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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。 

 ４番、伊藤治雄議員。 

○４番（伊藤 治雄君）   こんにちは。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。 

 師走、１２月に入り季節の上では冬となりましたが、まだまだ厳しい寒さを実感す

るのはこれからだと思います。皆さんにおかれましては、体調維持に気を付けていた

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影響をうえしてまいりましたが、最近では感染者数も全国的に

大きく減少傾向にあり、三重県でも感染者ゼロという日が続くようになりました。し

かし、最近新たな変異株が懸念されていますが、一日も早い完全終息を願うところで

あります。各方面の一層のご尽力をお願いするところであります。 

 それでは、議長のお許しを頂きましたので、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。 

 今回は令和元年９月議会で質問させていただきましたことに対する検証という観点

から、数点に関し、再度質問させていただきます。また、質問内容が細部にわたりま

すが、よろしくお願いいたします。 

 まず１、コロナ禍における経済対策について（１）地方創世臨時交付金事業につい

てお尋ねします。 

 コロナウイルス禍における日本経済は非常に厳しいものがあり、７か国が発表した

直近７月から９月期の国内総生産速報値は、企業の設備投資、個人消費、５つの減少

などにより、年率換算ではマイナス３．０％となりました。今後は緊急事態宣言解除

と経済活動の制限緩和で持ち直すとの見方をしていますが、原油高や新型コロナウイ

ルス第６波のおそれもあり、予断を許さない状況であります。 

 そこでお尋ねします。 

 最初に①キャッシュレス決済ポイント関連事業の実績と経済的効果につきまして、

本町が１０月に民間企業と共同で実施いたしました本事業は、私といたしましては、

反省点もありますが、事業所の振興策など経済に及ぼす一定の効果はあったと思いま

す。 

 まず１点目は、本事業における財源及び総予算額と実績額など、事業概要について

お伺いいたします。 

 ２点目として、メディア情報ではある自治体が予算額５億円で２０億円の経済効果
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を、またある自治体では事業費約１０億円に対し、経済波及効果は１５億５，０００

万円あったと推計していると報じています。本町内での参加店舗等の数や、経済的波

及効果などを含め、短期間での実施に対する総合的な所感についてお伺いいたします。 

 次に②今後の方針につきまして、１点目は政府が打ち出している一連の商業に関す

る各種支援方針に対するご所見をお伺いいたします。 

 ２点目として、全国的には創意工夫を凝らした様々な店舗等の支援策を講じていま

す。近隣自治体では、昨年度来、プレミアム付応援食事券等を発行していますが、本

町独自の新たな店舗等事業者の支援策の構築を図ってはいかがですか。 

 次に（２）新たな支援策について、①経営戦略策定のための事業所支援につきまし

て、先日政府は、新型コロナウイルス禍を受けた経済対策を臨時閣議で決定いたしま

した。分配政策として４つの柱を掲げ、国と自治体の財政支出は過去最大の５５兆７，

０００億円、民間支出を加えると、７８兆９，０００億円の事業規模と報じました。 

 そのような中で、今年度の補正予算総額としては、約３６兆円で、そのうち経済対

策の裏づけとなる追加歳出は３１兆６，０００億円を計上される見込みであります。

新型コロナウイルス対策に伴う飲食店の協力金や、事業者支援が予定されています。

一般会計における歳出総額としては過去最大規模となります。 

 そこで１点目として、政府が示した新たな経済対策に関し、継続的に地方創世臨時

交付金として６兆８，０００億円の財政支出に対する本町の所見及び今後の対応方針

についてお伺いいたします。 

 ２点目として、世界的な新型コロナウイルス感染症のパンデミックをきっかけに、

財産のニューノーマル時代が到来しました。社会的に大きな変化が起こり、その変革

をいかに新たな常識に、時機を逸することなく対応することが求められております。 

 そこで、アフターコロナ、ポストコロナ時代に繋がる新しい支援制度の設計が必要

であります。その一つの姿勢、スロット分析を活用した経済戦略策定があります。こ

れは自社製品のブランド力、価格、自社の経営状況や資産などの内部環境、市場内の

協業他社などの外部環境を含めて、トータル的に分析を行い、様々な角度から検証し、

事業課題等を発見していきます。自社の強みと弱み、社会環境における機会と脅威の

４項目に分けプロットし、可視化してデータを作成します。この分析はシンプルなも

のですが、改善のために競合機会を見出すのに役立つ強力なツールです。この分析に

よりコロナ禍における自社の今後進むべき方向性を抜本的かつ冷静に判断できると思

います。製造業、物販店等の組織はもとより、個人も含め、可能な業種までハードル

を下げていただき、国の交付金に限定せず、幅広い財源を活用して、ぜひともこのよ
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うな分析を実施すべきと考えますが、現在の実施状況等を踏まえまして、ご所見をお

伺いします。 

 以上です。 

○議長（島田 正彦君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   伊藤議員のご質問にお答えいたします。ちょっと多岐

