんだけ、向こう三軒両隣、自分の家の向かい側、そして向

かい側３軒と左右の２軒のこと、困ったときはお互いさまでご近所同士で積極的に助

け合うというような、言わば「近助」近い、助けると書いて「近助」が住民の命を守

ると、東北の大震災以後など大きな災害後に言われるようになりました。東員町の地

域防災計画にも住民の命を守る「近助」についての計画は強化されているでしょうか。

よろしくお願いします。 

○議長（島田 正彦君）   伊藤正樹環境防災課長。 

○環境防災課長（伊藤 正樹君）   お答えをさせていただきます。大規模災害の

場合は、公助、行政が担う部分につきましても限られる分がございますので、自助は

もとより、ご近所づき合い、お互いさまという共助のところにつきまして、しっかり

と今後も取組をさせていただきたいと思っております。そういった啓発を進めてまい

りたいと思います。 

○議長（島田 正彦君）   山崎まゆみ議員。 

○８番（山崎 まゆみ君）   ありがとうございます。なかなか最近は近所の方と

もお話をしないというような地域も多いわけですが、そういう啓発をしていただいて、

ふだんの備え、お隣の方とはなるべく顔を合わせて挨拶のみ、プラスアルファがある

といいなというふうに、助け合えるような関係性であるといいなというふうに願って

おります。 

 防災には本当に近道がなくて、結局は住民一人一人の納得と、皆さんの行動変容が

不可欠だと思います。答弁いただいたとおりに、ウィズコロナ、アフターコロナでの

避難は、感染防止しながら、災害時に安全な避難、安全な避難生活が確保できる対策
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の整備を、いろんなケースを想定していただいた上で、町民の皆さんに理解していた

だいて、いざというときにきちんと対応できるように、どうぞ啓発も含めよろしくお

願いいたします。 

 それでは２点目の質問にいかせていただきます。認知症の人やご家族が地域で安心

して暮らし続けるための施策について。１．認知症の早期発見、早期対応。医療体制

の整備はどのようですか。２．認知症サポーター事業の取組はどのようですか。サポ

ーター活動の促進について、今後どうしていきますか。３．認知症カフェの取組はど

うですか。課題と今後の取組についてはいかがですか。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（島田 正彦君）   中川 賢健康長寿課長。 

○健康長寿課長（中川 賢君）   認知症の人やご家族が地域で安心して暮らし続

けるための施策についてお答えいたします。 

 １点目につきまして、認知症は早期に気づき、早期に対応することが重要とされる

ことから、町では医師・保健師・社会福祉士などの専門職からなる認知症初期集中支

援チーム員を配置し、適正な医療や介護サービスに繋げることができる支援体制を構

築しています。さらに、認知症疾患医療センターや地域包括支援センターと定期的に

会議を開催するなど、医療分野と連携し認知症の人やご家族の在宅生活の継続を支援

しています。今後も、認知症の人の増加が予想されることから、医療機関や介護保険

サービス提供事業所などの関係機関とのさらなる連携を強化してまいります。 

 また、認知症は誰もがなり得るものであり、認知症を正しく理解することが最も重

要であります。認知症予防の趣旨が認知症にならない、ということではなく、認知症

になるのを遅らせる、認知症になっても進行を緩やかにする、でありますことから、

認知症の備えを目的とした勉強会や研修会など、様々な機会を通して正しい知識・理

解の啓発に努めてまいります。 

 ２点目につきまして、町では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の開催、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、小学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、幅広い世代への普及啓発に努めております。今後は、

サポーターの役割を認知症への理解と見守りの目的から、認知症の人やその家族を支

援する仕組みづくりを目指し、養成講座を受講したサポーターに対し、ステップアッ

プ研修を行います。さらにステップアップ研修を受講したサポーターなどが支援チー

ムを作り、地域で活躍できるための提供体制を検討し、認知症の人やその家族のニー
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ズに沿った支援に繋がる仕組みづくりを目指してまいります。 

