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○議長（島田 正彦君）   ただいまの出席議員は１４名であります。 

 休憩前に引き続き、一般質問を行います。 

 ８番、山崎まゆみ議員。 

○８番（山崎 まゆみ君）   山崎まゆみでございます。９月議会一般質問、よろ

しくお願いいたします。 

 先月８月に、私は３０代前半の若い男性とお話をする機会がありました。その方が

開口一番に話されたのが、僕は東員町だから子どもを授かったと思っています。他の

市町以上に充実した東員町不妊治療助成金のおかげで子どもを授かり、一児の親にな

ることができましたと大変喜んでみえました。私も思わず非常にうれしくなりました。

子どもを産み、育てることに喜びを感じられる、そして子どもたちが笑顔で成長して

いける、そんな東員町であるようにと９月の一般質問で私は子どもに関する２つの質

問をさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 通告書に従って質問いたします。 

 一つ目の質問は、晩婚化・未婚化への対応策についてでございます。 

 国の少子化社会対策基本法、国の少子化社会大綱に基づく結婚希望者への東員町の

支援についてお尋ねします。 

 １．若者が結婚を前向きに捉えられるような意識啓発についてはいかがですか。２．

晩婚化・未婚化対策での男女の出会い、結婚に繋がるサポート体制、支援体制につい

てはいかがですか。 

 以上、答弁をよろしくお願いいたします。 

○議長（島田 正彦君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   山崎議員の質問にお答えします。 

 未婚・晩婚化の問題、それに起因することを含め、少子化問題は様々な要因が影響

しており、この課題解決のため、国、地方公共団体、企業・団体、国民それぞれが、

それぞれの役割を自覚し、社会全体で取組を進める必要があります。現状では、若い

お父さん、お母さんが家庭生活や子育てに夢を持ち、子どもを安心して産み、育てる

ことができる環境づくりが大切であります。 

 本町といたしましては、妊娠・出産、子育てをする世代の方々に温かく寄り添い、

子育て世代の方が、誇りと喜びを感じながら日常生活を送ることができるような、関

連施策を着実に推進いたしております。こうした環境づくりこそ、若者が結婚を前向

きに捉え、一歩を踏み出す意識啓発に繋がり、ひいては少子化対策の一翼を担えるも

のと考えております。 
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 ２つ目の、男女の出会い、結婚に繋がるサポート体制についてございますが、三重

県では「みえ出逢いサポートセンター」を設置し、民間事業者の力を活用して、結婚

を希望する方への出会いの支援を進めています。本年度から、県下で広域的な取組を

進めるため、県と市町による結婚支援プロジェクトチームが設置され、みえ出逢いサ

ポートセンターが中心となって、県下の市町が連携した結婚支援事業を実施いたして

います。 

 具体的に申し上げますと、県内北勢エリアに在住・在勤している方を対象に、出会

いと結婚に関する相談会をいなべ市で開催する計画となっております。また、町内に

おいては、結婚支援ができるような人材を養成する目的で行われていた「世話やき人

講座」から生まれた市民活動団体が主催し、本年６月に出会いのイベントが開催され

ましたが、大変好評であったとの報告を受けております。最終的には当事者である本

人が出会いの場に出向き、活動することが重要でありますが、みえ出逢いサポートセ

ンターを中心とした広域的な結婚支援事業や、町内の市民活動団体の地道な活動を広

く周知、サポートしていくことで、結婚を希望する方への出会いの支援に繋げていき

たいと考えております。 

 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）   ご答弁ありがとうございます。東員町の子育て支援

策をさらに充実させていくことで、若者世代が結婚を前向きに捉える意識啓発に繋が

り、ひいては少子化対策になるというようなご答弁でした。 

 昨年の１２月議会でも私はこの内容で一般質問いたしましたが、改めてお尋ねした

いと思います。平成２８年、平成２９年に町民課の事業として、今、町長の答弁にも

ありましたが、世話やき人講座というのを実施されました。その講座は４回実施され

たと思います。そのときの講座の参加者募集のチラシが手元にございます。チラシに

はこう書いてあります。読みます。「かつて地域には若者たちの世話をやいてくれる

近所の先輩がいました。しかし今の若者の気持ちが分からないし、余計なお世話だか

らと面倒見のよい先輩たちは減っていき、そのことが晩婚化や少子化に少なからず影

響を及ぼしています。そこで、現代版のおせっかいができる大人たちを養成し、地域

が良くなってほしいという思いから、世話やき人の養成講座を実施します。」違うと

きのチラシがこちらです。こちらも読みます。「かつて地域にいた様々な場面で世話

をやいてくれた世話やき人。けれど生き方の多様化や生活環境の変化などが原因で地

域における結び付きが以前より減ってはいないでしょうか。だれかのために何かをし
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たいけれど、どうすれば自分にできるのか。そんな方のために現代版の世話やき人を

