
1 

○議長（島田 正彦君）   日程第１「一般質問」を行います。 

 ここで皆さんにお願いしておきます。議員、執行者側とも発言は簡潔明瞭に願いま

す。 

 順番に発言を許します。 

 ４番、伊藤治雄議員。 

○４番（伊藤 治雄君）   おはようございます。４番、伊藤治雄でございます。

マスクを外して質問させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 ９月に入り、季節の上では秋となり、朝夕は涼しくなりましたが、まだまだ残暑厳

しい日もありますので、皆さんにおかれましては、体調維持に気をつけていただき、

元気に日々をお過ごしいただきたいと存じます。また、新型コロナウイルス感染症が

多方面に多大なる影響を及ぼしており、三重県では再度、緊急事態宣言が発令されま

したが、一日も早い終息を願うところであります。そのような中、献身的に感染症対

策にご尽力いただきます方々に心から敬意を表し、感謝申し上げます。 

 今年はオリンピックイヤーであり、先日までパラリンピックが開催されており、

日々、選手の活躍が報道されました。障がいと向き合って最善を尽くされている姿を

見ていると、涙を禁じえなかったのは果たして私だけでしょうか。私自身の努力とい

うものを今一度問われているように感じています。 

 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いたしま

すので、よろしくご答弁願います。 

 今回は、子育て支援と災害に関する事項につきまして質問させていただきます。 

 まず１．就学全教育・保育について（１）待機児童についてお尋ねいたします。 

 最初に、今回の質問に対し、保育施設名に関し、保育所と保育園という２つの呼称

が使用されています。両者とも同一施設と解釈されておりますが、児童福祉法におけ

る正式名称は保育所となっております。しかしながら本町では、保育園と呼称してお

りますので、以下、今回は保育園という名称を使ってまいります。 

 少子化社会において、国では仕事と家庭を両立しやすい環境整備、いわゆるワーク

ライフバランスの推進と、女性の活躍を推進するためには待機児童解消が最重要課題

と位置付け、次世代育成支援対策法が成立し、各種施策の展開が図られています。厚

生労働省の全国待機児童数資料では、平成２６年度が２万１，３７１人、令和２年度

が１万２，４３９人となっており、６年間で４１．８％減少しています。以降、本年

４月現在では、５，６３４人となっており、１年間で５４．７％の減少となっており

ますが、これは新型コロナウイルス感染への不安からの預け控えが原因と分析されて
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おります。また、令和２年の三重県における待機児童率は０．２０％で、待機児童数

は８１人となっております。 

 そこで、①待機児童の現状と概念につきましてお尋ねいたします。 

 全国的には減少傾向にありますが、近隣市町でもいまだ多くの待機児童が発生して

おり、毎年４月の保育園入園に際しては、希望する園に入れないといった事態が生じ

ているとお聞きしていますが、本町における状況について数点お伺いいたします。 

 １点目は、待機児童とはいずれの時点をもって待機児童と位置付けるのですか。１

年を通じて入園を希望される方はあると思いますが、待機児童という言葉の概念をお

伺いいたします。 

 ２点目は、年度途中で入園を希望されるものの、定員をオーバーしているため、希

望園に入園できない場合の措置はどうされていますか。 

 ３点目は、国において、平成２５年度から待機児童解消加速化プラン、平成３０年

度から、子育て安心プラン、令和３年度から新子育て安心プランが制定され、保育の

受皿整備に努めています。国における一連の子育てプランに対する見解をお伺いいた

します。 

 ４点目は、待機児童数の現状及び今後の推移についてお伺いいたします。 

 続いて、②今後の見通しにつきましてお尋ねいたします。 

 まず１点目は、年度途中の入園希望が定員をオーバーした場合の抜本的な体制づく

りについてお尋ねします。 

 ２点目は、令和２年４月の厚生労働省の調査資料で、本町における利用児童数が令

和元年度から１年間で１３４人増加しております。全国の市区町村数約１，７４０団

体の中で、１３８位に位置しており、その前後を見ても、人口数１０万人の自治体と

同等数となっております。率にすれば相当高いと認識しており、単なる人口の社会増

も一因と思いますが、その主たる増加要因についてお伺いいたします。 

 ３点目は、ニーズの高いゼロ、２歳児の今後の見通しと、対応についてお伺いいた

します。 

 ４点目は、公共施設等総合管理計画において、子育て支援施設も対象となっており、

これらの施設の老朽化による建て替え及び再編等の計画、ないし長寿命化、統廃合、

民間活力の導入方針についてお伺いいたします。 

 次に、（２）認定こども園についてお尋ねします。 

 平成１８年に制定された就学前の子どもに関する教育・保育等の総合的な提供の促

進に関する法律、いわゆる認定こども園法が平成２４年の子ども・子育て関連３法の
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中で法律の一部改正が実施されました。それまでは学校教育法に基づく幼稚園と、児