 ３点目ついて、町では介護者の精神的負担を軽減し、認知症の人とその介護者が、

在宅で安心して生活を継続できるよう、認知症の人と家族、介護・医療の専門家、地

域住民が集い、交流や情報交換を行う場として、町内２か所で「認知症カフェ」を開

催しております。主な内容といたしましては、お茶を飲みながらの情報交換、専門職

による勉強会、認知症地域支援推進員等による情報提供や相談会、参加者同士が交流

できるレクリエーションやイベントなどを実施しております。 

 認知症カフェについては、認知症の人と、その家族や介護者にとって身近な地域で

参加できるよう、今後、さらに幅広い団体の協力を求め拡充を検討してまいります。

また、認知症の人が参加し、活躍できるカフェを目指し、内容の充実を図ってまいり

ます。 

○議長（島田 正彦君）   山崎まゆみ議員。 

○８番（山崎 まゆみ君）   ありがとうございます。今の課長の答弁の中に、す

ごく前向きで評価したいなと思うところが本当にたくさんありました。例えば、認知

症予防という言葉に対して、実際に認知症になられた方を介護してみえるご家族の方

にしてみたら、認知症予防という、予防という言葉はあまり声高に言われ過ぎると、

自分たちが本当に努力を怠ったから、予防ということをしなかったらから認知症にな

ってしまったという気がして仕方がないという声を聞いたことがあります。それも実

際に厚労省の方でも認知症予防ということはないとは言えないんですけれど、それに

対して今、課長の方から、備えという言葉に替えていただいた表現、これは厚労省の

方でも備えという言葉を使っている部分もあります。それはすごく前向きでいいなと

いうふうに思いました。 

 そして一つ、最近私の近くであったエピソードをお話させていただきます。大体１

か月ぐらい前なんですけれど、夜７時過ぎ、もう暗い夜道を帰宅する娘を出迎えるた

めに私は自宅の前のとおりに出て待っていました。そしたらお一人の女性が道を迷わ

れているご様子で、私にお尋ねになりました。訪問されたい行き先の住所や電話など

をお尋ねしてもお分かりにならず、個人のお名前を言われても私が分からなかったの

で、地図とか電話帳などで調べ始めていたところ、その方は、分かりましたと逆方向

に小走りで行ってしまわれ、暗い夜道に迷われてさぞ心細いかと、本当に心配になっ

て、その方のおっしゃった名字が１軒だけ電話帳に載っていたので、念のため電話で

お伝えをし、心配していたところ、夜９時過ぎにその方の妹さんとおっしゃる方から、

無事にお姉さんが来られたという電話を頂き安堵しました。お姉さんは町外に住んで
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おられ、昼過ぎにご自宅を出られ、歩いて妹さんの、私の住んでいるところは城山で