にわたっていますので、ご通告いただいたことについてはご答弁があるんですが、ひ

ょっとすると答弁漏れもあるかも分かりませんので、ご容赦いただきたいと思います。

またご指摘ください。 

 新型コロナウイルスの感染症拡大では、国の緊急事態宣言や三重県のまん延防止等

重点措置が発せられました。私からも町民の皆様にメッセージを出させていただき、

移動の制限や３密を避けていただくようお願いし、大変ご不便、ご迷惑をおかけした

と思います。 

 今もそうなんですが、日本の戦略は、新しい感染者を出さないことが目的となって

おりまして、ワクチン接種率が世界トップレベルに達した今でも、大きな目的である

経済正常化が放置されたままになっております。３回目のワクチン接種もいいのです

が、人流の行動規制の考え方を改めなければ、日本の弱い成長率からの脱却はないと

考えております。国内の経済活動は縮小し、輸入品が高いと実感する状況は、日本経

済が劣化していることを意味しております。当然、町内でも、事業所等は経営状況が

悪化するなど、地域社会全体が疲弊しております。 

 このような中、国の地方創生臨時交付金を活用しながら、町内の事業所の支援策と

して、コロナ禍における新しい生活様式でのキャッシュレス決済の推奨とポイント還

元により、収益の向上を働きかけてまいりました。この事業における実績と経済効果

につきましては、速報値ではありますが、町内１４９店舗で利用されており、決済金

額の１億４００万円余が経済効果と考えております。また、これに伴うポイントは２，

７００万円余となり、予算の約７０％を執行いたしました。 

 今回は、桑名市と同時期の実施となったこともあり、多くの方にご利用いただき、

事業者からも好評の声を頂きました。しかし、一部周知不足といった面もありました

ので、この点は反省点と考えております。なお、実施期間の設定につきましては、１

か月という短期間でありました。期間を長くすれば、後半に集中する傾向にあり、効

果が薄いという情報から判断いたしまして、短期の実施ということにいたしました。

予算に余裕があれば、複数回実施するといいと思いますが、また新たな交付金が来れ

ば考えますが、今の状況では難しいのかなと考えております。 
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 ご提案のプレミアム付応援食事券等町独自の事業者支援策につきましては、スマー

トフォンを利用されていない方には有効な手段と考えられます。しかしながら、商品

券を購入する際に、希望者が販売場所に殺到して混乱を招くとか、あるいは買い占め

があるとかのおそれもあり、慎重に検討してまいりたいと思います。 

 ２点目の新たな支援策につきましては、現在、国で補正予算が予定されており、町

といたしましても、地方創生臨時交付金を活用した事業者支援等を検討する必要があ

ると考えております。国の動向には常に注視しておりまして、町への配分がありまし

たら、対応する事業を選定してまいりたいと考えております。 

 こうした国の経済支援については、商工会とも連携しながら事業者の皆様に的確に

情報提供を行ってまいりたいと考えております。 

 最後に、企業の経営戦略におけるＳＷＯＴ分析についてございますが、コロナ禍に

おいては様々な状況下でも適応力が求められますので、自社の強み・弱み・機会・脅

威などを知るＳＷＯＴ分析を活用した経営戦略は有効と考えております。現在も商工

会において、これらの無料相談を実施しておりますので、さらなる周知を行い、より

多くの事業者の皆様にご活用いただけるよう図ってまいります。 

 このところコロナウイルスの感染者は減少しており、感染対策の手を抜くことはで

きませんが、国も県も町も、これからは経済正常化に向けて本腰を入れていかなけれ

ばならないと考えております。 

○議長（島田 正彦君）   伊藤治雄議員。 

○４番（伊藤 治雄君）   ご答弁ありがとうございました。数点において再質問

させていただきます。 

 答弁の中でも簡単に触れられておりましたが、このキャッシュレス決済事業につき

ましては、一部の事業所に対しては一定の効果があったように思いますが、多くの事

業所が加盟登録をされたにもかかわらず、利用の少なかったところが多くあったこと、

これは１４９事業所が登録されたように聞いていますが、本当に一部にしか影響がな

かったのではないかと思っております。また、町民自体が本事業を知らないといった

ケースが垣間見られました。やはり周知方法に課題があったように思います。 

 またもう１点、決済方法がスマートフォンによるものに限定しているため、利用者

が限定されたという、この２点に関しまして、改善策等あればお伺いしたいと思いま

すが、いかがでしょうか。 

○議長（島田 正彦君）   石垣正紀産業課長。 

○産業課長（石垣正紀君）   周知不足の件と、もう一点は利用者が制限されたと
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いうところの２点のご質問にお答えさせていただきます。 