童福祉法に基づく保育園がありました。認定こども園とは、教育と保育を一体的に行

い、全ての子育て家庭を対象に、子育ての不安に対応した相談等を提供する施設で、

幼稚園と保育園の両方のよさを併せ持っており、都道府県等が認可、認定を行います。

就学前の子どもを保護者が働いている、いないにかかわらず受け入れて、教育と保育

を一体的に行うことと、子育て相談や親子の集いの場の提供と地域における子育て支

援を行う機能を備えることが必要とされています。全国的には、平成２３年には７６

２か所であったものが、８年後の平成３１年には約１０倍の７，２０８か所の設置と

なっています。三重県でも平成３１年で５５か所あり、年間１５か所増加しています。

近隣市町でも設置が促進されている状況であります。 

 そこで、①子ども・子育て支援関連３法制定の趣旨についてお伺いいたします。 

 まず１点目として、地方公共団体は地域の実情に応じた子ども・子育て支援の充実、

子ども・子育て会議の設置と事業計画の策定などの特徴が挙げられておりますが、こ

れに関する当局のご所見をお伺いいたします。 

 ２点目は、子ども・子育て関連３法の制定に先だちまして、次世代育成支援対策推

進法が時限立法で制定され、国における新たな子ども・子育てのための包括的かつ一

元的なシステム構築についての検討が開始されました。これに基づき、本町でも子ど

も・子育て支援事業計画や子ども・子育て会議設置の前提となったと認識しておりま

す。令和２年度から、本町事業計画では、新たな子ども・子育てのための包括的かつ

一元的なシステム構築についての検討が始まると記載されておりますが、この表現に

ついて具体的に今後の保育・教育に対する施策や、そこに及ぼす影響等について、率

直な考えをお伺いいたします。 

 次に、②子ども・子育て事業計画の位置付けについてお尋ねします。 

 本町では第２期東員町子ども・子育て支援事業計画を令和２年度から６年度を計画

期間と定め、事業の展開が図られています。 

 そこでお尋ねします。まず１点目として、保育園、幼稚園の現状及び今後の利用状

況はいかがですか。 

 ２点目として、計画書４１ページの基本目標２における、幼稚園、保育園の充実に

おいて、民間事業所による保育事業への参入と、新たな保育サービスについても検討

すると記載されております。また昨日の同僚議員のＳＤＧｓに関する質問に対し、町

長は、政策立案に際し、これからは国と組むよりも社会貢献を積極的に推進する民間

企業とのコラボが小さな自治体にとっては大切であるとの旨答弁されました。私も全
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く同感だと思います。その点も踏まえまして、現状と見解についてご所見をお伺いい

たします。 

 ３点目として、計画書５８ページに就学前の教育・保育、子育て支援サービスを総

合的に提供する認定こども園があるものの、本町にはありませんと記載しております

が、認定こども園というものに対する総合的なご所見をお伺いします。 

 次に、③子育て支援制度としてのメリット、デメリットについてお尋ねいたします。 

 これまでのように、保育園は厚生労働省、幼稚園は文部科学省が所管するという枠

組みを超え、認定こども園は内閣府の所管とし、２つの省の機能を有し、幼保連携型、

幼稚園型、保育所型、地方裁量型の４つのタイプがあります。家庭の事情や地域の実

情などに応じて選択できるように考慮されており、私としては、厚生労働省、文部科

学省といった二重行政が解消されるなど、冒頭でも申し上げたとおり、設置件数は全

国的にも増加傾向にあり、新しい就学前教育・保育のスタイルとしてメリットは多い

ものと考えますが、教育委員会としてのご見解をお伺いいたします。 

 次に、④本町における考え方と導入の可能性についてお尋ねします。 

 子ども・子育てに関し、令和元年にアンケート調査が実施され、保護者としては平

日利用したい教育・保育事業として、認定こども園が２１．５％あり、前回の平成２

６年調査と比較すると、認可保育所項目とともに大きく増加しています。 

 そこでお伺いいたします。まず 1 点目として、保護者などに認定こども園について

詳しく説明し、今後の選択肢の一つとして意見聴取を図られてはいかがですか。 

 ２点目として、子ども・子育て会議において、認定こども園に関する意見はありま

せんでしたか。あればどのような内容のものでしたか。 

 ３点目として、子ども・子育て支援事業計画書７２ページにおける認定こども園の

普及に係る基本的な考え方に、国の普及方針に基づき、保護者ニーズをはじめ、就学

前の教育・保育の質の向上に向けた幼保一体化の取組を進める中で、地域の実情に応

じた認定こども園の移行も視野に入れ、それぞれの容量や指針に基づいた教育・保育

課程の検討を進めますと記載しておりますが、今後の方向性も含め、教育長の忌憚の

ないご所見をお伺いいたします。 

 ４点目として、高齢化社会が進展する中、先にも述べましたように、令和７年には

年少人口が減少すると言われております。本町における今後の就学前の教育・保育事

業数をお伺いします。また、このような傾向の中、現在約４０年経過している施設も

あります。今後の施設の統廃合を見据えた場合、一元化した認定こども園であれば、

ハード面でスムーズな対応が可能であると思いますが、このような考え方についての
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ご見解をお伺いします。 

