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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。１２月議会一般質問、よ

ろしくお願いいたします。 

 今年もコロナに負けない東員町ミュージカルが２週間前の１１月２０日、２１日の

両日で公演が無事に開催されました。今年のテーマは、元気な高齢者で、緊急事態宣

言発令中はオンラインの稽古が続き大変だったと思いますが、今年も東員町町民参加

型の３大文化事業のミュージカル、感動的で大盛況でとてもよかったです。 

 さて、１２月議会一般質問、私は緑と花のまちづくりと、流行語大賞にもなったジ

ェンダー平等、すなわち男女共同参画についてです。具体的に実現していくための方

策を考えていきたいと思います。通告書に従って質問しますので、よろしくお願いい

たします。 

 １、緑と花のあるまちづくりの推進について。緑は良好な景観の形成、防災性の向

上、二酸化炭素の吸収・固定、野生生物の生育・生息環境の保全や自然との触れ合い

の場の確保といった多面的な機能があり、安全で快適な生活環境を形成する上で欠か

せない存在です。東員町の良好な居住環境の形成、第６次東員町総合計画の９－１の

ため緑と花のまちづくりについて、以下お伺いをいたします。 

 （１）町内の沿道、公共施設、役場庁舎周辺花壇など、各所の緑と花のある生活環

境づくりについていかがですか。 

 （２）東員町の今までの取組の花いっぱい運動事業の成果と課題はどうでしたか。 

 （３）住民協働体制を推進していくための地域住民による管理意識の向上について

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）   中村幹人建設課長。 

○建設課長（中村 幹人君）   山崎議員のご質問にお答えいたします。 

 緑と花のあるまちづくり事業につきましては、緑と花がいっぱいの魅力ある環境を

作り、まちの活性化を図ることを目的として、昭和６３年度から進められております。 

 緑化につきましては、本町に残された自然を保全しつつ公共施設の緑化を推進し、

地域住民の憩いの場として、中部公園、北部山田溜公園、万助溜公園等の整備を行っ

てまいりました。 

 花いっぱい運動につきましては、住民の緑化に対する意識の向上を図るため、自治
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会等の協力団体へ花苗の配布を行い、協力団体が自ら管理する自治会の集会所等の花

壇に植栽し、花の維持管理を行っていただいております。また、役場ロータリー、東

員駅前、道路沿いの花壇等に花の植栽を行い景観形成に努めております。 

 花いっぱい運動の成果につきましては、住民参加による町内各地での花の植栽を行

ってきたことにより、景観に配慮した花がいっぱいで潤いと安らぎのある魅力あるま

ちづくりに効果があり、さらに、住民協働体制の推進にも一定の効果があったと考え

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）   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。今年の夏はかなり猛暑で、

さらにコロナが猛威を振るっていましたし、外出自粛やいろんな理由からでしょうが、

東員町役場周辺の花壇やプランターが草だらけなのが目に付きました。夏から秋にか

けてコロナワクチン集団接種会場となった福祉センター役場駐車場から歩いていかれ

るときや、東員町役場にお越しになる町民の方でも雑草の花壇を気にされている方が

いらっしゃいました。 

 公的な緑や花の維持には町からの助成を基に、かつて存在した婦人会などの組織が

行っていたこともありました。以前はこのような看板、これはまだ現在も朽ちて残っ

て実際に設置したままになっている看板なんですが、このような看板が町内あちらこ

ちらに設置されていました。緑と花のあるまちづくり、この花壇はどこどこが管理し

ていますというような、東員町の緑と花のまちづくりをしているよというＰＲにもな

った看板の機能を果たしていたものだと思います。しかし今はこのように、もうほと

んどなくなっているか、あったとしてもこのように朽ちています。 

 行政との連携が強固であった町民ボランティア団体の存在、役割が大きかったと思

います。雑草がほとんど気にならなかった昨年までがいかに花壇をきれいにしていた

だいていたかということがひしと感じた次第です。 

 この花と緑のまちづくりを継続していくために、行政が努力を続けるのはもちろん

ではありますが、そのためには町民の皆さんのご協力をいただきながら、身近な手の

届く範囲からの活動に取り組んでいくことが大切だと思います。 

 そこで、町民の皆さんからの花と緑のまちづくりについて、こう思う、こうしたい

という具体的なご意見を伺って、今後のまちづくりの在り方を探っていくべきである

と思います。笹尾地区の歩道沿いの街路樹の根っこが盛り上がってきて、歩道の安全

な通行が困難になってきたなどの理由で街路樹を伐採した際にも、町民の方から反発
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意見も多くありました。花と緑のまちづくりについて、具体的なご意見やご提案を募