増やすための養成講座を開催します。」というような世話やき人講座を開催されたの

ですが、遡ってこの事業を開催された当時についてのお尋ねをさせていただきます。 

 再質問です。この世話やき人講座の目的や経緯はどうだったのでしょうか。また、

現在、世話やき人講座は開催されていませんが、その理由は何なのでしょうか。ご答

弁よろしくお願いいたします。 

○議長（島田 正彦君）   太田憲明子ども家庭課長。 

○子ども家庭課長（太田 憲明君）   当時の少子化の要因の一つとして、社会環

境の変化などによって未婚・晩婚化が取りざたされておりました。そこで、少子化対

策、今、チラシを読み上げていただきましたが、そういった対策として、地域全体で、

また結婚を希望する人たちをサポートするためにということで、今の時代に合った現

代版の世話やき人養成講座を平成２８年度から令和元年度、この４年間実施いたして

おりました。その４年間で延べ１３５名ほどの参加がございまして、その中から一つ

の市民活動団体が生まれております。現在では、その市民活動団体さんが行っており

ます出会いのイベント、これも開催されるほどにまで至っております。そういったこ

とから、一定の効果が得られたということで、現在は行っておりません。そういった

状況でございます。 

 ただ今後は、その市民活動団体が行いますイベントを幅広く周知、啓発するなど、

サポートしてまいりたいというふうに考えております。 

 また行政といたしましては、若者世代が結婚や出産に希望を持ち、また安心して子

育てができる環境づくり、まちづくり、こういったことに重点を置きまして、子育て

支援策をさらに充実させて、少子化対策に寄与してまいりたいというふうに考えてお

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）   ご答弁ありがとうございます。少子化対策の一つと

して、出会い、人の繋がり、住民活動の拡大など、地域全体で結婚を希望する人たち

の支援を目的にされた世話やき人講座、それらの活動に対しての周知の啓発はもとよ

り、団体間の連携、情報提供など、側面からのサポートに努めるというお答えをいた

だけました。その取組について、予算化はされそうにないご様子ですが、団体間の連

携や情報提供など、側面からのサポートはあるということですので、今一度、よろし

くお願いいたします。 
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 次に、東員町まち・ひと・しごと創生総合戦略の中での、この若い世代の結婚、出

産、子育ての希望をかなえるという目標についてのお尋ねをさせていただきます。 

 平成２７年から令和元年度まで、年月で言うと令和２年３月までの第１期東員町ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略においては、基本目標のトップ、いわゆる一番手、い