 以上です。 

○議長（島田 正彦君）   岡野讓治教育長。 

○教育長（岡野 讓治君）   おはようございます。伊藤議員のご質問にお答えい

たします。非常にたくさんのご質問をいただきましたので、答弁漏れ等があるかも分

かりませんけれども、またご指摘をいただきたいと思います。伊藤議員のご質問にお

答えいたします。 

 まず、待機児童の考え方といたしましては、毎年４月１日を基準日として希望園に

入れない園児という捉え方ではなく、どの園にも入れない園児を待機児童としており

ます。令和３年度につきましては、担任保育士の確保ができなかったため、４月１日

時点で１歳児に７名の待機がございましたが、現在は担任保育士を何とか確保するこ

とができ、待機児童は解消しております。しなしながら、年度途中で入園を申し込ま

れる方につきましては、保育士の確保がさらに難しいことや、保育室が不足すること

もあり、対応が非常に困難となっております。 

 このように、保育園利用のニーズは年々増加しております。増加している要因とい

たしましては大きく二つ考えられます。３歳未満の子どもにつきましては、女性の社

会進出の増加に伴い、ニーズが急激に高まっていると考えられます。３歳以上の子ど

もたちにつきましては、令和元年１０月に施行されました幼児教育・保育の無償化の

影響で、幼稚園から保育園へ利用を切り替える方が増加したことが主な要因となって

おります。 

 今後の見通しといたしましては、東員町子ども・子育て支援事業計画において、保

育園の特に３歳未満の子どものニーズの増加を見込んでおりますので、保育室の拡大

や、民間活力の活用についても検討し、新子育て安心プランにありますように、待機

児童を少しでもなくすよう、可能な限りの受入れを行ってまいりたいと考えておりま

す。 

 また、町内にある６か所の施設につきましては、長寿命化に向けて改修を行いなが

ら維持していくこととしております。現在のところ再編や統廃合の予定はございませ

んが、人口の動向等を見ながら検討してまいりますので、ご理解いただきますようお

願いいたします。 

 次に、認定こども園についてのご質問にお答えいたします。 

 認定こども園は、幼児教育・保育を一体的に提供するとともに、子育て支援の取組

を充実させるための新たな選択肢として、平成１８年度に国の制度が創設されました。
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また、平成２４年度には子ども・子育て関連３法に基づく、子ども・子育て支援新制

度を創設し、総合的な子育て支援を推進しており、認定こども園については、子ど

も・子育て支援新制度の柱の一つとして、就学前の子どもに関する教育、保育等の総

合的な提供の推進に関する法律の一部を改正し、普及を推進しております。 

 一方、本町におきましては、認定こども園制度の創設以前の平成１０年度から、幼

稚園・保育園の一体化を進め、平成１９年度には、全ての小学校区に幼稚園・保育園

一体化施設の整備が完了しております。東員町は、３歳以上の子どもを就学前教育・

保育の重要な時期と位置付け、子ども・子育て関連３法の趣旨を先取りして取り組ん

でいると自負しております。 

 具体的には、一つの園で、３歳未満の子どもたちの保育を行うとともに、３歳以上

の子どもにおいても幼稚園児・保育園児の区別なく、同じクラスで、同じ教育・保育

を実施しています。また、保護者の就労形態が変わっても園を替わることなく、幼稚

園・保育園の利用を変更できる認定こども園と同様のサービスは、既に保護者の皆様

に提供できております。加えて認定こども園が担う子育て支援事業は子ども家庭課・

学校教育課が中心になりコンパクトな町の特徴を生かして包括的に提供しております。

また、行政事務といたしましても学校教育課が幼稚園・保育園の事務を行っておりま

すので、文部科学省と厚生労働省に分かれていることによる二重行政の弊害をさほど

感じておりません。 

 認定こども園については、東員町子ども・子育て支援事業計画にもありますが、現

在のところ、本町としてのメリットはなく、今後、国の制度が改正され、保護者や子

ども達への支援が充実する内容となれば、移行も検討してまいりたいと考えておりま

すので、ご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（島田 正彦君）   伊藤治雄議員。 

○４番（伊藤 治雄君）   種々ご答弁ありがとうございました。数点、再質問さ

せていただきます。 

 まず１番の（１）②の待機児童の今後の見通しについてお伺いさせていただきます。 

 待機児童の受皿確保のポイントとして、保育士の確保というものが挙げられますが、

潜在的に保育士の資格を有する方は多くいると言われております。そのような中で、

保育士が退職した理由の多くに、仕事量が多いと回答しており、非常勤採用でもよい

が勤務時間の改善を要求しています。その点を踏まえまして、本町の状況と、ご所見

をお伺いいたします。 
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○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。 

