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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。 

 ５番、片松雅弘議員。  

○５番（片松 雅弘君）   令和３年度１２月一般質問をさせていただきます片松

雅弘です。よろしくお願いいたします。 

 今年も残すところあと１か月を切り、新しい年ももうすぐです。今年も新型コロナ

ウイルスに振り回された１年でした。先ほど、ワクチンを打つとか打たないとかの話

もありましたが、感染予防のワクチンの接種が進んだことにより、新規感染者も減り、

希望の光が若干見えてきたような気がします。 

 東員町でも、新型コロナワクチン第３回目の接種が予定され、今月から順次クーポ

ンを送り、接種を希望される全ての町民の皆さんの接種開始となるところですので、

職員の皆様につきましては、もうひと踏ん張り頑張っていただきますようお願い申し

上げます。私はクラウドファンディングは聞きませんので安心してください。 

 １２月の私の一般質問は、幼稚園・保育園の待機児童についてお聞きします。通告

書に従いま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。 

 子育て世代にとって、東員町の施策は本当に充実していて、それらは十分に機能し

ているかなど現状を伺いたいと思います。 

 一つ目は、「保育園落ちた、日本死ね」と題した匿名のブログが話題になってから

５年あまり経ちますが、東員町での保育園・幼稚園の需要と供給のバランスはどうで

あるか。ここ数年における保育園の待機児童の現状についてお聞きします。 

 ２つ目は、東員町の保育園・幼稚園をはじめ、小学校の児童数の偏りについて伺い

ます。東員町には、保育園・幼稚園、小学校と各学校区にそれぞれ６校、６園ありま

す。団地と在来区と大きく２つに特徴を持っておりますが、それぞれの地域に特徴が

あり、地域に根付いた歴史を持っています。特に団地につきましては、分譲時期から

時間も経過していることから、子どもの数も少ない状況です。それに引換え、在来地

区のある一部地域では、ミニ開発、ミニ住宅開発が行われて人口が増加していること

から、子どもの数も増えています。急激な児童増加や偏りをどう受け止めて、急激な

増加により教室不足にはなっていませんかを伺います。 

○議長（島田 正彦君）   岡野讓治教育長。 

○教育長（岡野 讓治君）   片松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
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ます。この考え方での待機児童の状況といたしましては、令和２年度まで園児数に応

じて保育士を確保し、待機児童ゼロ人を続けることができておりました。令和３年度

につきましては、４月１日時点で担任保育士の確保ができず、１歳児で７名が待機児

童となりましたが、現在は解消されております。しかしながら、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、現在７名の待機が発生しております。 

 さらに、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歳以上の子どもに

つきましては、令和元年１０月に実施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

充や民間活力の活用についても検討し、待機児童を少しでもなくすよう、可能な限り

の受け入れを行ってまいりたいと考えております。 

 次に、児童数の偏りについてお答えいたします。ここ１０年の増減を見ますと、減

少となっているのが三和、笹尾東、城山の３校区、横ばいとなっているのが稲部及び

笹尾西校区であります。この５校区につきましては現在のところ教室不足はありませ

んが、神田校区につきましては、住宅開発が進んだことで児童数が大幅に増加し、教

室数が不足したため、平成２６年からプレハブ校舎を使用しております。今後６年の

児童数について、令和３年４月２日の住民基本台帳人口の未就学児数から推計いたし

ますと、稲部及び神田校区の児童は増加しますが、他の４校区については横ばい、も

しくは減少になると見込んでおります。 

 このように児童数が増加する校区と、その他の校区で偏りが大きくなることが予想

され、児童数の増加と国が段階的に推進している３５人学級の編成により、増加する

小学校では教室数が不足することも考えられます。 

 教育委員会といたしましては、まずは、多目的室などを普通教室とすることや、そ

れでも対応し切れない場合は、プレハブ校舎の設置など、対策を進めてまいりたいと

考えております。 

 ご理解をいただきますようお願い申し上げます。 

 訂正します。５分の４ページのところの中間で、他の４校区については横ばいとい

うのが正しくて、私は５校区と言ってしまいましたので訂正をさせていただきます。 
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 以上です。 