わゆる先頭の基本目標が東員町の若い世代の結婚、出産、子育ての希望をかなえるだ

ったのですが、令和３年４月からの第６次総合計画の中に包含されているように、総

合計画の冊子に記載されている第２期東員町まち・ひと・しごと創生総合戦略におい

ては、第６期の総合計画に子育て支援の充実が重点施策であると位置付けてあるので

すが、どうしたわけか、まち・ひと・しごと創生総合戦略には若い世代の結婚、出産、

子育ての希望をかなえるの基本目標がなくなっています。若い世代の結婚の目標が抜

かれてしまいました。若い世代の結婚の目標が達成できているとはまだまだとてもそ

う言い難いと思われるのに、なぜ第２期まち・ひと・しごと創生総合戦略から未婚・

晩婚化対策に関する記載がなくなったのでしょうか。理由をお尋ねしたいと思います。 

○議長（島田 正彦君）   丸山 太政策課課長。 

○政策課長（丸山  太君）   先ほどの町長の答弁にもありましたけれども、総

合戦略における未婚・晩婚化対策は、人口減少に歯止めをかけることを目的として、

若い世代が結婚や出産に希望を持って子育てを楽しめる町を目指しています。 

 今回はそうしたところから、子育て支援を中心に、結果、バックキャスティングで

結婚に希望が持てる、そうしたことに重点を置かせていただいています。 

 また今回の計画は、前回の第１期の計画との違いとして、あまり詳細事業について

は記載をしていないんです。これは総合戦略も総合計画も一緒です。今回、一体化さ

せていただきましたので、そういったことについて、詳しい事業展開とかそういった

ことは、総合計画が分野別計画として位置付けている、この件ですと、子ども子育て

支援事業計画、こちらになるんですけれども、こちらで示していく、策定するものと

しています。なお、今の子ども・子育て支援事業計画では、次世代の親の育成などに

ついてが記載されているところです。 

○議長（島田 正彦君）   山崎まゆみ議員。 

○８番（山崎 まゆみ君）   ご答弁ありがとうございます。第６次総合計画、第

２期まち・ひと・しごと創生総合戦略についての考え方、先の町長答弁の東員町の子

育て支援策をさらに充実させていくことで、若者世代が結婚を前向きに捉える意識啓

発に繋がり、ひいては少子化対策になるご答弁についてはよく分かりましたが、少子

化対策という言葉を子育て支援という言葉で言い換えられると、若年層の経済的自立
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とか、未婚化とか教育などの重要な問題が周縁的なもののようになってしまいます。

そしてさらに、子育てを終えた世代には、子育て支援は無関係であるというような印

象を持たれがちでもあります。少子化対策については、国の法律である少子化社会対

策基本法や、少子化対策大綱であるように、「少子化」という国民全体が無視できな

い問題の対策です。少子化の背景要因の全てについての対策を行うべきであると考え

ます。 

 国の財政が厳しくなり、様々な予算が削られる中で、保育サービス、育休や育児の

ための短時間勤務やワークライフバランスなどなど、少子化や子育て関係予算は増え

てきています。しかし、少子化対策のペースは遅いです。出生率がまだ低迷している

のに表れています。少子化克服のための対策のギアを上げる必要があると考えます。 

 最後にもう一度、町長からこの未婚化・晩婚化対策について、一言最後にいただけ

たらと思いますが、いかがでしょうか。特にもうないということでしたら大丈夫です

が。 

○議長（島田 正彦君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   未婚・晩婚化対策をやらないというわけではなくて、

しっかりとやっていくということですが、これに書いてある、これに書いてないとか

いう問題ではないと僕は思っています。やるべきことをしっかりやっていくというこ

とが大事だと。ただし、予算につきましては選択と集中というのがどうしても必要に

なってきます。これだけ財政的に厳しくなってくると。そういうことでいくと、今、

政策課長から話があったように、総合計画でほとんど示されておりますので、すみ分

けたというとおかしいですけど、本町の場合は、これから総合計画で全てやっていこ

うということになっていますので、総合計画にしっかりとそのことは謳ってあるとい

うふうに思っていますので、いずれにせよ、ないがしろにするわけではなくて、これ

は国家としても重要な話ですから、我々東員町行政としてもしっかりとやっていくと

いうことでございます。 

○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。ぜひよろしくお願いいた

します。 

 一つ目の質問はこれで終わります。 

 では、２つ目の通告です。小学校に円滑に接続するための幼稚園、保育園から小学

校への連携についてです。 

 １．いわゆる小１の壁、小１プロブレムとも言いますが、東員町の現状については
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いかがですか。２．５歳児の生活、学習の基礎づくりについてはいかがですか。３．