 東員町の就学前の保育・教育の、私どもが方針としているのは２つあります。一つ

は、できる限り待機児童を出さない。もう一つは、質の高い保育・教育保育を推進す

る。そのような取組の中で、先ほど議員からご指摘があったように、一番の課題は保

育士の確保であります。この保育士の確保というところが今、非常に課題になってお

ります。 

 東員町の幼保の職員の構成は、正規職員、それから会計年度職員、これは担任もし

ていただく会計年度職員、そしてパート職員という、この３種の方々に働いてもらっ

ております。先ほど言われたように、ずれがあるのは私どもが求めているニーズと、

働きたいと思っている方とのずれがありまして、保育士の確保が難しくなっておりま

す。と申しますのは、園や私どもがどうしてもお願いしたい時間帯というのが朝の７

時半から１０時まで、夕方の１６時半から１８時というのが一番ニーズがある。とこ

ろが、保育士で希望される方、これはたくさんおるんですけれども、大体１０時から

１４時です。ここのギャップをどうしていくかというのに担当は今非常に悩んでおる

ところです。今は申し訳ないんですけど、正規職員の方に４つの時間パターン、７時

半から出てくる正規職員とか、８時半から出てくる方とか、４つ、５つのずれ勤と言

っているんですけど、勤務実態をずらしながらそれに今対応しているというところが

あります。それですと、体がもちませんので、事務量が多いと議員がご指摘なように

そのとおりなんです。減らせる事務量はどんどん減らしていこうというので、今私ど

もも平成２９年度から毎年改善を行っております。例えば、指導計画を書くとか、自

己評価表とか、個人の方にノートを書くとか、そういうのをどんどん減らしていこう

と。また環境整備や教材の準備なんかでも、シルバーの人を雇ったりとか、いろんな

方に助けてもらうとか、園や学校だけではできない、保育士の方々にはやっぱり保育

に専念してもらう条件を作っていくという努力をしております。 

 それから、研修も本当にバランスよくしたり、ノー残業デイを作ったりしながら、

保育士の方の事務量を減らしながら、保育士を確保し、そしてできる限り何かの事業

で、そのことで保育士を諦めるという方がないように、今取り組んでいるところでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○議長（島田 正彦君）   伊藤治雄議員。 

○４番（伊藤 治雄君）   ありがとうございました。いずれにしても、保護者ニ
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ーズに則したような対応、例えば保育士の時間帯を分けて採用するなど努力していた

だきたいなと思います。よろしくお願いします。 

 それと、先ほどちょっと申しましたけども、東員町が令和元年から２年にかけて１

３４人の応募者が増えたというところですけども、確かに消費税の１０％アップのと

きに、国が社会保障費をここら辺に充当するという方針で、保育料の免除、無償化、

ここら辺が大きな要因と言われておりますけども、厚労省の資料を見ると、確かに東

員町は１３８位で１３７位は豊田市であり、ここが１３７人の増加、三重県内では１

１３位に四日市市がありますけども、これは１５８人の増加と、ここら辺の人口を見

ると、豊田市でも４２万、四日市市で３１万人という、人口規模は相当大きいと思い

ます。だから比率にしたら、東員町のアップ率というのは相当あると思いますから、

それは単なる無償化だけが原因ではないと思いますので、そこら辺は今後も追跡調査

を実施して、そこには東員町のよさがあるかも分かりませんし、よく分析していただ

きたいなと思います。これは答弁結構です。 

 続いて、２の（２）の①認定こども園における子ども・子育て支援関連３法案の制

定の趣旨に関しまして、子ども・子育て関連３法では、少子化対策を全ての世代に夢

と希望を与える日本社会の未来への投資と認め、幅広い視点から施策を講じるものと

定めています。そして、次世代育成支援対策の一環として、一般社会における事業主

にも仕事と家庭の両立、いわゆるワークライフバランスの推進にも着目し、その支援

が求められておりますが、本町の現状についてお伺いいたします。 

○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。 

 事業主等に対して、私は所管ではありませんのでなかなかお答えづらいところがあ

るんですけれども、東員町も全庁を挙げて、この先ほど言われたような、それぞれの

職場の働き方改革をお願いするというのをやっております。三重県の産業支援センタ

ーや三重県が主催する多様で働きやすい職場づくりというところへの啓発、意識付け

ということを商工会等でお願いしながら、商工会にも行って研修会に参加してくださ

いとか、チラシを貼ったりとか、今、そういう啓発事業を中心に主に行っておると聞

いております。 

 それから、私どもとしては、やはり仕事と家庭を両立するため、そのための条件整

備として、待機児童をできるだけ出さない、保育士の確保というところに全力を挙げ

て取り組んでおりますし、また量の確保だけではなくて、東員町の保育園、幼稚園に

預けたいと思っていただけるように、質の向上、質の維持、そういうところを現在も
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目指して継続して取り組んでいきたいなと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（島田 正彦君）   伊藤治雄議員。 