って、座談会を開催するとか、パートナーシップ型の花と緑のまちづくりについては

いかがでしょうか。お願いいたします。 

○議長（島田 正彦君）   中村幹人建設課長。 

○建設課長（中村 幹人君）   お答えさせていただきます。 

 緑と花のあるまちづくりにつきましては、昭和６３年度から実施させていただきま

して、今年度で約３０年を経過して実施させていただいてございます。この事業につ

きましては、これまで町民の方のご協力をいただきながら事業を進めてまいりまして、

もう定着をしてきておるというふうに実感しております。その中で、山崎議員のご質

問にもあった中で、街路樹の木を切らせていただいたというところもあるんですけれ

ども、これにつきましては、この事業に反するところもあろうかとは思うんですけど

も、この事業を進めてきたことによりまして、住民の皆さんが各家庭で緑化に努めて

いただいたというところもございますので、安全性を加味しまして、歩道の方につき

ましては街路樹を切らせていただいたというところもございます。 

 議員ご提案のパートナーシップについてということでございますけれども、私が実

感しておる中では、これまで継続してやってこられましたので、この事業をこれまで

どおり粛々とという言い方がいいのかどうか分かりませんけれども、進めていければ

なというふうに思っております。 

○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。今までの経過とかお話しい

ただいて分かりました。私の思うところは、例えば、管理される方がいらっしゃる花

壇であっても、今年の場合、本当に目に余るぐらい草がかなり伸びていて、そういう

ところでは、町民の方で気が付かれたらもうその人が、自分の庭でもそうなんですよ

ね、草が生えていたらぱっと抜く、そういう行為がいき過ぎた行為とかではなく、ご

く自然に町を少しでもきれいにしたいから、草が生えているから草を抜きました。そ

ういうことを自然にやっても大丈夫な東員町であってほしいなと思うので、そういう

ような啓発のような、看板が必要でしたらこのような看板をまた再度立てていただく

とか、まず町民の皆さんで、みんなで町をきれいにしていこうというような、そうい

う啓発をまたさらにしていっていただくということが必要ではないかなというふうに、

この夏ちょっと感じたんですけれど、その辺りについてはいかがでしょうか。 

○議長（島田 正彦君）   中村幹人建設課長。 

○建設課長（中村 幹人君）   お答えさせていただきます。町有花壇の管理につ
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きましては、今年度から管理をしていただく団体を変更させていただいてございます。

そういった中で、若干草の生え具合とかの確認等ができなかったということで、雑草

が生えてしまったということもございました。来年度以降につきましても、今年の経

験を踏まえて、適正な管理に努めていただくように指導の方もし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した。また管理をしていただく

ところが決まっているのでしたら、お話し合いを今までの方としていただく機会を作

っていただけるといいかなと思います。 

 さらに別の話題なんですが、私は毎朝、山田溜公園、三段溜公園とも子どもたちが

言いますが、その辺りでウオーキングをしております。日常的に公園の中の散策路を

自主的にお掃除をしてくださる町民の方が大勢みえます。葉っぱがいっぱい落ちてた

なと思ったら次の日には竹ぼうきのはき跡が見られます。ハスの池の橋の修理が必要

だと町民の方から連絡をしていただいて、公園の整備に協力してくださる町民の方が

地域に少なからずいらっしゃいます。ほとんどの方は人知れず自主的に行動されてい

ます。公園の保全・美化について顕著な功績のあられる方は東員町にたくさんおみえ

です。 

 このような積極的な活動により目を向けていただき、東員町のこれまでの花と緑の

まちづくりの取組を踏まえて、町民と行政のパートナーシップによる活動が一層推進

されるように期待したいところであります。 

 急に振りますが、町長はこれらについてどのようなお考えかお聞かせ願いたいと思

います。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）   町民の皆さんの自主的なそういう取組というのは、

我々としても非常に歓迎をさせていただきたいと思いますし、大変ありがたいという

ふうに思っております。 

○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。パートナーシップの形成、

人材活用など、理想的な事例として、富山市に訪れたことがありますが、富山市では

花で彩るまちづくりが行われています。市民協働の花と緑のまちづくり、緑を育てる

推進員さんが公共の場などにひまわりやキバナコスモスなどの種をまいて見えました。

東員町においても、花づくりを通じて、花と緑に親しみ、潤い豊かな環境づくりを通
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じて、人々に豊かな心と安らぎを与える地域づくり、ひいては、東員町総合計画の良