 周知不足につきましては、今回初めての事業ということもありまして、このキャッ

シュレスのキャンペーンというそのものがなかなか理解されなかったのかなというふ

うに思います。周知については、各戸にチラシを配布したり、事業者の方ではのぼり

旗、ポスターなどを掲示していただいて周知を図ったんですが、なかなかこのキャッ

シュレスのポイント還元というところの理解がしにくかったのかなというふうに思い

ます。その点を反省して、また次回、こういった事業を開催するときには、しっかり

と周知できるような方法を検討してまいりたいと思います。 

 また、スマートフォンを利用される方に制限があったということなんですけども、

こちらについても今、その事業者とキャッシュレスを推進するための協定を結んでお

りまして、どういった方の利用が多かったのか、少なかった年代どういった方が、ど

ういう年代が多かったかというところら辺をしっかり分析しまして、次の展開に向け

て取り組んでいきたいと思っております。 

 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した。２回目も、先ほどの答弁で、

あるかも分からないというところがあると思いますので、その点には十分活かしてい

ただきたいなと思います。よろしくお願いします。 

 町長へちょっとお伺いしたいんですけども、限られた自治体の財源で支援等を行う

上、最も必要とするものはだれであるのか、また何であるのか。しっかりと議論すべ

きであると思います。それが商品検討による経済の活性化、生活支援事業なのか見極

める必要もあると思いますが、簡単で結構ですので、お考えがあればお伺いしたいと

思います。 

○議長（島田 正彦君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   やはり私は停滞している経済を回していくということ

が非常に重要ではないかなというふうに思っております。 

○議長（島田 正彦君）   伊藤治雄議員。 

○４番（伊藤 治雄君）   よく分かりました。今後の対応、ひとつよろしくお願

いします。 

 それでは、ちょっと観点を変えて再質問させていただきたいと思います。今回の経

済対策の一環として売上減収の中小企業に対し、最大２５０万円を給付する事業復活

支援金が２．８兆円、また今回も地方創世臨時交付金が６．８兆円計上されています。
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前者については、切れ目のない中小企業支援策として積極的に活用していただくよう、

指導をしっかり行っていただきたいと思います。また、後者については、先ほど答弁

をいただきましたが、私ども総務建設常任委員会が以前より提案させていただいてお

ります水道基本料金の無償化につきましては、県下の多くの市町が実施しています。

一般家庭に対する生活支援は言うに及ばず、事業所における固定費の削減にも寄与す

るものであり、町内全域に均等に影響を及ぼす事業でありますので、効果は大である

と考えます。今一度ご検討する必要があると考えますが、改めてご所見をお伺いいた

します。 

○議長（島田 正彦君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   これは去年も同じ質問をいただいたんですが、本町と

いたしましては、その気はないということでございます。それは効果が薄く広くとい

うことで、あまり響かないのかなというふうなことを思います。また、実は三重県下

の状況でございますが、昨年度は１９市町がこの水道料金の減免をされました。とこ

ろが今年は、それが４市町になっております。恐らく、やってみて効果が薄かったと

いう判断ではないかなというふうに思っております。 

○議長（島田 正彦君）   伊藤治雄議員。 

○４番（伊藤 治雄君）   そこら辺は我々と若干見解が違うと思います。１９市

町も１回はやっているというところであって、それで効果が薄かったからやめたとい

うよりも、他の事業に着手したという観点の方が多いのかなと、私はしております。

そこら辺、またよくご検討いただきたいなと思います。 

 それでは次の質問に移らせていただきます。 

 次に２、公共施設整備とあんしん・安全について、（１）東員町公共施設とその管

理計画についてお尋ねします。 

 本事項は令和元年９月議会で質問しており、経営や事業内容につきましては省略し、

それ以降の推進状況などについてお伺いいたします。 

 本計画は平成２９年３月に策定され、以降、４年半が経過しております。計画期間

は３０年間と長期にわたっており、まだこれからではないかと思われますが、全国的

な社会経済状況の変革や、国も含めて、本町の財政状況の逼迫を鑑みれば、計画的に

事業の推進を図るべきと考えます。 

 そこで①現在の進捗状況、推進状況につきまして、現有施設の長寿命化、更新、統

廃合等の事業の実施状況と、庁内検討委員会の推進状況についてお伺いいたします。 

 次に②民間活力の活用と広域的連携につきまして。 
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 １点目は、管理計画に記載している民間の具体的事例として、指定管理者制度やＰ