○４番（伊藤 治雄君）   ありがとうございます。確かに教育長が申されるよう

に、公共団体にこだわることなく、各方面、民間の方へも足を運んでいただいて、積

極的なＰＲに努めていただきたいなと思います。それがひいては、ワークライフバラ

ンスの向上につながるものだと考えますので、よろしくお願いします。 

 続いて、２の（２）の③の子育て支援制度としてのメリット、デメリットについて

再質問させていただきます。 

 私はメリットの大きな一つの要因として、平成３０年に改定された保育所の保育指

針にあると思います。保育園が幼稚園や認定こども園と並んで幼児教育を行う施設と

明記されました。これはその後の令和２年の小学校における学習児童要領の改訂を見

据えたもので、幼・保・小の連携を強化する動きであったと思います。本年３月に改

定されました東員町教育施策大綱に明記され、教育長が常に申されている１６年一貫

教育プランの推進として、教育といったワードの下、幼・保・小・中の連携の充実の

一環として、ぜひとも預かりに主眼を置く保育園機能に幼児教育を加味した認定こど

も園の設置を検討されるべきと考えますが、再度、ご所見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。 

 子ども・子育て支援３法ができたときに、私どもはこの法の趣旨とかいろいろ勉強

させていただきました。そのときにいろんな意義があるということを思ったんですけ

ども、私が感じている意義は、認定こども園のような、このときようやく幼保一体型

の施設ができるようになったなと、仕組みが実現できたと。２つ目は、３歳から５歳

児を保育で預かるだけではなくて、もう日本は大事な就学前教育の時期と捉えなけれ

ば日本の子どもたちはなかなか育たないのではないかなというようなことを、私たち

も関係者もみんなが意識したのではないかなと思っておりますけれども、それで認定

こども園に即というのはちょっと私どもはあれで。実は東員町は古くからいくと昭和

５０何年に検討を始めました。平成１０年に幼保一体型の施設、幼稚園籍も保育園籍

も一緒に保育ができる施設というのを施行されました。 

 平成１９年にその施設整備が完了したんですけれども、東員町の幼保一体型施設の

特徴というのをちょっと述べさせてもらいますけれども、一つは、先ほども申しまし

たように、平成１０年度から１９年度にかけて、全小学校区にほぼ隣接する幼保一体
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型施設ができております。それからその施設では、幼稚園児、保育園児を入れる状況

があれば受け入れています。そして、３歳以上の幼稚園児、保育園児は一緒の部屋で

同じ保育、同じ教育を受けております。特に、私どもは小学校の連携というのを非常

に大事にしましたので、小学校区に作っておるんです。本来であれば、効率的に考え

ると、どこか町の中心に大きいのをぼんぼんと作っておけばいいんですけれども、そ

れでは小学校との接続がなかなか難しいと、だからほぼ横に作り、来年になったら小

学校に行けますよというような状況を６園完備させてもらいました。 

 認定こども園が幼稚園籍の子、保育園籍の子を預かるだけではありません。子育て

支援事業というのも当然していかなければなりませんけれども、東員町はコンパクト

な町です。それぞれの園で子育て支援事業をするというのじゃなくて、子ども家庭課

が中心になり、町の中心で、この間も子育て支援センターを作っていただきましたけ

ど、そういうところを中心にしながら１か所でできるような体制を持っています。 

 給食もそうなんです。昔は給食は保育園児は保育園の給食しかできない。食べたら

あかん、自園給食だけだったんですけど、それが変わってきまして、３歳は持って来

るようになった。もちろん３歳未満の子は自分のところで給食を食べさせる。教員の

免許もそうなんです。東員町に採用されている幼保の職員は幼稚園の教諭の免許と保

育士資格を持った人を採用しております。 

 今の東員町の幼保一体型施設は、認定こども園が求められているサービスは多くは

提供しているのではないか。認定こども園になりますと、条例を変えて、お金を投入

してシステムをまた変えないとあかん。そして人事配置、組織変更する必要が今のと

ころないのではないかなという認識を持っております。 

 すみません、ちょっといろんなことを言ってしまいましたけれども、以上でござい

ます。 

○議長（島田 正彦君）   伊藤治雄議員。 

○４番（伊藤 治雄君）   ありがとうございました。確かに、教育長が申される

ように、ハード面では認定こども園のスタイルをとっておると思います。古くは昭和

５６年に笹尾西幼稚園と第一保育園が設置され、もう４０年以上が経過し、それ以外

のものも平成に入ってから、順次そういうような形態をとっておると思います。ただ、

ソフト面において、先ほどから私も言っておるように、今の法律の下では、保育園に

おいての教育というものが果たしてどこまでなされているか。あくまでも預かりに対

する施策が保育園だと思っておりますので、そこら辺のソフト面の改正をすることに

よって、いわゆる教育というものをそこに取り込み、１６年の一貫教育ができるとい
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うようなメリットがあります。だからその切り替えというのはそんなに手間暇かかる