す。城山まで目指されて、夜遅くになってしまわれた。認知症をご家族も感じてはみ

えるが、ご本人は絶対に認められず、お住まいの四日市の福祉の方にもまだ相談して

いらっしゃらないご様子で、妹さんもお姉さんの日常を非常に心配してみえました。

認知症の早期発見、早期対応の難しさを改めて感じました。 

 東員町でも早期発見の難しいケースに直面されることが多いかと思いますが、難し

いけれど、非常に大切な早期発見、早期対応のポイントについてどのように取組を考

えてみえるか、お話しいただけたらと思います。お願いします。 

○議長（島田 正彦君）   中川 賢健康長寿課長。 

○健康長寿課長（中川 賢君）   お答えをさせていただきます。先ほどの答弁で

も申しましたとおり、認知症施策の中でやはり一番重要なのは早期対応、早期発見、

早期治療、この普及啓発が非常に大事だと考えております。今、山崎議員がおっしゃ

っていただきましたように、この早期対応というのは非常に難しさを取組の中から感

じております。専門職であります認知症地域支援推進員であったりとか、この認知症

初期集中支援チーム員が、例えば民生委員さんであるとか、包括支援センター等の相

談からご訪問をさせていただいて、この認知症に対する相談をお話させていただくん

ですが、まずやはりなかなかご本人様は認知症として認めることがない。ご家族とし

ても、なかなか家族の方が認知症であるということを受け入れることが難しいという

のがまず一つ。それからもう一方の見方といたしまして、確かに不安は抱えているん

ですけども、地域の人にそれを知られたくない。このような側面でもなかなかご家族

の方が受け入れていただけないというようなところも今までの実績の中で感じている

ところでございます。 

 やはりこの初期集中、初期の対応等につきましては、ご家族、本人、それから地域、

この地域全体を通して、この認知症についてしっかり理解をしていただいて、普及啓

発していくということが非常に重要だと捉えております。 

 現在も普及啓発に努めておりますが、さらにしっかりと認知症初期集中であるとか、

地域の見守り等、普及啓発に努めてまいりたいと考えております。よろしくお願いい

たします。 

○議長（島田 正彦君）   山崎まゆみ議員。 

○８番（山崎 まゆみ君）   ありがとうございます。認知症の早期発見、本当に

大変な部分なんですけれど、ご苦労があるんですけれど、取り組んでいただいている

とお話しいただけました。非常に難しい点はやはり地域での理解がないために、お聞
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きしたんですけれど、家族が認知症になってしまったということをカミングアウトし

た途端に、その方が地域から白い目で見られるようになったと、とてもさみしい思い

をされていたお話も聞いたことがあります。そういう意味でも、認知症という病気に

ついての理解を地域の皆さんがしていただいて、そしてみんなで温かく見守る、支え

合う、助け合うというような地域になるといいなというふうに思っていますので、お

取組をよろしくお願いします。 

 次にもう一点お尋ねします。認知症サポーター事業についてなのですが、サポータ

ー養成講座を受講された方に授与されるオレンジリング、今、町長もネームプレート

にぶら下げてみえます。このようにサポーター養成講座で授与されたリングを身に付

けてみえる町民の方はめったにいらっしゃいません。今、策定中の東員町高齢者福祉

計画・第８期東員町介護保険事業計画でも、基本目標の中で認知症を明確にされてい

ます。先ほど答弁の中で、認知症サポーター養成講座を受講した人たちにステップア

ップ研修を行っていただくとか、サポーターの受講した方たちで支援チームを作って

地域で活躍できる提供体制を検討しているという心強いお話を頂いたわけなんですけ

れど、このような方たちが再度学んだことをおさらいしていただいて、地域の活動を

していただける働きかけ、支援について取組は本当になかなか大変なことだと思うの

ですけれど、具体的にどのように、まず声かけから、サポーターといっても今まで何

年もサポーターは本当に大勢の方がいらっしゃるわけですが、それをどのようにして

いかれるのか、本当にすごく膨大な取組になると思うんですけれど、何か具体的なも

のを考えてみえる部分があったら教えていただきたいと思います。お願いします。 

○議長（島田 正彦君）   中川 賢健康長寿課長。 

○健康長寿課長（中川 賢君）   お答えをさせていただきます。この認知症サポ

ーター養成講座事業でございますが、これを取り組み始めてかなり年数が経っており

ます。当初、この認知症サポーター養成講座が国で取り組まれ始めた頃、やはりまず

一番の目的は、先ほどの答弁でも申したように、まず認知症を理解する、そして地域

で認知症の方を見守るということを目的に、サポーターの方はとにかく何かをしてい

ただくということではなく、理解と見守ることのできるまちづくりを目指して取り組

んでまいりました。それが新たな認知症大綱等の方向でも、国の方も、やはりサポー

ターの方にさらなるご活躍いただける場をということで方向が変わってまいりました。 

 本町といたしましても、かなり県内でも割合としてはサポーターの養成講座を受け

ていただいている住民の方は多ございます。しかしながら今現在、名簿等はございま

せん。まずは認知症サポーター養成講座を受けた方々に、もう一度広くお声かけをさ
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せていただいて、まずはステップ研修、もう一度認知症についてのご理解、それから