ＦＩ方式等を検討するとなっています。指定管理者制度は、一部施設で実施されてお

りますが、ＰＦＩにつきましては、何も進展情報が示されておりません。そのため、

手法も含めて、現在民活につきまして、どのように推移しているかお尋ねいたします。 

 ２点目として、広域連携については、全国的な動向等、情報収集に努めるとなって

いますが、現時点において、何か参考となる先進地事例を検討されていますか。私は

バブルのような時代ならいざ知らず、今後迎える少子高齢化社会における財政状況は

非常に厳しく、近隣市町との施設相互利用などの広域連携の推進は絶対必要と考えま

す。その中で、町民プールの取り壊しが進んでおり、今後は独自のプール整備を行わ

ず、近隣市の施設を活用させていただく方針と伺っておりますが、現在はどのように

推移しているかお伺いいたします。 

 続きまして（２）利用者の視点に即した施設について。①障がい等の利用に際する

ソフト及びハード対策についてお尋ねいたします。 

 本町も本年３月に障がい者計画が見直され、同時に障がい者及び障がい児福祉計画

も３年ないし６年の計画期間として再スタートが切られました。私は障がいというも

のは一つの個性であり、尊重されるべきものと考えます。 

 そこでお尋ねいたします。行政として公共施設等の整備に関し、バリアフリー法や

三重県ユニバーサルデザインのまちづくり推進条例の順守と法に定めない部分、例え

ば、障がい者が安心して利用できる施設とするために、施設整備に際しては、当事者

の意見を十分反映させるため、障がい者の立ち合いを求め、意見聴取に努めるなど、

障害の根本を理解することが大切であると考えますが、施行に際し、ハード及びソフ

ト面に関しての見解と現状をお伺いいたします。 

 続きまして②教育保育現場における安全対策についてお尋ねいたします。 

 本件も令和元年９月議会で一般質問させていただきましたが、検証という観点から

再度質問させていただきます。 

 １点目は、小中学校の通学路につきまして、私も小学生の下校を見守りをわずかで

ありますが、させていただいております。自治会長さんなどの指摘により、一部、通

学路はいち早く改修をしていただき、安全の確保に努めていただいていることに感謝

申し上げます。 

 先日も、通学路の地図を見せていただき、視察してみましたが、まだまだ不安を抱

える場所が多々あると思いますが、担当所管として、現在の危険個所の把握とその対

応についてお伺いいたします。 
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 ２点目として、よくメディア等で報道されていますが、学校施設等への不法侵入者

に対する対策はどのようにしていますか、お伺いいたします。 

 以上です。 

○議長（島田 正彦君）   岡本幸宏総務課長。 

○総務課長（岡本 幸宏君）   伊藤議員のご質問にお答えいたします。 

 公共施設等総合管理計画に基づきまして、今年度は、総合体育館の屋根防水の改修

工事等を実施いたしました。また、インフラ施設についても、各所属での点検の実施

や、長寿命化改修計画に基づく計画的な改修を実施いたしております。例えば、橋梁

では、５年に１回の定期点検を実施し、橋梁長寿命化修繕計画を更新し、最新の点検

結果に基づき予防保全型の維持管理に努めております。今年度は役場西の戸上川に架

設されております丸山橋の長寿命化工事を実施しているところでございます。また、

２巡目となります定期点検も本年度実施しており、来年度には新たな橋梁長寿命化修

繕計画を策定する予定になっております。 

 次に施設を所管する課長をメンバーとする東員町公共施設等総合管理計画庁内検討

委員会」、公共建築物を中心に令和元年度と２年度で集中的に検討を重ねてまいりま

した。施設個別ごとの維持管理の見通しを立てることを目的といたしまして、対象施

設の選定や維持管理の方針などについて決定しました。 

 現在の進捗状況でございますが、対象とした施設ごとに改修の実施時期や、その概

算経費などの客観的情報を一元的に管理していくための長期保全計画表を令和２年度

末現在の改修計画として取りまとめを行ったところでございます。 

 次に、民間活力の活用と広域的な連携の考えでございますが、民間活力の活用とい

たしましては、指定管理者制度やＰＦＩ方式などの導入が考えられます。指定管理者

制度につきましては、管理の主体を公共団体などに限らず、民間事業者等の能力を活

用するということで、公の施設の効用を最大限に発揮し、効果的かつ効率的な管理と、

利用者に対するサービスの向上を図るとともに、維持管理経費の節減を図ることに期

待ができます。 

 本町の導入状況でございますが、共同福祉施設を平成２２年４月から、また陸上競

技場は令和２年４月から、管理者の指定を行い、適正な管理・運営に努めているとこ

ろでございます。また、ＰＦＩ方式の導入も有効な手段の一つと認識はしています。

指定管理者制度との大きな違いは、数十年単位で民間事業者に公共施設の運営権を与

えることで、民間資金を最大限に活用できる可能性もあり、財政支出の大きな削減効

果に期待ができます。ＰＦＩ方式の場合、民間事業者が利益を出せることが前提とな
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りますので、利用料などの収入が大きく見込める複合型の公共施設などが効果的であ