○議長（島田 正彦君）   片松雅弘議員。 

○５番（片松 雅弘君）   教育長から答弁をいただきました。令和２年度にはゼ

ロ人、令和３年度は７名あったということで、現在は解消ということになっているん

ですけど、やはり途中での加入というのが非常に問題になっているというか、確保し

づらいという状況はよく聞かせていただいて分かるんですけども、ただし、現行の待

機児童数のカウント方法は、民間保育園施設、それから民間保育園、認定こども園、

小規模保育園、家庭での保育など、申し込んだ児童が認可に入れなくても、認可外に

入れれば待機児童は本来はカウントされません。また、遠くの認可、認可外を勧めら

れて辞退すると、特定の保育所等を希望している児童に分類され、これも待機児童数

には含まれておりませんけども、こういう待機児童というのはどれぐらいいて、どれ

ぐらい把握していますか、お答えいただきたいと思います。 

○議長（島田 正彦君）   日置貴久学校教育課課長。 

○学校教育課長（日置 貴久君）   お答えさせていただきます。町内のどこの園

でも入園したいと希望している方というのは、待機児童となっているのは７名ござい

まして、その７名以外の別に、保育園を指定して待機となっている方が２名いるとい

う状況でございます。 

 以上です。 

○議長（島田 正彦君）   片松雅弘議員。 

○５番（片松 雅弘君）   このように、最初の答弁とは違う数字というのも出て

くるわけなんです。こういったカウントされない待機児童さんは、隠れ待機児童と実

は呼ばれています。待機児童ゼロといっても、４月に認可保育園等の全部入っていた

だくことが実現したわけではありません。入園決定率も待機児童数も４月の時点での

数字でございます。４月は卒園と進級があり、保育園の園児募集が年間で最も多くな

る。そして年度途中には入れない子どもの待機がだんだん増えていく。子どもは年間

を通じて生まれてきます。親子の健康状態や仕事の都合、その他の事情から、家庭が

入園を希望する時期は様々あると思います。年度途中で保育が必要になる場合もあり

ます。 

 そう考えると、保育園はいつでも入れるようであってほしいと思いますが、いかが

でしょうか。 

○議長（島田 正彦君）   学校教育課課長、日置貴久君。 

○学校教育課長（日置 貴久君）   お答えいたします。いつでも入れる状態が望
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ましいと考えておりますが、年度途中の保育士の確保や、近年、やはり３歳未満の子