今後東員町が目指すべきところをしっかりと周知啓発をさせていただき、またその皆

様と一緒にこの東員町をどのようにしていくと認知症に優しいまちづくりになるか等、

いろいろと意見交換を重ねながら、今後の施策を検討していきたいと考えております

ので、よろしくお願いいたします。 

○議長（島田 正彦君）   山崎まゆみ議員。 

○８番（山崎 まゆみ君）   ありがとうございます。かく言う私も２度ほど受講

しまして、オレンジリング２つが家で眠っているものでございます。私がオレンジリ

ングを頂いたときも相当数の方と一緒に受講しましたし、町民の方で、人数にしたら

さぞ大人数の方が見えると思います。しかし、ちょっと名簿がないというお話もあり

まして、なかなか大変だと思いますけれど、本当に課長がお話されるように、ステッ

プアップ研修をしていただいて、その方たち、認知症の理解をしっかりしていただい

ている方ということで、率先して地域で貢献していただけるといいなというふうに思

いますので、大変かと思いますけれど、ぜひよろしくお願いいたします。 

 そして再質問３つ目を述べたいと思います。東員町の取組で、認知症カフェ、認知

症当事者と家族介護者相談会をしてみえます。介護をしていない私ですが、地域で私

が独自にお困りアンケートを実施した際に、皆さんの不安に感じてみえる項目の第一

位の認知症について勉強させていただくために、少し前から東員町の認知症カフェと

認知症家族介護者の会に行かせていただいています。認知症の方ご本人とご家族に寄

り添えるような会であるといいなと思うのですが、東員町の地域の皆さんが認知症の

理解を深めていただけて、認知症になっても地域で暮らし続けられるように、そんな

会であるといいと思うのですが、なかなか実際のところは参加者が少なく、参加され

る方は毎日お顔ぶれが限定されているような状況です。 

 そういう中で、もう少し認知症カフェと家族介護者相談会が有効なものであってほ

しいなというふうに私としては感じているんですけれど、認知症カフェ家族介護者相

談会の在り方について、再度検討していただけるといいなと思いますが、そういう点

についてはいかがでしょうか。お願いします。 

○議長（島田 正彦君）   中川 賢健康長寿課長。 

○健康長寿課長（中川 賢君）   お答えさせていただきます。認知症カフェにつ

きまして、ご答弁でも申しましたとおり、現在、町内２か所で実施させていただいて

おります。そのカフェにつきましては、今まではどちらかといいますと、やはり専門

職も関わった方がいいという方向性の中から、やはり主体が行政、専門職が主体とな
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って地域の方、認知症の家族の方、認知症の方がお集まりできる場所ということで進