好な居住環境の形成が進められるように、先進地事例も参考にしながら、行政と協働

での花と緑のまちづくりを考えていきたいと思います。これで一つ目の質問は終わら

せていただきます。 

 それでは次の質問にいきます。冒頭にも述べましたが、流行語大賞の中にジェンダ

ー平等も上がっていました。２０２０年東京オリンピック・パラリンピックの橋本聖

子会長、そして日本労働組合総連合会の芳野友子会長とかつてリーダーは男性が当然

だった分野の会長職に、少しずつではありますが、女性が抜擢されるようになってき

ています。しかし、１０月の衆議院選挙では、女性議員が９．７％と後退する結果と

なりましたし、来年７月の参議院選挙では、政府が目標値にしている女性割合３５％

を各党がクリアするようにという掛け声もあり、女性参画は一進一退です。 

 ２つ目の質問です。２、男女共同参画社会の実現について、だれもが性別にかかわ

らず、自らの意思で社会のあらゆる分野において、個性と能力を十分に発揮し、格差

をなくすための男女共同参画社会の実現に向けて、以下お伺いします。 

 （１）男女共同参画に関する意識の普及啓発の取組と進捗はいかがですか。 

 （２）コロナ禍、感染拡大防止のための外出自粛等により、在宅の機会が増加した

ことに伴う家庭内における配偶者等からの暴力、ドメスティックバイオレンスの増加

や性犯罪、ストーカー対策の推進と相談体制はいかがですか。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（島田 正彦君）   三林隆宏町民課長。 

○町民課長（三林 隆宏君）   山崎議員の男女共同参画社会の実現についてのご

質問にお答えいたします。 

 まず１点目の、男女共同参画に関する意識の普及啓発の取組と進捗につきまして、

啓発の一環ではございますが、三重県内男女共同参画連携映画祭は、年度当初に開催

予定をしておりましたが、この新型コロナウイルス感染症拡大によりまして予定を変

更させていただいて、この年明け、１月２９日土曜日に延期しての開催を計画してお

ります。 

 せっかくですので、映画のことを少し述べさせていただきたいと思います。映画タ

イトル「ママをやめてもいいですか」という若干衝撃的なタイトルにはなっておりま

すが、これは人知れず子育てに悩み、つまずき、それでも子どもを愛し、前を向くマ

マとその家族の歩みを、涙と笑いを交えながらつづっただれもが共感できるドキュメ

ンタリー映画として、育児に奮闘する全ての人へ届けたい作品となっております。間
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もなくチケット販売を開始しますので、この機会により多くの方にご鑑賞いただけれ