どもの入園希望者が増えております。そういった状況と、また現在の施設の状況も鑑

みますと、対応が非常に難しい状況となっております。 

 以上でございます。 

○議長（島田 正彦君）   片松雅弘議員。 

○５番（片松 雅弘君）   もちろん最初のご答弁の中で、その保育士の確保とか、

施設というのは重々理解した上でお話をさせていただいているつもりなんですけども、

やっぱり希望者がいても入れないというのは非常に残念なことになります。特に、子

育て家庭が安心して子どもを産み、育てるには、安心して保育園にいつでも入園でき

ることが必要だと思っています。 

 また、待機児童問題の他に、育児退園についてもお聞きします。２人目が生まれて、

親が育児休暇を取得すると、既に保育園に通っている一人目の園児さんを退園させな

ければならないケースがあるということです。待機児童で入園できないばかりか、第

２子ができたら退園してくださいというシステムです。赤ちゃんの世話をしながら上

の子どもの面倒を見て、心身ともに疲弊し、頼れる親戚らが側にいない場合もと、孤

立していってしまうということもあるんですけど、近年はどれぐらいありましたか。

育児退園ですね。お聞かせください。 

○議長（島田 正彦君）   日置貴久学校教育課課長。 

○学校教育課長（日置 貴久君）   近年ということですので、まず昨年なんです

けども、３歳未満の子どもは１６名が退園されております。３歳以上の子につきまし

ては２３名みえるんですが、保育園籍から幼稚園籍へ転籍することとして、引き続き

園に入っていただいている状況。今年度につきましては、３歳未満の子どもについて

は２１名が退園、３歳以上の子については２０名いらっしゃるんですが、先ほどと同

様に、保育園から幼稚園の方に転籍して、引き続き園に入っていただいておる状況で

ございます。 

 以上です。 

○議長（島田 正彦君）   片松雅弘議員。 

○５番（片松 雅弘君）   結構な方々がみえるんですよね。昨年度は３歳未満の

児童さんが１６名、今年は２１名と、今お聞きしたんですけども、３歳未満というと、

一番手のかかる大変なことじゃないかなと思うんですけども、これ不思議なのは、入

園している人を退園させて、別の待機児童さんを入れると、そういうことなんですよ

ね。そうすると、見かけ上の待機児童数はもちろん減ります。ところが自治体は今、
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暗に数え方を変えただけだと思えるんですが、ある１１月の情報誌で、桑名市は子育

てしやすい桑名市に、本日の中日新聞にも掲載してありましたが、桑名市は保育園の

育児退園を廃止しますと、声高らかに掲載してありました。４月から。人口減少が進

む中で、第２子、第３子の出産・育児に専念していただけるよう、子育てしやすい環

境を確保していくためには、東員町も育休退園の運用を見直すお考えはありませんか。 

○議長（島田 正彦君）   日置貴久学校教育課課長。 

○学校教育課長（日置 貴久君）   現在、３歳未満の子に関してですが、入園を

待っていただいている方、議員もおっしゃるように、みえまして、原則やはり退園と

いう形で対応いただいている状況でございまして、しかし、特例的に保護者の健康状

態など、保育の必要性に係る事由に該当すると認められるときは利用を可能としてい

る状況でございます。 

 また、先ほども述べましたが、３歳以上の子に関しては、保育一体施設で園を運営

しておりますので、保育園籍から幼稚園籍に転籍いただくことで継続利用を可能とし

ておりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。 

 以上です。 

○議長（島田 正彦君）   片松雅弘議員。 

○５番（片松 雅弘君）   できるだけ待機児童を出さないよという努力をしてい

ただいているというのは理解します。理解しますし、今後ともぜひお願いしたいと思

っております。 

 ただし、ちょっと考え方を変えて、そしたら年度途中の受け入れ枠に弾力性を持た

せる方が保育現場にもゆとりが生まれて、保育の質も上げやすくなると思うんですが、

その辺はどうお考えでしょうか。 

○議長（島田 正彦君）   日置貴久学校教育課課長。 

○学校教育課長（日置 貴久君）   保育士の配置数や保育スペースに余裕がある

保育しやすい環境というのは非常にうちも望んでおるところでございますが、実際に

はやはり待機児童も出ており、保育士にも余裕がなく、施設の増設についても容易で

はないというふうに実感しております。 

 今後も、理想の状況に近づけるよう、引き続き保育士の確保に努めるとともに、施

設的には民間活力の活用を検討してまいりたいと思いますので、ご理解賜りますよう

よろしくお願いいたします。 

○議長（島田 正彦君）   片松雅弘議員。 

○５番（片松 雅弘君）   当初から、保育士の余裕、それから施設が狭いよと、
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場所がないよというのをお聞きしているんですけど、子育てでは安心して子どもの健