めてまいりました。しかしやはりこの認知症カフェで最も重要なところは、認知症カ

フェは認知症の人、それから認知症の介護者や友人、地域住民、そして専門職が関わ

ることによって、会話とか対話によって人と人との繋がりが醸成されていく。そして

常に認知症に関する情報を得ることができるということが大きな目的でございますの

で、さらなる認知症カフェの拡充という部分では、まずは地域住民の方々、さらに家

族の方、それからご本人がとにかく参加しやすい、主体を地域住民の方に担っていた

だけるような認知症カフェの方向性で進めていきたいと考えております。 

 そこには必ず専門職も関わり、一緒にカフェを作り上げていくという、特にそこの

中では認知症当事者にご活躍いただける、活躍というのは何か講演するとかそういう

ことではなく、その方ができる活躍できることを考えながら進めていきたいと考えて

おります。よろしくお願いいたします。 

○議長（島田 正彦君）   山崎まゆみ議員。 

○８番（山崎 まゆみ君）   ありがとうございます。認知症カフェに参加しやす

い状況であるということがやっぱり一番大事で、なかなか来てもらえないのはちょっ

と行きにくいなとか、行くと知られてしまうなとか、いろんな思いで参加できていな

いんだなというふうなことを、ちょっと私も見て感じております。今課長のお話にも

ありましたが、参加しやすいもの、そして行政がやっていたものを今後は地域での取

組にということで、いろいろと考えていただけているようですが、本当に認知症の方

が参加しやすい、ご家族も参加しやすい、そして参加していろんな情報交換をして、

介護の方たちが元気になって明日から頑張るぞというふうな、そんなような認知症カ

フェになるといいなというふうに思っております。 

 三重県の長寿福祉課の方に問合せをして、認知症カフェの取組の先進的なところを

紹介していただいて、メモリーカフェ日永という取組が四日市で、今、コロナ禍でオ

ンラインで実施してみえるという情報を得たため、つい先日、見学の機会があって言

ってまいりました。そこでは認知症の方の社会参加促進と家族介護者の方の負担軽減、

家族交流の場が目的で、認知症の人と家族の参加で情報交換や交流、専門スタッフに

相談する場となっていました。もうそこは実績を積まれていて、もう５年目というこ

とで、家族の方同士がお友達のようになって、手を振ったり、喜んでお話をして、本

当にいい雰囲気でした。オンラインというのは、複数箇所でメモリーカフェ日永さん

がやってみえて、そのやってみえる状況をオンラインで見て、他の会場も見えるとい

う、そういうオンラインの形式でした。特に感銘を受けたのは、地域をより良い場所
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にするため、自分自身が関わっているというまちづくりの当事者意識を持ってみえた

ことです。先ほど課長もお話されましたが、認知症の方というのはふだん支援されて

いる方なんですが、その方自身が地域で何か社会に貢献するという、認知症の方自身

が、シビックプライドという言葉、すなわち地域に対して貢献したいという思いが本

当にあったことです。実際にそこではかるた協議会、その読み手の方が認知症になら

れて、ご参加だったんですけれど、その方が本当にかるたの読み手のときの歌詠みを

されて、本当にすばらしく、それをただ聞いているだけではなく、そこの取組は、実

際に三重大学、そして暁学園高校のかるた部の方にその方も参加して、実際に子ども

さんとの部活の中で活躍してみえるというような、そういうことをやってみえました。

認知症カフェ、そして日頃の認知症カフェがそこのメモリーカフェの方では、認知症

カフェからまちづくりへという、本当に力強い言葉をリーダーの方が述べられて、感

銘を受けました。 

○議長（島田 正彦君）   山崎議員、もう少し簡潔にお願いします。 

○８番（山崎 まゆみ君）   東員町においても認知症に優しいまちづくりを進め

ていくのが、本当に安心して暮らせる地域を実現できるということで、確実に取組を

進めていっていただけるようなので、ぜひ私も協力して地域共生社会を目指して、健

康長寿で超高齢社会を乗り切れるようにいきたいと思います。 

 それでは３点目の質問にいきたいと思います。男女共同参画の視点に立った意識改

革です。東京五輪、パラリンピック大会組織委員会ＪＯＣ森前会長が今年２月に、女

性が入っている会議は時間がかかるなどの女性差別発言をされた末辞任されました。

発言直後はＪＯＣは、日本のことは日本で解決しなさいという姿勢でしたし、日本国

内でも謝罪して幕引きにしよう、辞めなくていい、引き止めようという動きもありま

したが、森発言、女性蔑視という言葉で海外からの反応はいち早く、反発は大きいも

のでした。何より日本国内でこれまでにない多くの人が声を上げました。問題発言が

あったとき、会議の席では笑い声が上がった、その場で発言をたしなめる人はなく、

笑いで同調した。そして問題が大きくなっても、日本で現役アスリートたちの多くは

沈黙しました。差別の現場でそれをたしなめないこと、沈黙することは差別を認めて

加担していることにもなります。もし自分がその場にいたら一緒に笑ったかもしれな

いという声も上がりました。そんな反省も踏まえ、盛り上がった世論は止まらず、森

会長は辞任されました。様々な立場の幅広い年代の発言には多くの発見がありました。

変化を感じたのは、私たちが我慢してきたせいでごめんなさいという、年長の女性か

らのメッセージがあったことです。わきまえ癖がついていたと反省する女性たちが登
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場しました。こういうことは痛みを伴わなければ言えません。蔑視されても沈黙し、