問題ではないと思いますので、認定こども園制度についても、本当によく検討してい

ただいて、保護者ニーズにある２１％という本当に大きな数字が出ておりますので、

よく検討をお願いしたいと思います。ご答弁は結構でございます。 

 続いて再質問させていただきたいと思います。今後の保育というものは、令和７年

には保育園の利用児童数がピークを迎え、それ以降は減少するものの、保育需要は増

加すると想定している中で、一般的によく選ばれる施設になるためには、量から質へ

の方向転換が必要と謳われています。具体的には、民間等が行っているファミリーサ

ポートセンター事業の充実、児童養護施設が行っている子育て短期支援事業、保育園

等が行っている一時預かり、幼児保育などがありますが、その点を見据えて、保護者

のニーズ調査を実施されてはいかがですか。 

○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。 

 保育・教育の質の向上は常に続けていかなければならない、私どもに与えられた使

命だと思っております。保育所のニーズの調査ですけれども、教育員会担当も参加し

ておりますけれども、これは子ども・子育て会議でまた実施されると思いますので、

子ども・子育て会議にこういうようなご要望がありましたとお伝えさせていただきた

いと思っております。 

 以上です。 

○議長（島田 正彦君）   伊藤治雄議員。 

○４番（伊藤 治雄君）   もう１点だけ、人口減少となる中では、一定規模の子

どもの集団を確保しつつ、保育・教育の提供が可能となる小規模保育教育としての認

定こども園は貴重な手段と考えます。そこで、幼稚園における教育要領と保育園にお

ける保育指針の抜本的な違いというものはどこにありますか。その中で、認定こども

園の利点というか、位置付けについてどのようにお考えかお伺いします。 

○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。 

 幼稚園要領と保育園指針、私どもも何回も文章を読ませてもらって、検討させても

らいました。本当に大きな違いは、今の段階でいくと、擁護という、子どもたちの生

命と心の安定をという項目が保育園指針に書かれております。あとは同じなんです。

あとは健康、教育の担い、教育の内容は健康、人間関係、環境、言葉、表現、この領

域に沿ってのことが書かれております。附則として書かれているのは、幼稚園の中に
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も当然書いてないけれども、子どもたちの健康や体を守る擁護というのは必要ですよ

というようなことは書いてありますので、今のところ、何十年前とちょっと違うよう

な幼稚園指導要領とそれから保育所指針の違いはほぼなくなってきたのではないかな

という認識でおります。 

 以上です。 

○議長（島田 正彦君）   伊藤治雄議員。 

○４番（伊藤 治雄君）   ちょっとばたばたして申し訳ございません。 

 続きまして、２の土砂災害について、各地土砂災害警戒区域等についてお尋ねいた

します。 

 記憶にもまだ新しい去る７月に熱海市で発生した土石流は、土砂災害警戒区域と重

なる区域で起こっております。この災害は開発事業者の責任に加え、工事に対する指

導管理が適切ではなく、人災ではないかとも報道されております。国においては、平

成１３年に土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律が施行

され、従来の災害対策工事の他に、ソフト対策を充実させようと制定されたもので、

安全の確保等の周知が図られてきたところであります。県が調査した県内の土砂災害

警戒区域として指定した数は、１万５，９３２か所あり、そのうち特に危険性が高い

特別警戒区域は全体の９割、１万４，３６８か所あると報じられました。いかにこの

ような危険区域が多くあり、開発行為やそのまま放置された状態が危険と隣り合わせ

であることを再認識いたしました。 

 そこで最初に、①区域指定の経緯と今後の見通しについてお尋ねいたします。 

 まず 1 点目として、本町には土砂災害警戒区域及び特別警戒区域は何か所あります

か。またここ数年間において、土石流、地滑り、がけ崩れ等、土砂災害の発生状況は

どの程度ありますか。あれば土砂災害警戒区域との関連性についてお伺いいたします。 

 ２点目として、平成２８年に実施された基礎調査における指定箇所の特色と担当所

管としてのご所見をお伺いします。 

 ３点目として、法律では国の基本指針に基づき、おおむね５年ごとに土砂災害警戒

区域等の見直し調査を行うこととなっております。指定区域追加や削除についての行

為は県の範疇であると思いますが、町からの助言を検討していただくことは可能です

か。また、現時点でその必要性はありますか。 

 次に、②国・県及び町の責務についてお尋ねいたします。 

 まず 1 点目として、法律に基づき、それぞれの業務内容と責任についてご説明願い

ます。特に、町の責務について詳細にお伺いいたします。 
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 ２点目として、特別警戒区域における開発行為に対する町の指針等を遵守してただ