ると考えています。現状といたしましては、本町の場合、導入に適した施設もござい

ませんので、将来的に施設の統廃合を行い、民間と連携した複合型施設の建設が検討

されるようなことがあれば、ＰＦＩ方式の導入についても慎重に検討する必要がある

と考えております。 

 次に、広域的な連携の検討状況でございますが、全国的な動向調査によりますと、

水道事業での広域化が多く取り組まれております。個々の市町村が単独で水源を確保

することが、技術的や財政的に困難な状況などを理由として導入に至った背景がござ

います。 

 今後も引き続き、国や近隣自治体の動向など情報収集に努めてまいりたいと思いま

す。また、近隣市町との施設相互利用などの広域連携につきまして、いなべ市の方で

屋内プール建設の計画があり、令和５年度からの供用開始を目指しているとのことで

ございます。本町としましては、定住自立圏構想の一環として、利用料について協議

を進めてまいりたいと考えております。 

 今後も公共施設の管理・運営につきましては、民間企業の活用も含め、最適な方法

を選択することで、適正な維持管理に努めてまいりたいと考えております。 

 次に、障がい者等の利用に際するソフト及びハード対策について、お答えいたしま

す。 

 施設の整備につきましては、障がい者だけでなく高齢者や小さな子どもまで、社会

的弱者を含めた全ての人が安全で快適に利用できる施設が実現できるよう高齢者、障

がい者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、通称バリアフリー法や、県民の自由

で平等な社会参加を目的に制定されました三重県ユニバーサルデザインのまちづくり

推進条例などの法令の遵守が求められており、町といたしましてもこれら法令の基準

に適合した整備を推進していかなければならないと考えております。 

 また、施設の整備に関しては、障がい者に対する支援・サービスを提供する事業者

や、医療関係者、障がい者団体の関係者等から構成される東員町障がい者協議会にお

きまして、日常生活における不便や困り事について協議する場を設けており、バリア

フリーを含めた様々な協議を行っております。障がいのある方が安心して利用できる

施設は、どなたにとっても利用しやすい施設であると思います。 

 今後も施設の整備等の機会には、障がいのある方はもちろん幅広い利用者の目線で

施設整備ができるよう、意見聴取等の取組を進めていきたいと考えております。 

 次に、教育保育現場における安全対策についてでございます。 
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 小中学校の通学路の危険箇所につきましては、まず中学校では、年度初めに生徒自

身が、通学地区ごとの安全確認と、中学校周辺の交差点や道幅が狭いなどの危険箇所

の確認を行っております。 

 次に小学校では東員町通学路交通安全プログラムに基づき、各小学校に設置された

通学路安全推進会議におきまして、学校区ごとにＰＴＡや安全ボランティアなどから

の要望箇所を取りまとめ、いなべ警察署、県桑名建設事務所、町の建設課、町民課、

学校教育課をメンバーとした、東員町通学路安全推進会議を開催し、各小学校から提

出されました危険箇所の対策について協議を行っています。今年度は２０か所につい

て要望があり、現在、関係機関が、対策や実施内容の決定と整備を行っているところ

でございます。 

 学校等への不法侵入対策につきましては、本年１１月に宮城県の保育施設に刃物を

持った男が侵入した事件が発生しております。この事件は、男を不審に感じた保育士

が連携し取り押さえたことで、大惨事を未然に防ぐことができました。このような不

審者による襲撃に対する備えは、平成１３年に大阪府の池田小学校で起きた児童殺傷

事件を受けて全国的に行われており、防犯機能の強化や防犯訓練を行っているところ

でございます。 

 本町におきましても、各園校にさすまたやネットランチャーを使用した不審者を拘

束する訓練と、児童生徒の安全に避難させる訓練を実施し非常時に備えているところ

でございます。 

 よろしくお願いいたします。 

○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。 

 まず施設管理について、指定車管理者制度ないしＰＦＩ事業について、指定管理者

が２件、ＰＦＩはゼロということでありますが、両者ともやはり民間のノウハウを大

いに活用するという観点からぜひ実施すべきと思います。ただＰＦＩに関しては長期

間にわたり管理区分等非常に難しい点もありますので、言われるように、複合型の公

共施設というのがいいんじゃないかという、そのとおりだと思います。ただ東員町に

はそこら辺があまりないということで、今後の検討課題として頂きたいなと思います。 

 総合管理計画に基づく施設整備については長期的なものとなりますが、現在施工し

ていただいている身近な整備状況を見ますと、絶え間ない計画的な改修、改善が必要

と思われますので、今後ともよろしくお願いしたいということ。 

 それから、広域連携に関しましては、施設関係だけではなく、人的交流などあらゆ
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る面で実施すべきと考えますので、町政運営上、機を逸しないよう積極的に対応をお