やかな育ちのためには、保育施設、保育事業がゆとりをもって行われることが必要だ

と思います。年度途中で入園ができるようにすることや、子どもがゆったり遊べる保

育スペースを確保する。そして先ほどから言われている保育士の配置を増やすといっ

たこと。まずこれで言えるのは、他の地域と比べて低いと言われている保育士の賃金

なども見直すべきだと思います。 

 行政の無駄というのはなるべく省かなければなりませんが、次世代を健やかに育て

たいと考えているのであれば、この部分は省いてはいけない部分だと思うんですけど、

いかがでしょうか。 

 また、保育を必要とする家庭には、子どもの生まれ月、親子の健康状態、仕事の都

合など、様々な事情があり、保育を開始したい時期は家庭によって異なってきます。

年度途中の希望する園に入園できるようになれば、子育ての安心感は格段に大きくな

る、特に東員町は子育てしやすい町を自負しています。途中入園、それから保育事情

へのゆとり、保育士の賃金の見直し、それから近隣市町の育休退園の対応の変化につ

いて、周りは変えてきていますよという変化について、ぜひ教育長の考え方をお聞か

せください。 

○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。 

 課長が答弁したとおり、私どもが最善、努力をしているのが年度初めの待機児童を

出さないということです。そのためにはいろんな手を打っておるんですけれども、例

えば、保育士の賃金というのは、正規の賃金というのは、他市町とはそんなに遜色あ

りません。それから保育士の質で言いますと、これは保育現場からの要求を私どもは

実現しているんですけども、１歳児の定員、これは国は６名、私どもはきめ細かい保

育を実施するということで４名を堅持しております。４名で１人の保育士を入れてい

る。そういうような質の確保も続けております。それから、正規職員の率、多分、具

体的には調べていませんけども、公立幼保園の正規職員の率は、多分東員町は圧倒的

に高いのではないかなというふうな、そういうような待遇改善を含めながら、保育の

質を日々上げていきたいなと思っております。また、定員なんですけども、もう何回

も定員を変えて、特に３歳未満児の定員は、僕のときでさえ３回ぐらい変えました。

というのは、そういう変えることをしながら、３歳未満児の定員を大体５０名から６

０名、保育園籍の認可定員を増やすというようなこともやっております。 

 ただ本当に保育士さんの確保というのは、お金だけではない非常に難しいところが
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あります。私どもも、そういう難しさを乗り越えながら、いろんな方のお力を借りな

がら、保育士の確保、それから保育園の何としても待機児童を出さないような取組、

そして保育の質の確保に向けて、今後とも努力をして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）   片松雅弘議員。 

○５番（片松 雅弘君）   ありがとうございます。教育長がおっしゃる努力して

いるということは大変よく理解しております。ただし、現状に満足することなく、や

はり定員数などはその学校教育課、教育長をはじめ、皆さんの熱意と努力、これで変

わっていけるものだと思っております。中に入る人というのはそこまで変えることは

できないんですけども、やっぱり執行部の皆さんの熱い努力でぜひ今後、今以上に頑

張っていただきたいことを希望します。 

 幸福度ランキングや住みたい町として満足度の高い東員町ですから、他でやってい

るからじゃなくて、町民の声の届く次世代を担う施策に期待します。 

 それでは２つ目の、町内の保育園・幼稚園をはじめ、学校の児童数の偏りについて

の再質問に移らせていただきたいと思います。 

 稲部地区でも最近開発が進んでいることから、急激な生徒の増加が起こることが考

えられます。神田小学校は生徒５００人を超えているということですから。逆に三和

地区では、生徒数が減少に転じて、数年後には児童数が１００名を切る可能性も出て

きています。このような生徒数の偏りがさらに進んでくると、小学校の、あるいは中

学校の統廃合などが行われる必要性が出てくる可能性はありませんか。お尋ねします。 

○議長（島田 正彦君）   西村隆嘉教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（西村 隆嘉君）   統廃合の問題でございますが、児童生

徒に今、偏りがあるのは事実でございます。ただし、数の減少が非常に激しくなって

きた場合は、適正規模・適正配置検討委員会というのがございまして、そこでいわゆ

る複式学級、１年生と２年生とか、そういうような、それを導入せんならんような状

態になりそうなときには、やっぱり統廃合というのも必要になろうという話が出てお

ります。まさしくそうかなと思います。 

 教育委員会といたしましては、教育長が以前答弁で述べさせていただいたように、

１０年ほどはそのような急激なというのは考えておりませんで、１０年ほどは統廃合

の可能性はないと考えております。ただし、その後におきましては、そういう状態に

陥らないように、先ほど教育長が答弁申しましたように、質の高いサービスを提供し

て、子どもをもっと産んでいただける、よそからも入っていただけるというような展
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開を繰り広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）   片松雅弘議員。 