ばと思っております。 

 また、昨年度に続いて、公益財団法人三重県産業支援センターと共催いたしまして、

結婚や出産等で離職中の女性を対象に再就職をサポートする講座や相談を行う、女性

の就職サポート事業、また事業者が求職者の多様な働き方の実現に向けた環境づくり

を学ぶことができる、多様で働きやすい職場づくり支援事業を開催いたしまして、こ

れは昨年度以上に多くの方にご参加をいただいております。 

 意識付けにかかる進捗状況というところでございますが、なかなかこれは量るのは

非常に難しいんですが、事業を推進していく中で多くの方にご理解をいただけている

というところは感じております。ただ、先般の東京オリンピック開催における大会役

員の発言などもございまして、まだ一部にご理解をいただけない方もお見えになると

感じてはおります。 

 本町では、令和５年度から開始する第４次東員町男女共同参画プランの策定に向け

てただいま取組を進め始めておるところでございまして、ここへさらなる意識啓発に

努めていきたいと考えておるところでございます。 

 次に２点目の、コロナ禍、感染拡大防止のための外出自粛等により在宅の機会が増

加したことに伴う、家庭内における配偶者等からの暴力、いわゆるＤＶの増加や、性

犯罪、ストーカー対策の推進と相談体制について、新型コロナウイルス感染拡大の影

響から、テレワークなど働き方の変化で家族の在宅時間が増えて、ハラスメントやＤ

Ｖ、性犯罪の増加により、脆弱な状況にある人々が深刻な影響を受けるといった諸問

題の顕在化が危惧されております。 

 また、このような非常時では、固定的な性別役割分担意識を反映して増大する、家

事・育児等の家庭責任が女性に集中しがちであるということも懸念されております。 

 女性に関する相談につきましては、県の福祉事務所及び女性相談所が対応機関とな

っておりますので、町民の方からの相談があった場合には、両機関と連携を取って相

談、支援を行っております。 

 本町では、ＤＶ相談件数自体が年間１０件に満たない状況でございます。これは喜

ばしいことではございますが、コロナ禍の影響を、数が少ないということもありまし

て判断するのはなかなか難しいんですが、相談件数自体は年々増加傾向にあるのかな

というところでございます。 

 今後もＤＶや性犯罪など女性に対する暴力行為の根絶に向けた意識啓発に努めると

ともに、不安を抱える方に対しての様々な悩みに寄り添った相談を行い、支援に繋げ
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ていくことができるよう、県福祉事務所・女性相談所及び、警察等関係行政機関と連

携を密にして対応してまいり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した。東員町男女共同参画の毎

年恒例になっていた男女共同参画連携映画祭、東員町は三重県の中でも毎年開いてい

ただいている市町ということで、結構有名になっています。それが最近コロナ禍で開

催できなかったりというときもありましたが、毎年、映画を見ていただいて、映画を

見るためにいらっしゃる町民の方なんですが、できましたら映画を見ていただく、映

画を見に来ていただく方たちに、やはり男女共同参画の啓発ということの部分をちょ

っとプラス、加味していただいて、映画のビフォアか映画のアフターにちょっとした

男女共同参画のことのポイントといいますか、お勉強を数分でもよろしいので、して

いただく機会をプラスしていただけるといいなというふうに考えるのですが、今年に

ついてはどのようにお考えでしょうか、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）   ご提案いただきましたことも非常に重要かなと思

いますが、今回、正直申しまして、まずコロナ禍で開催できるかどうかというのがま

ず大きな課題でございました。男女共同参画推進委員の方もぜひやりたいというとこ

ろで、何とか収まっている段階でできるかなというところで進めておりますので、な

かなか今年がまたそういう形でちょっと、どうしても小さなところで集まったりして

いただいたりするのはちょっと難しいかなと思いますので、今後、またそういうこと

も含めて、新しい計画のところへ盛り込んでいきたい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）   了解いたしました。 

 課長が２点目にお話をされた、再就職支援のための助成のオンラインのいろいろ勉

強する機会を東員町の町民課の方で去年から始まって、今年２年目で、去年よりもさ

らに多くの方がご利用になったというご報告を聞き、とてもよかったなというふうに

思うんですけれど、実際にオンラインでいろんな種類のメニューがありまして、その

女性の方たちが再就職のために自分はここの部分を勉強したいというところをチョイ

スしていただいて、そのオンラインで勉強したものを持って、コロナ禍で就職できな

かった方がさらにパワーアップして再就職に臨めるという、とてもいいものだと思う

んですけれど、具体的に感想とか、受講者の声とか、もし届いていたら参考までにお
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聞かせ願いたいのですが。 