くよう、県に要請することは可能なのですか。やはり地域のことを熟知した当該市町

の意見というものは、的確かつ有用であり、相応の対応が必要と考えますがいかがで

すか。 

 次に、③住民への周知についてお尋ねします。 

 まず１点目として、異常気象の影響で全国のどこでも土砂災害が発生するという状

況下にあり、台風シーズンを迎える中、余計な恐怖心をあおってはいけませんが、必

要最小限の土砂災害を含めた災害全般に対する危険性というものを今一度広報等を活

用し、住民に周知されてはいかがですか。 

 ２点目として、広報とういん９月号で防災に関する記事が特集され、改正された避

難情報等が記載されておりました。現在の本町の防災ハザードマップは２０１９年版

であり、土砂災害警戒区域の表示もありますが、分かりづらい面があります。そのた

め、土砂災害においてもその恐ろしさというものを住民に改めてハザードマップを更

新するなどアピールされてはいかがですか。 

 次に、④区域内における要配慮者利用施設の状況についてお尋ねします。 

 警戒区域内に学校、介護施設、病院等、要配慮者利用施設があれば、避難計画の策

定が義務化されています。令和２年時点で、県内には２９２施設ありますが、本町の

状況はいかがですか。 

 続きまして（２）土砂採取についてお尋ねします。 

 本町も以前から良質な山砂など採取する工事が行われてきました。現在も町北東部、

桑名市にかけて事業が実施されています。 

 最初に、①土砂採取の現状につきまして、県等に届けられている採取目的と計画期

間についてお伺いいたします。 

 次に、②安全確保指導に関しまして、主体は県だと思いますが、町として本事業に

対する現状監視等の体制はとっていますか。また指導の必要性が生じた場合の対応に

ついてお尋ねします。 

 次に、③跡地利用方針につきまして、本事業の土地は民有地と思いますが、土砂採

取事業完了後の土地利用方針に対して、町として関与できる範囲についてお尋ねしま

す。 

 以上です。 

○議長（島田 正彦君）   中村幹人建設課長。 

○建設課長（中村 幹人君）   伊藤議員のご質問にお答えいたします。 
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 土砂災害警戒区域等についてでございますが、平成１１年６月に広島県にて集中豪

雨による土砂災害が発生し、多数の被害が出たことを受け、平成１３年に、土砂災害

警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律が施行されました。この法

律により、三重県におきましても、国が定める基本指針に基づき、基礎調査を実施し、

県内で１万５，９３２か所の土砂災害警戒区域、イエローゾーンと言われるものでご

ざいます。それと１万４，３６８か所の土砂災害特別警戒区域、レッドゾーンと言わ

れるもでございますけれども、その指定がなされてございます。 

 東員町内におきましても、平成２８年３月に、傾斜度が３０度以上で高さが５ｍ以

上の区域、急傾斜地の上端から水平距離が１０ｍ以内の区域、急傾斜地の下端から急

傾斜地高さの２倍以内の区域をイエローゾーンとして２５か所、その内、急傾斜の崩

壊により建築物に損傷が生じ住民等の生命または身体に著しい危害が生じる恐れのあ

る区域をレッドゾーンとして２１か所の指定を行い、公表がなされております。 

 町内での近年の土砂災害の発生状況でございますが、記憶に新しい災害といたしま

して、令和元年９月の線状降水帯による豪雨において、大規模なものとして道路の法

面や、緑地帯等の崩落が３か所で発生いたしましたが、土砂災害警戒区域とは関連が

ございませんでした。 

 イエローゾーンやレッドゾーンの指定に対しての所見につきましては、指定区域外

におきまして、土砂災害が発生していることから、指定されていないからと安心する

ことができないと痛感しておるところでございます。 

 見直し調査の実施に伴う指定区域の追加の必要性につきましては、地形の大きな変

状が生じた場合には、指定するための基準に照らし合わせ、三重県に要望してまいり

たいと考えております。 

 次に、国・県及び町の責務につきましては、国は、土砂災害の防止のための対策に

関する基本的な事項、基礎調査の実施についての事項、区域指定の事項等を定めた基

本方針の作成。都道府県につきましては、基本指針に基づき５年ごとに区域指定の基

礎調査の実施。市町村におきましては地域防災計画において、土砂災害に関する情報

の収集・伝達、予報・警報の発令及び伝達、避難、救助等の警戒避難体制の確立等を

定めることとされております。また、災害時要援護者関連施設利用者のための警戒避

難体制の確立及び土砂災害ハザードマップによる周知の徹底を図ることとされており

ます。 

 レッドゾーンにおける開発行為については、土砂災害を防止するために自ら行う対

策工事の計画が、安全を確保するために必要な技術基準に従っていると判断された場
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合に限って、三重県において許可されることとなっております。 