○５番（片松 雅弘君）   そうですね、すぐに起こるとか、今すぐにというわけ

じゃないので、ただそういうことを視野に入れていただいて、進んでいかなきゃなら

ないと思うんですけども、あと神田・稲部地区などは地理的にも、通学的にも便利な

場所なんですよね。それから中学校の移転のこともありますけども、三和地区のよう

に距離がある地域もありますので、学校区再編など、避けて通れないことが将来的に

は出てくるんじゃないかなと思います。 

 このように大きく偏りが出てくると、放課後児童クラブ、いわゆる学童保育にも大

きな影響が出てくると思います。現在の学童保育の人数も増えてきているということ

ですが、それこそ学童保育の教室は大丈夫ですか。 

 また、小学校と同じく、偏りを解消するための施策などはどうお考えですか。お答

え願います。 

○議長（島田 正彦君）   太田憲明子ども家庭課課長。 

○子ども家庭課長（太田 憲明君）   お答えさせていただきます。 

 まず教室数が不足してこないのかというところにつきましてでございますが、まず

学童保育を利用する人数の変動につきましては、議員ご承知のとおり、地域によって

異なっております。また、人数が増えている学童もございます。現時点で教室数であ

ったりというところが不足するには至っていない状況でございます。 

 ２点目の、児童の偏りの解消でございますが、現在、学童保育は地域、学校区でご

ざいますが、それの保護者の方を中心に運営いただいておりまして、児童数の偏りの

解消、調整をするような体制、いわゆる仕組みでは現在ないものと考えております。

しかしながら、将来的には、先ほど局長も申し上げたとおり、統廃合が行われれば、

改めてその状況に即した学童運営を検討するようになろうかと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（島田 正彦君）   片松雅弘議員。 

○５番（片松 雅弘君）   学童の教室は現在足りているよということと、ただし

保護者を中心でとなっていますけども、何よりも大きな問題となっているのは、先ほ

どの保育園同様、学童保育の定員に制限があるということなんです。これは保護者側

では解決できないことなんですけども、もちろん物件の広さや指導員の数を考慮して

受入れ可能な定員が国や自治体によって定められています。そのために、全国的に学
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童に入りたくても入れない子どもも多いようです。地域によっては待機児童の割合に

格差があり、ほとんどの待機児童がない地域、例えばこの辺でいきますと藤原町とか、

常に多くの待機児童を抱えている地域、桑名市ですね。もあります。本町には学童保

育にすぐに入れない待機児童というのは出ていますか。 

○議長（島田 正彦君）   太田憲明子ども家庭課課長。 

○子ども家庭課長（太田 憲明君）   お答えします。現在、待機児童は出ていな

いものと認識しております。しかしながら、来年度以降でございますが、定員を超え

る見込みの学童もございますので、その場合を想定して、現在、小学校の空きスペー

スをお借りして、待機児童を出さないようにというように考えて調整をしておるとこ

ろでございます。 

○議長（島田 正彦君）   片松雅弘議員。 

○５番（片松 雅弘君）   課長に答弁いただきました。学童保育を利用できなけ

れば、保育後の子どもたちを家で養育するしかありません。特に就学前や低学年のう

ちは親が一緒でなければ火の元の管理や防犯などの面で不安です。そのために両親も

安心して働くことができず、就労機会や働き方を大きく制限されている状況も少なく

ありません。安心して子どもを預けられる場所が強く求められています。子どもが小

学校に上がるタイミングで育児と仕事の両立が難しくなることを、小１の壁といいま

す。就学前は子どもを保育園に預けることができたり、会社でも時短勤務が認められ

たりしていますが、子どもが小学校に上がるとこれらの支援がなくなり、一方、子ど

もは親が帰宅するまで家で一人で留守番をさせるにはとても心配な時期です。結果と

して、母親が仕事を辞めたり、正規雇用から非正規雇用に転換したりすることを強い

られており、社会問題ともなっております。 

 子どもを安心して預けることができる学童保育は欠かせません。しかし、高いニー

ズがある一方で、様々な問題が出てきています。幼稚園・保育園と同様に、人員不足

や大人数による品質低下や施設の問題もあります。他市町では、主に学校の空き教室

や再利用施設などが利用されています。本町においても、城山地区の学童が小学校の

空き教室を利用し運営しています。しかし、利用できる適当な施設がない場合は、一

般の物件を借りて運営されているケースも他市町では少なくありません。放課後の子

どもたちの安全を考えると、学校内が最も望ましいです。そのため、学校外の施設ま

で学校の先生や指導員が送迎するケースが多く見られますが、子どもたちだけの移動

も多く出ています。 

 そこで、移動に対する安全面についてはどうお考えでしょうか。お聞きします。 
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○議長（島田 正彦君）   太田憲明子ども家庭課課長。 