我慢してきた女性が若い世代に向けて反省という形で思いを伝え、女性だけでなく、

男性も声を上げて状況が動きました。 

 これらの世論の動きと、明々後日、３月８日は国際女性デーでもあり、今回の質問

をさせていただきます。 

 男女共同参画の視点に立った意識改革について、１．男女共同参画に関して、町民

の意識改革はどのように取り組んでいきますか。２．町職員のコンプライアンス研修

の中で、男女共同参画のテーマも取り入れていますか。 

 以上、お願いいたします。 

○議長（島田 正彦君）   三林隆宏町民課長。 

○町民課長（三林 隆宏君）   男女共同参画の視点に立った意識改革についての

ご質問にお答えいたします。 

 町では例年６月の男女共同参画週間に合わせて、その啓発と三重県内連携映画祭を

開催し、男女共同参画社会の実現に向けての啓発事業を実施しております。しかしな

がら、今年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、映画祭を中止したことに

よりまして、その代替事業といたしまして、公益財団法人三重県産業支援センターと

共催し、令和２年度地域活性化雇用創造プロジェクトである女性の就職サポート事業

及び、多様で働きやすい職場づくり支援事業を実施いたしました。 

 女性の就職サポート事業は、結婚や出産等で離職している女性を対象とした、再就

職をサポートする講座や相談であります。 

 また、多様で働きやすい職場づくり支援事業は、受け入れる側の事業者を対象とし

た、多様な働き方が実現できるような、いわゆる職場の環境づくりを学ぶことができ

る講座で、これらの２つの講座につきましてはオンラインで学ぶことができます。 

 この事業については、特に子育て世代や中小企業への周知に力を入れましたことに

よりまして、まず町内保育園、幼稚園、子育て支援センター、また東員町商工会加盟

店、地元の商業施設等に事業のポスターやチラシの掲示にご協力いただきました。そ

の過程の中で、今まで啓発が行き届かなかった、先ほどの中小企業にも男女共同参画

についてお話しする機会を頂くことができました。 

 これまでは映画祭や講座を通じて、幅広く啓発を行ってまいりましたが、今年度は

子育て世代や中小企業に対象を絞ったことによりまして、男女共同参画について深く

理解を深めていただくことができたと感じております。 

 昨今、先ほども議員の発言にもございましたが、不適切な発言等が見受けられるこ



13 

ともありますが、東員町だけでなく、国や県等のあらゆる取組の中で男女共同参画に

かかる意識改革は着実に進んできているものと思われます。 

 町ではさらに男女共同参画の意識改革が進みますよう、映画祭等の全町民を対象と

した啓発だけではなく、地域活性化雇用創造プロジェクトのような、あえて対象者を

絞った啓発にも力を入れ、意識改革を行っていきたいと考えております。 

 次に、町職員の研修における男女共同参画に関する取組といたしましては、平成２

８年度から平成３０年度にかけて、役職別のコンプライアンス研修において、男女共

同参画基本法等に関することを学び、また、今年度実施いたしました管理職を対象と

した働き方改善研修においては、ハラスメント防止法等に関することを学びました。 

 今後も定期的にこのような研修を実施し、職員の意識向上に努めてまいりますので、

ご理解を賜りますようお願いいたします。 

○議長（島田 正彦君）   山崎まゆみ議員。 

○８番（山崎 まゆみ君）   ありがとうございました。今年の新しい取組として、

コロナ禍で女性のキャリアアップ支援のオンライン講座を実施された、そして実施さ

れるに当たり、いろんな町内の企業を回っていただいた、いろんな町内のお店も回っ

ていただいた、そのようなことを私はいろんな方から聞いています。本当に努力して

いただいて、女性のキャリアアップ支援の事業について本腰を入れて担当課が取り組

んでくださったということを評価しております。そして職員のコンプライアンス研修

においても、役職別の勉強会、そして管理職の方にも勉強会があったということをお

話しいただきました。 

 そしてそのことについてですが、その研修の効果があったと思われますでしょうか。

何をもって効果があったと感じてみえますでしょうか。それについてお話しいただけ

たらと思います。お願いいたします。 