願いしたいと思います。 

 それから、障がい者施策について再質問させていただきたいなと思います。 

 障がい者福祉に対する基本的な考え方としてよくノーマライゼーション理念という

言葉をお聞きになると思いますが、この解釈についてどのように考えており、日々支

援されているか、基本的なところで結構ですので、お伺いいたします。 

○議長（島田 正彦君）   日下部 聡地域福祉課課長。 

○地域福祉課長（日下部 聡君）   障がい者福祉に対する考え方でございますが、

本年３月に策定されました東員町障がい者計画では、障がいの有無によって分け隔て

られることなく、障がいのある方もない方も共に支え合いながら暮らすことができる

地域共生社会の実現に努めること、これを基本理念としております。 

 たとえ障がいがあったとしても、健常者と同じような生活環境、だれもが普通で当

たり前の生活ができるような社会を作っていくことが必要であると考えております。 

 また、これまでは多くの場面で障がいのある方を保護するというような観点で対応

してきたこともありましたが、近年ではその障がいを共に受容し、障がいのある方の

日常生活を健常者と同様の社会環境や条件に極力近づけようとする取組を、いわゆる

ノーマライゼーションという理念と認識しております。 

 先ほどの総務課長の答弁とも重複する部分もあると思いますが、障がいのある方が

安心して利用できる施設、これも施設がどなたにとっても利用しやすい施設であると

考えております。 

 今後も利用者、障がいのある方はもちろん、幅広い利用者の目線で支援ができるよ

うに取り組み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）   伊藤治雄議員。 

○４番（伊藤 治雄君）   両課長が答弁していただいたところ、本当にそのとお

りだと思います。端的に言えば、障がいがあろうがなかろうが、この社会の中で同じ

ように生活できる環境づくりというのが基本的だと思いますので、その点、今後も施

設づくり、それからソフト面においても心がけが必要だと思いますのでよろしくお願

いしたいと思います。 

 この項に関しまして、ちょっと教育現場におけるノーマライゼーション、いわゆる

インクルーシブ、教育システムというのがあると思いますけども、これに対する教育

長のご所見と、本町、教育現場において実施していれば、その具体的な状況について



12 

ご説明いただきたいと思います。いかがでしょうか。 

○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。 

 インクルーシブ教育に関する私８の所見と、それから具体的に、今東員町でどうい

うことをされとるかというのでお答えをすればいいんですかね。それについてお答え

をさせていただきます。 

 インクルーシブ教育ですけれども、障がいのある子とない子が共に可能な限り同じ

場で学ぶ、そして学ぶことによってお互いを理解し、そしてお互いを尊重する態度を

育てるという教育は私は大切な教育であると思っております。認識をしております。 

 東員町も具体的には多くの学校でもう進められておりまして、大体３つの方向で進

められております。一つは授業の改善、一つは環境整備、それから一つは意識啓発と

いうこの３方向で今進めております。授業の改善では、特別な支援のニーズのあるお

子さんのどういうところにニーズがあるのか、どういう交流を進めることによって、

このお子さんにとってプラスになるのかというのも含めながら、個別ファイルという

のを作りまして、そういう交流計画とか実施計画を立てております。 

 それからもう一つは、障がいのあるお子さんのことだけではなくて、みんなが分か

りやすい授業をどうするかというので、授業のユニバーサルデザイン化というのを進

めております。分かりやすい授業、例えば、見通しを持たせるとか、例えば言葉だけ

で説明するのではなくて、こんな図がありますよとか、表がありますよと比較で訴え

るとか、必ず褒める場面を付けて、何かをしたら即認めて評価していくというような、

７つの項目があるんですけれども、そのような評価の観点を設けながら、ユニバーサ

ルデザイン化を進めております。 

 それから条件整備でいくならば、その年々によりますけれども、階段に手すりを付

けたり、車椅子を配置したり、それからバリアフリー化、段差をなくすような全ての

ところの施設整備に取り組んでおります。 

 次に意識のことなんですけども、東員町は子どもの権利条例を制定しております。

その権利条例の中で、共に生きる権利というのがありまして、だれとでも仲間になる

機会が得られるように、子ども権利条例のより具体化をするために、年間を通して道

徳教育とか人権学習を進めておりますし、特に集中的に１１月２０日、子どもの権利

の日というのを制定しておりますので、その前後に向けて多様な方法で子どもたちの

人権啓発、意識を高める取組をしています。もちろん、まだまだ課題もありますので、

そういうところを解決しながら、理念実現のために努力をしたいと思っております。 
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 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）   教育長、ありがとうございました。確かに幼少の時期

からノーマライゼーションについての意識改革というのを根付かすことによって、大

人になったときに差別意識とか、そういったものがなくなっていくということがある

と思いますので、本当に我がこととして取り組んでいただきたいなと思います。 

 次に３、児童虐待について、（１）現状についてお尋ねします。 

 １１月は児童虐待防止推進月間でありました。虐待に関しましては、平成１２年に

児童虐待の防止等に関する法律が施行され、発生件数等の増加に合わせ、逐次、法律

等の改正が実施されました。コロナ禍の影響で全国的にも増加傾向にありますが、三

重県におきましても、昨年度の対応件数は２，３１５件発生し、６年連続で過去最多

を更新しました。中でもコロナ禍における親の在宅時間の増加により、心理的虐待が

大幅に増えております。また、そのような収入関係の不安定により、配偶者へのドメ

スティック・バイオレンス、ＤＶが子どもへの虐待にも影響していると分析しており

ます。 

 そこで①実態とその対応について。１点目は、直近の虐待、種別、発生件数、経路

別通告件数はどのように推移していますか。単年度で結構ですので、お示しください。

特にコロナ禍における動向につきましてはいかがでしょうか。 

 ２点目として、厚生労働省が示す支援ニーズの高い子どもたちを早期に発見する体

制強化策として、子どもの見守り強化アクションプランが発出されましたが、虐待が

発生した場合の各セクションの取組や対応方法とそこから見えてくる実態についてお

伺いいたします。 

 ３点目として、一般的によく言われておりますが、虐待と貧困との関連性につきま

してご所見をお伺いします。 

 続きまして（２）今後の対策について、まず①協議会等の積極的活用についてお尋

ねいたします。 

 １点目は、虐待やＤＶ等に関する会議として、平成１６年には市町村の役割を明確

化するため、要保護児童等対策地域協議会の設置が法定化されて、どこの市町村も設

置されておると思います。この協議会は官民問わず、各種関係機関が参加しており、

顔の見える関係づくりとしては大変重要であると認識しておりますが、協議会の内容

と活動状況についてお伺いいたします。 

 ２点目として、児童虐待に及ぼす影響の一つとして、ＤＶが大きく関わっているケ
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ースがあると言われております。この発生実態や関連についてご所見をお伺いいたし