幼稚園、保育園、小学校の連携についての課題はありますか。今後についてはどのよ

うですか。ご答弁よろしくお願いいたします。 

○議長（島田 正彦君）   岡野讓治教育長。 

○教育長（岡野 讓治君）   それでは、山崎議員のご質問にお答えいたします。 

 子どもたちが幼稚園・保育園から小学校に進学すると、その生活環境や生活習慣に

変化が生じます。例えば、通学班での登校、個別での下校、時間割で区切られた集団

での学校生活、宿題等の家庭学習など、園と小学校では大きな違いがあり、子どもた

ちは、その違いに戸惑いを感じることもあると思います。 

 本町では、園と小学校の接続を大切にするとともに、３歳から５歳までを就学前教

育の重要な時期と位置付け、２０年ほど前から環境整備・保育・教育内容の研究改善

を進めてまいりました。平成１０年からは幼保一体型施設整備に取り組み、平成１９

年度に全小学校区の整備を完了いたしました。また、平成１５年度からは保育・教育

内容を統一する交流保育を実施しております。平成２５年度からは、１６年一貫教育

プランを推進し、園と小中学校の連携の充実に取り組んでおります。 

 本町では、慣れ親しんだ友達と一緒に小学校に進学できるよう、３歳以上の子ども

は、入学予定の小学校区にある園に通うことが基本となり、その園で、小学校までに

育てたい１０の姿「健康な心と体」「自立心」「共同性」「道徳性・規範の芽生え」

「社会生活との関わり」「思考力の芽生え」「自然との関わり・生命尊重」「数量や

図形・標識などへの関心・感覚」「言葉による伝えあい」「豊かな感性と表現」を意

識した保育・幼児教育を行っております。例えば、「自立心」を育てるために身の回

りの整理整頓の習慣付けを行ったり、「共同性」では、発表会や卒園式にクラス全体

で取り組み、「言葉による伝えあい」では、絵本を作ったり劇や言葉遊びをする中で、

言葉の意味を感じたり新しい言葉を知る、などといった教育を行うことで、スムーズ

に小学校へ進学できるよう取り組んでおります。 

 次に、園と小学校の連携についての課題といたしましては、園児の中には「じっと

することが苦手」「聞く、話す、書く、読むことが苦手」といった困り感がある園児

が見えます。このような園児に対する支援をどのように小学校へ引き継いでいくのか

といったことがございます。 

 町では、小学校就学時に情報の共有を確実に行うため、サポートファイルを作成し

活用しています。このサポートファイルの中には、乳幼児期の発達記録、保護者の願

い、専門機関の情報、個別の指導計画等が記載されております。特に個別の指導計画
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は、定期的に更新され、保護者・関係機関との連携に活用しています。 

 また、三重県が開発したアセスメントツールであるチェック・リスト・インみえの

手法により、困り感のある子どもの成長を促すための指導計画を作成するための研修

を行っております。この研修には、園だけではなく、小中学校の教職員も参加するな

ど、共通の認識を持って指導を行う取組も行っています。 

 今後も東員町教育施策大綱の大きな理念である、だれ一人取り残さない教育の実現

に向けて、幼稚園・保育園から小学校へ、子どもたちがスムーズに進学できるよう取

組を続けてまいりますので、ご理解をいただきますようお願い申し上げます。 

○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。 

 今回の一般質問に先駆けて、稲部幼稚園・いなべ保育園・稲部小学校、城山幼稚

園・しろやま保育園・城山小学校にも私は聞き取りをさせていただいてまいりました。

その聞き取りの内容は、幼保の先生にお聞きしたのはまず、小学校入学に不安を感じ

ますかでした。幼保の先生からは、基本的に日頃から小学校とは常に連絡を密にとり

ながら、必要な情報を交流しているため、子どもたちを小学校に送り出すことに関し

ての不安はありませんというお答えでした。支援が必要なお子さんについての、コロ

ナ禍でありながら、校長先生、特別支援学級の先生の協力を得られながら、保護者の

見学も受け入れていただいて、保護者がじっくりと考えられる機会を設けていただき

ましたという園長先生のお話でした。先ほど教育長もお話をされた、チェック・リス

ト・インみえ、ＣＬＭというそうなんですが、ＣＬＭ研修の参加や新 1 年生への引継

ぎも丁寧に行ってもらっているというお話でした。 

 そしてさらに、幼保の先生への２つ目の質問で、小学校入学に向けて重点的に取り

組んでいることはどんなことがありますかと、私のほうからあえて項目をお伝えさせ

ていただきました。その項目とは、本を読む、読み聞かせを含む、歌を歌う、身の回

りの整理整頓、食事マナー、挨拶、話の聞き方、時間を意識した行動、集団遊び、当

番活動、手を挙げて発表の経験をする、その他主体的に遊んだり、生活できること、

さらに困っていること、分からないことが発信できること、興味、関心を引き出し意

欲的に行動できること、劇遊び、鬼ごっこなどの遊びを通して考えを出し合ったり、

相手の思いに気づくような取組、竹馬のような難しいことに挑戦して達成感や自己有

能感を味わえるようにすることも大切にされているかということでした。すみません、

項目から先生の報告が混ざってしまいました。 

 幼児期の終わりまでに備わってほしい１０の姿、先ほど答弁にもありましたが、意
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識された保育を日々行ってみえるというお話を伺うことができました。小学校の先生