○子ども家庭課長（太田 憲明君）   お答えさせていただきます。本町に置いて

は、笹尾東地区にございますバンブーキッズ東、ここは小学校から旧第２保育園の跡

地にございます学童施設まで先生等が引率した上で移動しております。学童を利用す

る児童につきましては、低学年の小学生が多くございます。議員のご指摘のとおり、

学校から移動することにつきましては、大変危険というのも認識しておりますので、

よろしくお願いします。 

○議長（島田 正彦君）   片松雅弘議員。 

○５番（片松 雅弘君）   以前の一般質問で、私が何度か、小学校から学童施設

までの移動に伴う危険を指摘して、また利用者からも学校敷地内に移転してほしいと

の声もあるとお伝えしてきましたが、町は学校敷地内への移転ではなく、旧保育園施

設の利用継続を選択されてきました。ですが、先日、小学校に移転する計画があると

お聞きしました。まず、移転することになった理由をお示しください。また、なぜほ

かの学童保育所のように、敷地内に学童保育を建設するのではなく、笹尾東のバンブ

ーキッズ東だけが小学校の空き教室の利用なのかお答えしてください。 

○議長（島田 正彦君）   太田憲明子ども家庭課課長。 

○子ども家庭課長（太田 憲明君）   お答え申し上げます。 

 まず１点目の移転理由といたしましては、施設の雨漏りであったり老朽化といった

ところで、以前から議員がご指摘いただいておるとおり、小学校からの移動に伴う危

険も回避するため、父母会と協議した結果、小学校内に移転することが最善ではない

かというような結論に至ったものによることでございます。 

 また、学童施設の建設ではなく、空き教室の利用についてはでございますが、令和

元年７月に文部科学省と厚生労働省にこちらから連名の通知で、学校教育に支障が生

じない範囲で余裕教室等の徹底的な活用を促進するようにというような通知を頂いて

おります。そういったこともございまして、新たな建設ではなく、空き教室等を有効

活用、有効利用することで教育委員会及び小学校、現場と協議いたしておるところで

ございます。 

○議長（島田 正彦君）   片松雅弘議員。 

○５番（片松 雅弘君）   そうすると、文科省とか厚労省、国からのお達しがあ

り、空き教室を活用するという理由の理解でよろしいでしょうか。 

 ここで町長にお伺いします。学童保育、旧笹尾第２保育園の跡地ですけども、そこ

が今移転するということなんですけども、跡地の利用はどうお考えかお聞かせくださ
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い。 

○議長（島田 正彦君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   学童保育を移転させるということが今動いております。

その跡地については、まだ議論に上っていないので、これから早急にその跡地の利用

についても考えていかなければいけないというふうには思っております。 

○議長（島田 正彦君）   片松雅弘議員。 

○５番（片松 雅弘君）   そうですね、今、現段階のとこはそうだと思いますけ

ども、東員町は子どもたちが安心して暮らせるような将来に向け、持続可能な財政運

営を行うとともに、補助金の減額、見直しなどを行い、財政健全化に努められていま

すよね。そのような中ですから、できる限り無駄な出費を抑え、特に箱物は新たに建

設するより、国の言うとおり、空き教室を利用するというのは最善であると理解でき

ます。ぜひ今後とも使えるものは使うの精神で、施設の有効利用と、中学校も含め、

将来展望を見据えた財政計画の下、東員町の財政をしっかりと守っていただきたいと

思います。 

 跡地利用につきましては、今後さらにお互いの見守りが必要になり、さらに地域で

の地域力が求められると思います。地域で活動の拠点として地域が利用できる、そし

て活躍できる場所としての再利用を望みます。 

 さて、本題に戻りますが、「保育園落ちた、日本死ね」が流行語となり、全国の目

が向きましたが、放課後児童クラブの問題はまだ保育園ほど知られていません。これ

からはますます共働き家庭が増え、児童数の増加が見込まれます。その状況に応じた

対策をしっかり行い、子どもとその親が安心できて、利便性に優れた保育園や放課後

児童クラブになることを期待し、私の１２月の一般質問を終わります。 

 