ます。 

 続きまして②児童虐待に向けた住民参画についてお尋ねいたします。 

 １点目は、虐待や経済的理由などにより、実の親と暮らせない子どもの養育を担う

ことを目的として里親制度がありますが、その現状についてお尋ねします。この制度

は、実の親と暮らせない子どもを受け入れる社会的養育制度であり、一定期間養育す

る養育里親や、実の子として受け入れる養子縁組里親などがあります。三重県では、

里親登録数が増加傾向にありますが、養育委託率は過去１０年間で最低となっており

ますが、この制度に対する本町の現状と、所管する当局のご所見をお伺いいたします。 

 ２点目として、令和元年９月議会の一般質問でもお伺いしましたが、虐待の重篤化

を防止するためには、町民全体で子育てを支え、見守るという認識を持っていただき、

町内全域に意識付けることが必要であります。また、人権問題として許すことのでき

ない行為であります。そのため、現在本町にある４つの町宣言に、子どもを虐待から

守る町宣言として、新たに加えていただき、住民みんなで見守るという積極的な姿勢

が必要であると考えますが、いかがでしょうか。 

 以上でございます。 

○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）   それでは、伊藤治雄議員からの質問にお答

えさせていただきます。 

 まず、児童虐待についてのご質問にお答えさせていただきます。 

 一点目の現状について、まず、本町における虐待種別相談受理件数でございますが、

主な種別といたしまして、身体的虐待や心理的虐待、育児放棄などでございまして、

平成３０年度は３７件、令和元年度は１８件、令和２年度は４１件となっております。 

 次に、主な通告経路別の件数といたしまして、平成３０年度は、北勢児童相談所か

ら７件、その他、学校・近隣住民などから３０件、令和元年度は、児童相談所や警察

署からそれぞれ３件、その他、医療機関などから１２件、令和２年度は、学校から１

６件、その他、保育所などから２５件となっております。 

 次に、新型コロナウイルス感染症の拡大による影響といたしましては、学校の休業

や外出自粛等の影響から、児童虐待の増加が懸念され、本町においても令和元年度と

２年度を比べますと相談件数は増加いたしております。しかしながら、直接的にコロ

ナ禍の影響があったと思われる事案は１件にとどまり、本町においては、大きな影響

はなかったものと考えております。 
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 次に、児童虐待への対応につきましては、国の子ども虐待対応の手引きに沿いまし

て対応を行うとともに、令和２年４月に厚生労働省から発出されました子どもの見守

り強化アクションプランに沿いまして、支援対象児童等の定期的な状況の把握や、見

守り体制の強化に努めているところでございます。 

 また、貧困との関連においては、生活していくために仕事に追われ、時間・心身と

もに余裕がなく、貧困は、ネグレクトなど虐待に繋がる一因になるものと考えており

ます。 

 ２点目の今後の対応についてでございますが、まず、要保護児童等対策地域協議会

いわゆる要対協でございますが、こちらの活動状況といたしましては、虐待を受けて

いる支援対象児童等の早期発見と適切な保護、支援を図るため、日頃から児童相談所

や警察など関係機関と顔の見える関係づくりを重視いたしまして、ささいなことでも

情報共有できますよう常に連携を密にし適切な対応に務めております。 

 要対協における支援対象児童件数でございますが、９月末現在で、３８世帯、７６

人となっております。 

 また、本町におけるＤＶの発生実態でございますが、主に身体的な暴力や性的強要

などで、平成３０年度が４件、令和元年度が４件、令和２年度につきましては７件の

相談を受け付けております。 

 ＤＶが及ぼす児童虐待への影響といたしまして、ＤＶが起きている家庭では、子ど

もに対する暴力が同時に行われている場合もございまして、子ども自身が直接的暴力

を受けている場合は当然でございますが、子どもの面前で夫婦間で暴力を振るうこと

は、子どもへの心理的虐待にも当たり、心身の発達に悪影響を及ぼすとものでござい

ます。 

 本町の要対協では、児童虐待だけでなく、児童虐待に関係するＤＶ事案も支援・協

議の対象といたしており、児童虐待の要因となる様々な問題解消を目指し、対応いた

しております。 

 次に、虐待防止に向けた住民参画の取組といたしまして、まず、里親制度は、児童

虐待などにより家庭での養育が困難と判断された場合の養育支援の一つの手段でござ

いまして、県が行っている制度でございます。 

 児童虐待の防止は、子育て家庭だけが取り組むものではなく、児童虐待を容認しな

い社会風土の醸成と、子どもやその家庭を見守り、支え、ときには暖かく手を差し伸

べる地域社会の形成が大変重要でございます。 

 社会的養育を必要とする子どもを預かる里親さんも、本町では３世帯の登録がござ
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いまして、それぞれご活躍いただいております。しかしながら、まだまだその数は少