への質問では、小学校の先生方と幼稚園・保育園の先生方との交流研修、保育参観、

授業参観をされていること、研究報告などを聞かせていただきました。幼稚園・保育

園での遊び中心の学びから小学校に入学してすぐに始まる授業では、学習中心の学び

になるので、言葉で表現をすることができるように幼保のうちに会話をたくさんした

り、読み聞かせをたくさんしたりしてもらったり、いろんな体験をさせてもらってい

ます。特に正しい食事の姿勢を幼保のうちに、家庭にも協力してもらっていますとい

うお話でした。 

 東員町では、１６年一貫教育プランで基本的信頼感、自己肯定感、自己有能感を育

んでいくという実践があり、東員町教育大綱においても、だれ一人取り残さない教育

の実践と掲げられ、家庭で保護者の協力も得られるようになってきていて、確実に成

果も現れていてすばらしいと私も大変誇らしいと思っています。 

 そこで一つお尋ねをさせていただきます。再質問です。 

 城山小学校の先生から、スマホ使用の低年齢化の弊害についてご報告、ご指摘をい

ただきました。今の子たちは生まれたときから身近にスマホがあって、使用が低年齢

化しているとのことで、小学校生活にも影響が出始めているとのことです。スマホ使

用とかテレビとかゲーム、パソコンや動画などのメディアの利用時間については、家

庭の保護者の協力が最大なものとなりますが、幼保小連携の中でも、この課題は共有

してみえるでしょうか。お答えをお願いいたします。 

○議長（島田 正彦君）   岡野讓治教育長。 

○教育長（岡野 讓治君）   お答えさせていただきます。 

 スマホ等メディアの視聴、そこから生まれてくる弊害に関しては、今年、去年とい

う取組ではありません。十数年前から東員町全体で、そこから生まれてくる課題につ

いては真剣に考えて、それぞれ手を打っているところがあります。 

 ここ二、三年でいきますと、例えば、ちょっと本を持ってきたんですけども、新井

紀子という方が「ＡＩに負けない子どもを育てる」と、この先生の著書の中に、彼女

は東大ロボットの開発に携わっている方なんですけども、こういうのがあります。ス

マートフォンの普及は大人たちのＳＮＳやゲームに集中する時間を増やし、幼児が大

人同士の会話を聞く時間や、自分に話しかけられる時間を劇的に減らしている。大人

がＳＮＳに夢中になってしまって、実は大人同士の生の声とか、子どもにお話をする

時間というのが劇的に減っている。その劇的に減っていることから、何かしらの力が

子どもたちに欠けている、欠損しているのはもう疑いのない事実であろうというよう
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な警鐘を鳴らしていただいております。私どもはそのことを踏まえながら、昨年度か

ら子どもたちの言語管理、環境、読解力がどうなっているかというのをいろんなとこ

ろで調査をしております。これはある面で何かを実験的に決めて数量的にというので

はないんですけれども、長年、幼稚園、保育園で経験している先生方は、５歳児、年

長児になりましたら何かのトラブル、それから劇をみんなで作るとか、相談するとか

という問題があったときに、今までですと話をして解決をしたり、言葉で解決ができ

ておったらしいです、年長児なりに。ところが最近は、言葉が出る前に手が出てしま

ったり、怒ってしまったり、泣いてすねてしまって動けない子どもたちが実は多くい

るというような警鐘を鳴らしております。 

 私どもは３年計画で子どもたちの読解力というか、会話力、自分の思いを伝える力

をどう育てるのかという研修を進めて、今年２年目になりますけれども、来年度に向

けても、言葉で自分の気持ちや思いを伝えたり、解決できる力、そういう力を子ども

たちの中に育てていきたいなというのは、今、保幼小中の先生たちがみんなが一致し

て頑張ろうとしているところでございます。 

 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。幼保小で連携して、課題を

共有してみえる、言葉で子ども同士の関り合いをきっちりとしていくことが大事だと

いう目標で、しっかりと保育、教育をしてみえるというお話を聞かせていただきまし

た。ありがとうございます。 

 核家族化が進んで、子どもたちの家庭環境も十人十色です。家庭、教育の格差が拡

大してきているとも言われています。幼保から小学校へ円滑に接続していくための連

携、切れ目なく見守る体制は東員町１６年一貫教育プランの取組で、今日、教育長は

あまりその言葉を多く発せられませんでしたが、大変うまくできていると私は見させ

ていただいております。 

 コロナ禍で教育現場では行事の中止が本当に多くて大変ですが、保護者に寄り添い

ながら進める体制が必要で、保護者の理解と協力が得られやすいよう、いろんな工夫

や取組をしながら、幼保小の途切れのない保育、教育の実践を、ウィズコロナ、アフ

ターコロナでもよろしくお願いいたしたいと思います。 

 これで私の９月の一般質問を終わらせていただきます。 

 