○議長（島田 正彦君）   三林隆宏町民課長。 

○町民課長（三林 隆宏君）   まだちょっと今現在進行形で、昨年よりも増えて

はおるんですが、なかなか感想まではこちらの方に届いておりませんので、もしそう

いうことが確認できるようでありましたら、また最終的に終わった段階で確認をさせ

ていただいて、いいところはまたその感想を基に、また新たな啓発もできると思いま

すので、ちょっと聞いてみたいと思います。 

○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。女性はどうしても非正規雇

用の方が多く、不安定で、大変な状況だとどうしても先に仕事も切られてしまうとい

う方が非常に多いので、ぜひそういう方の支援になるような取組、引き続きお願いし

たいと思います。 

 あと、さらにお尋ねをしたいと思うのですが、東京オリンピック２０２０大会にお

ける女性活躍やジェンダー平等のムーブメントを継承して、固定的な性別役割分担意

識や無意識の思い込みの解消に向けた取組、それを強化すべきであると内閣府の男女

共同参画局で男女共同参画に関する方針を定められました。 

 東員町における男女の地位の平等感で、特に、男性の方が優遇されているとか、ど

ちらかと言えば男性の方が優遇されているというようなことがあるのはどの分野であ

る、どんな課題があると捉えて見えますでしょうか。もしありましたらよろしくお願

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）   こういうアンケートにつきましては、国でも日本

でもいろんな結果が公表されておると思います。なかなか様々な分野にわたっており

ますので、どの部分がその男女の不平等感というか、感じるというのは一口ではない

と思います。ただ東員町においてアンケートをとっておるわけではないので、私の主

観的なものになってしまうのかなと思いますが、先ほども言われた固定的な性別、役

割分担意識というのは、やはりまだどこかにあるのかなとは思いますし、仕事優先、

企業優先という考え方がありますので、やはり男性の方が女性よりもやはり賃金が若

干高いのかな。自治会とかいろんなところでも、社会通念、慣習、しきたりなどから、

やはり男性の方が優位であるようなところもまだあるのかな。他には、これが本当に

今現在、役場の庁舎内ではあまりないんですが、例えば、同じ能力があってもやはり

男性の方が優遇されるとか、そういうこともあるところにはあるのかなと。これまた
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ちょっと優遇されているかどうかというのが逆になるのか分からんのですが、専業主

婦の方に有利な税制措置もあるわけなんですね。そういうことが男女の役割分担を助

長しているんじゃないかなというところも考えられるかなということも思っています。 

 ただ一方では、男は仕事、女は家庭という考え方がどうだというアンケートの結果

で、それが否定的な考え方の方が多いわけです。そうではないですよという考え方も

多いです。仕事を持っている場合でも、育児は女性がするべきだという考え方に対し

ても、どちらかというと否定的な意見の方が多いです。だから、徐々にそういう考え

は薄れつつあるのかなと思いますが、やはりまだ、夫婦があって家庭で考えたときに、

男性の方が収入が高ければ、男性がやはり仕事優先になるとか、やはりそういうとこ

ろはまだ今後の課題なのかなというところは感じつつあります。 

 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。課長におかれては、賃金格

差の問題だとか、あと役場の管理職もなかなか女性がなりにくいだとか、それから社

会での固定的な性別、役割分担意識がまだまだあるのではないかとか、そういうこと

を捉えていらっしゃるなというふうに、今お聞きしましたので、今度、男女共同参画

プラン第４次を改正される折には、ぜひ今までのものよりさらにできていない部分が

できるように改正をしていただきたいと思うのですが、そこでお尋ねですけど、その

第４次の男女共同参画プランを改正するに当たって、町民の皆様の意識がどのぐらい

変わってきているかというような意識調査のようなものを実施していただけると、課

題に対して解決するプランというものができていいように思うのですが、その点につ

いてはいかがでしょうか。 

○議長（島田 正彦君）   三林隆宏町民課長。 

○町民課長（三林 隆宏君）   お答えさせていただきます。いわゆるアンケート

調査になると思うんですが、これは国も調査をしています。県も調査をしています。

これをまた町がやってもそんなに私は結果は変わらないと思います。国、県のこの計

画を基に町も作っているわけですので、やはり結果がもう既に出ているものに対して

どうやっていくのかというところを突き詰めていくべきであって、こんな言い方をす

るのは、今さらまた町がアンケート調査をしたところでというところもありますので、

私はもう既に結果がある程度出ておると思いますので、それを基にやっていきたい、

そのように考えております。 

 以上でございます。 
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○議長（島田 正彦君）   山崎まゆみ議員。 