なく、今後、そのような方や団体が増えていくことを期待いたしております。また、

三重県下における令和２年度末の里親制度委託率でございますが、３２．６％で、過

去１０年間で最低であったとの新聞報道がございました。その要因は、児童福祉法の

改正により、家庭養育優先の理念が規定されまして、県では里親登録数の増加を図る

ため、出前講座や説明会等を積極的に行ったことにより、委託率の分母である里親登

録数の増加が委託率低下の要因であるとのことでございます。 

 一つの考え方として、里親登録数が増えたことは、年々増えつつある社会的養育を

必要とする児童の養育先の選択肢が増えることに繋がり、一概に委託率の低下だけを

取り上げるものではないというふうに考えております。 

 最後に、子育て支援、見守る意識の重要性を内外に宣言・表明することにつきまし

ては、子ども達が作った子どもの権利条例の前文に、子どもたちの声を受け止め、子

ども一人ひとりの人権が保障される社会の実現に全力を尽くすことを宣言すると記し

ております。この宣言の趣旨に沿いまして、積極的な意識啓発と住民参画を呼びかけ、

さらにその意思表示を明確にするため、現在、宣言の効果も含めて、庁内で調整して

おるところでございます。 

 ご理解賜りますよう、よろしくお願いします。 

○議長（島田 正彦君）   伊藤治雄議員。 

○４番（伊藤 治雄君）   課長ありがとうございました。児童虐待とＤＶの関連

性については、本当に長い答弁をありがとうございます。本当に重点的に対応する部

分だと思います。 

 その点、１点だけ申し上げたいのは、今、要対協、いわゆる要保護児童等対策地域

協議会とされていますが、よその市町村ではこの等を省いて、ＤＶを直接入れ込んで

いる、虐待とＤＶは関連しますので、この協議会として捉まえておくところも多くあ

ると思いますので、この点は一つ考えていただきたいなと思います。 

 １点だけちょっと再質問させていただきます。 

 県では昨年度から人工知能、ＡＩを活用した対応システムを導入しており、重篤化

や再発防止効果が期待されていますが、この事業に関し、当局のご所見や取組及びそ

の効果等につきまして、何かあればお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。 

○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）   お答えさせていただきます。三重県では、

令和元年７月から人工知能、いわゆるＡＩでございますが、それの導入に向けて実証
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実験を行いました。昨年７月、令和２年７月より県内全児童相談所におきまして運用

が開始されたというふうに聞いております。 

 県によりますと、そのＡＩが過去のデータ、治験でございますが、を基に導き出し

た傾向と職員の経験値、これを基に対応できるようになり、判断の質の向上、また対

応の幅が広がったというようなことでございます。ただ、ＡＩに職員の感覚と明らか

にずれておるというような場合もございまして、その原因分析やさらなるデータの蓄

積、そういったことが今後も課題になろうかというふうに聞いております。 

 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。確かに今すぐにやるというの

は難しいと思います。いろんなデータがそろってきてからやっていくということも大

切かなというふうにも思いますので、頭の片隅にでも入れて、今後検討いただきたい

なと思います。 

 今回は福祉というものに重点を置かせていただき一般質問をさせていただきました。

最近は施設整備等ハード面においては、法律の整備などにより一定の知識を有し、そ

れなりの配慮が尽くされるようになったと思います。しかしながら、一定期間障がい

を有する方を含め、障がい者の方や高齢化などに対する心のバリアフリーというもの

を常に念頭に置き対応することが、今後の大きな課題と考えます。障がいの方や高齢

者の方が利用しやすい施設や制度は、答弁にもありましたが、必然的に健常者の方も

使いやすい町になるということを念頭に置いてください。特に気遣い、心遣いといっ

たソフト面に配慮した施策の推進をお願いいたします。 

 また、児童虐待に関しましては、桑名市においては平成２５年に、子どもの笑顔を

守るまち桑名、子どもを虐待から守る都市宣言を記述、設定しました。それ以降の虐

待件数につきましてお聞きしたところ、重篤事例は減少しているものの、発生件数は

増加しているとのことでありました。その要因は、広く住民に、子どもは地域、社会

の宝であり、未来を担う希望です。虐待は身近に起こり得ることを心に刻み、子育て

に不安や悩みを感じている家庭に気を配り、私たち全員で子育てを支える町にしてい

きたいと宣言した結果、多くの住民が自分事と認識し、住民からの通報が増えた結果

であり、大きな効果があったと要因をいただきました。私もその当時、この宣言制定

に関わっており、名古屋市の方でしたけども、この情報を散見され、このような宣言

をする町は何てすばらしいでしょうか、住んでみたくなりますとのご意見を頂き、本

当に良かったと痛感したことを覚えております。 
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 本町では、近隣、知人からの通報経路が、先ほどの答弁にありましたが、令和元年

度も２年度も全くありません。やはり住民にも児童虐待を一緒に考えていただく観点

から、町宣言の一つに加えていただくことを強く訴えまして、私の今議会の一般質問

は終わります。ありがとうございました。 

 