○議長（島田 正彦君）   岡本幸宏総務課長。 

○総務課長（岡本 幸宏君）   まず町民含めて職員の意識の改革ということで、

なかなか測り得る指標というのは難しいところでございます。特に平成２８年度から

３０年度にかけましては、繰り返しになりますが、役職別のコンプライアンス研修と

いうことで、その中でハラスメントの防止ということの話をしていただいたところな

んですけど、なかなかそのハラスメントということ自体の定義というのがまだまだ定

められておりませんでした。今年度行いましたハラスメント防止法においては、まず

どういったハラスメントがあるかというものを定義するというところから定められ、

今回の研修でもそれをどう進めるかというところについて、やっぱりその定義をしっ
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かり認識するということからということで、防止するための方針というのを定め、庁

内で掲示をいたしております。 

 その中で、そういったことがあった場合には、総務課に相談する。もう一つは職員

組合にも窓口として相談するという体制を整えることができました。そういったこと

について、そういった体制をしっかりしていただいたということで、職員からも声を

頂いておるという、そのあたりで測れるのかなと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（島田 正彦君）   山崎まゆみ議員。 

○８番（山崎 まゆみ君）   ありがとうございます。男女共同参画の推進の取組

をすごく理解された上で、適切な研修を行っていただけたというふうに感じておりま

す。とてもいいと思いますが、別の観点で、女性職員の職域の広がりについてはいか

がかなというふうなことをお尋ねしたいと思います。 

 女性の管理職登用は増えているのでしょうか。そして、女性職員の方も役職を断ら

ず受けられるというような意識になってきていただけているのでしょうか。 

 以上についてお尋ねします。 

○議長（島田 正彦君）   岡本幸宏総務課長。 

○総務課長（岡本 幸宏君）   管理職を含めまして、男女の比率をできるだけ均

等にというふうに、ここ数年、特に職員採用に際しまして、取り組んでいるところで

ございます。ただし、管理職につきましては、やはり即座に比率を高めるということ

は難しいというのは今感じております。しかしながら、ここ本当に数年、職員の採用

につきまして、女性の比率が結果的に高くなってきており、これが数年、さらに１０

年と経ってきたときに、比率にしっかり数値のところにも表れてくるのではないかな

と考えております。 

 すみません、以上でございます。 

○議長（島田 正彦君）   山崎まゆみ議員。 

○８番（山崎 まゆみ君）   ありがとうございます。役場当局でご存じだと思い

ますが、女性活躍推進法は２０２６年３月３１日までの時限立法になります。東員町

に暮らす中で、地域でもいろんなことを感ずるときがあったりします。まず役場は民

間社会の規範となる役目ですので、役場の取組、実効性があるように引き続き推進し

ていっていただきたいと思います。 

 そして、冒頭に述べましたが、差別、差別は本当に黙認してはいけないと思います。

多様性を受け入れて、いろんな人の能力、そしていろんな人の意見を聞くことは大切
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であるということが皆さんで理解していけるといいなというふうに思います。その人

の考え方、意識を変えるのは非常に難しいことです。しかし、いろんなことがあり、

いろんな状況を見る中で、皆さんそれぞれにお考えいただき、少しずつ、時間がかか

るかもしれませんが、少しずつ変わっていくということを期待しております。東京大

学名誉教授の上野千鶴子さんも言ってみえます。社会の変革は徐々に進みます。革命

のようなことは起きません。社会変革とは建前の変化です。おなかの中の本音は変え

られないかもしれないけれど、公的の場でのあのような発言はアウトでした。間違っ

ていると社会の常識が変わればいい、建前が変わることで社会は変わっていきます。

社会変化は足元から確実に起きていきますと。 

 これで私の本日の一般質問を終わらせていただきます。 

 