 次に、住民への周知についてでございますが、本町といたしましては、法の趣旨に

基づき、ハザードマップの整備等により広く住民に周知を行ってきたところでござい

ます。また、避難情報変更の周知につきましては、広報とういん６月号及びホームペ

ージでも周知させていただいたところでございますが、改めて広報とういん９月号に

おいて避難情報、ハザードマップの再確認など、住民の方に認識していただくよう周

知をさせていただいております。 

 ハザードマップの改定につきましては、現在、三重県において県管理河川の浸水想

定区域について調査を進められておりますので、調査結果がまとまりましたら、その

情報も網羅した形で改訂を行いたいと考えております。 

 次に、区域内における要配慮者利用施設の状況につきましては、レッドゾーンにお

ける社会福祉施設、学校、医療施設共に指定がなされておりません。しかしながら、

笹尾西小学校、笹尾東小学校のグラウンドの一部が、イエローゾーンとなってござい

ます。 

 ２点目の土砂採取についてお答えさせていただきます。 

 土砂採取の現状につきましては、城山球場の北側で、本町と桑名市にまたがった区

域において３社が砂利採取を行っております。目的としましては、採取した土砂から

砂利及び埋立て用土を選別し利用しております。計画期間としましては許可の日から

３年間となりますが、３年おきに更新されているのが現状でございます。 

 次に、安全確保指導につきましては、砂利採取法に基づき三重県の職員による立入

検査が行われることから、毎年、町職員も同行し、十分な安全が確保されていること

を確認しております。さらに、指導が必要となった場合には、三重県を通じ厳しく指

導してまいります。 

 次に、跡地利用についてでございますが、砂利採取業者の計画では、残土による埋

戻しまでが計画されております。砂利採取業者は土地の所有者から承諾を得た上で砂

利採取を行っており、砂利採取終了後の跡地利用については計画書には記載がされて

ございません。しかし、許可を伴う計画の相談があった場合には、関係機関と連携し

できる限りの協議を行ってまいりたいと考えております。 

 ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（島田 正彦君）   伊藤治雄議員。 

○４番（伊藤 治雄君）   土砂災害について１点だけ再質問させていただきます。

１の３の住民への周知ということで再質問させていただきます。 



16 

 昨今の豪雨災害は過去の常識が通じない水準に達してきています。公共施設整備で

は過去からは５０年確率とか、１００年確率で施設整備を実施していっておりますが、

それを超えるような状況が散見されます。今回は想定外であるといって済ませられな

い情勢だと考えます。異常気象が日常化することや、本町における特別警戒区域も含

め、土砂災害区域が２５か所あることを考えれば、自治体は従来の経験値を離れ、防

災計画や避難指示基準等、関係する計画を改める時期にきているのではないかと考え

ますが、ご所見をお伺いいたします。 

○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）   お答え申し上げます。 

 議員ご指摘のように、本町でも令和元年９月にこれまでに経験したことのないよう

なすさまじい豪雨に見舞われまして、大きな被害が発生したところでございます。そ

の後も、全国各地で記録的な大雨によりまして、大きな被害が発生しておりますので、

これらを踏まえまして、最善の防災体制となるように現在の想定降雨量でありますと

か、浸水想定を再検証してまいりたいというふうに考えてございます。 

 以上です。 

○議長（島田 正彦君）   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、国からは最低の基準

値というようなものは作られておりますが、今はその基準値を超えるような災害とい

うのがどこでも起こっていますので、ぜひとも計画を改めるようにお願いしたいと思

います。 

 それから、ハザードマップについては、先ほどの答弁でよく分かりましたが、避難

情報、これは今回の広報でも周知されましたけども、特別警戒区域や警戒区域の表示、

本当にこのハザードマップを見ても、私も分かりづらかったと思います。ここら辺も

踏まえて、先ほどの答弁で、県河川の改修計画に基づいて、またハザードマップの見

直しも行うとありましたけども、早い時期に見直しをお願いしたいと思います。あり

がとうございます。 

 今回につきましては、災害シーズンを迎えるに当たっての対応と、就学前教育・保

育の在り方について、その課題や方向性を質問させていただきました。いかに現在の

住民ニーズを的確に捉え、将来を見据えた計画やビジョンを策定し、各種事業を推進

することが肝要であると私は考えます。 

 過去からの慣習にとらわれることなく、思い切った構想の転換も重要と思いますの

で、執行者側のご尽力をご期待いたします。 
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 また、新型コロナウイルス感染症について、緊急事態宣言が発令中でありますので、

当局におかれましても、コロナ対策について、ワクチン接種をはじめ、国県等の動向

に注視していただき、最善の対応をお願いし、一般質問を終わります。ありがとうご

ざいました。 

 