○８番（山崎 まゆみ君）   了解いたしました。私も第１次、第２次、第３次の

男女共同参画プランを完成するときに関わらせていただいたのですが、一番最初は男

女共同参画プランになかったものを、第２次、第３次に入れているのは、防災におけ

る男女共同参画という項を第２次、第３次に入れております。それは国の方がそのよ

うにしたということもありまして、実際に東員町のほう、防災における男女共同参画

の進捗は、今のところどんなような感じでしょうか。もし分かったらお願いいたしま

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）   本格的に取り組むのは、令和４年度からになりま

す。今、こういう形で取り組んでいただきますよという委員さんにお願いはしておる

ところでございまして、特に伝えておるのが、本当に極端にこれまでとは変わってき

たところは、ジェンダー平等というか、ＬＧＢＴの辺りについても、今回、男女共同

参画の中にも、この計画の中にも組み込まれておりますので、男女という２つだけで

はないんですよと、ジェンダー平等という部分で計画が進められるというところが、

これまでとかなり大きく変わってきたのかなという感じは持っております。 

 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。確かに、三重県の方でも男

女共同参画という言葉からさらにパワーアップして、多様性とかダイバーシティとい

うような言葉を使ったプランにして見えます。ですので東員町もその部分入れていた

だいて、第４次を改正していただけるといいなというふうに思います。 

 次に、また別の再質問をさせていただきます。少子高齢化により、将来的な労働力

人口の不足が予想される中で、働きたいと考える女性たちが無理なく活躍できるよう

な社会づくりを目指すための法律、女性活躍推進法、その推進法が新たに令和４年度

から改正女性活躍推進法となりますが、改正に基づいて、一般事業主行動計画策定義

務対象企業が常用労働者１０１人以上というふうに、今までは３００人以上、拡大さ

れることを踏まえ、中小企業への計画策定のアドバイス、支援を役場の方でしていた

だけるといいのかなと思うのですが、それについてはいかがでしょうか。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）   今、改正の部分についてもご説明いただきました。
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対象人数が下げられたというところでございます。これは厚労省とか東京労働局もで

すが、行動計画策定の簡単ガイドラインというものを策定しておりまして、そういう

ものを参考にしていただくこともありますし、現在三重県では、この事業主が行動計

画を策定していただくためのアドバイザー支援事業をしていただける業者を今募集し

ておるところでございます。間もなく今の業者が名乗りを上げるかなと思いますので、

できればそういうところの支援を使っていただけるのがいいのかなと。町で支援とい

うのは、なかなか難しいのかなと思いますので、できればそういうところを活用して

いただいたらと思います。 

 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。役場庁舎内の男女共同参画

は、どちらかというと進んでいる方だと思います。町内の中小企業ではまだまだ男女

共同参画、実際に必要だとわかっていていただいても、なかなか事業所内では取組が

遅れているというところもたくさんあるので、できればそういうものがこの改正推進

法で進むといいなというふうに思っています。 

 実際に女性活躍推進法で、女性が活躍していますというマーク、厚労省の方がこれ

はえるぼしマークというんですが、このようなマークを企業に、ここの企業はえるぼ

しマークが認定されましたみたいな、そのようなマークを東員町の町内の企業の方に

も認定企業が増えると、それぞれ皆さんで、うちは女性活躍推進に取り組んでいる企

業だというふうで、具体的に目標を持っていただけるかなというふうに思いまして、

これもぜひ事業所への啓発ということでお伝えできるといいなというふうに思います。 

 あと、また別のことをお尋ねさせていただきます。地域における女性の参画拡大を

加速度的に進めようという目標はありますが、例えば具体的に、自治会長に占める女

性の割合向上とか、農業委員や農業協同組合役員などへの女性登用の推進というもの

がなかなか難しいというところ、内閣府の男女共同参画局で課題に挙げられているわ

けなんですが、東員町では、その点はいかがでしょうか。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）   なかなかいきなり自治会長ということは、以前に

は１名見えたんですが、なかなかいきなり自治会長になってくださいというのは難し

いかも分かりませんが、現在でも、例えば集会所の建設に向けて準備を進められたと

きに、その中に女性を入れていただいたとか、プロジェクトチームの中に入れていた

だいたとか、さらには班長会や自治会総会で、今までどうしても集会所に行って意見
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を述べるということでしたが、このコロナ禍、感染拡大防止だけではなくて、女性が

いろんな意見を言いやすい、参画しやすいということも含めて、Ｗｅｂ会議的なこと

もできないかという、そういう取組を考えておられる自治会長さんも見えて、少しで

も女性の政策、方針の場に参画しやすい状況をまず作ろうという動きは少し見えてき

たというところでございます。 

 また、町の委員会など、先ほど農業委員会とか、農業協同組合はちょっとなかなか

管轄外ですので難しいんですが、町のいろんな委員会の女性の比率なんですが、登用

比率、全体の中でですが、約３１．６％というところで、最近クオーター制度とかい

ういろんなお話も、クオーターって４分の１必要じゃないかということですが、そこ

まではなかなか無理かなとは思うんですが、３０％以上はクリアしておるというとこ

ろでございます。 

 ただ、私が気になるのは、いろいろ見ておると、消防委員会１０人見えるんですが、

現在、女性委員はゼロとなっております。消防団長、正副団長とか東員消防署長とか、

もう役割が決まっておる、当て職になっておる部分がありますので、なかなか女性が

入りづらいというところもございますが、ぜひ議会の消防委員さんもここは３名入っ

て見えますので、こういうところに女性の消防委員さんが選出いただければゼロが解

消できますので、私としてはご期待をしたい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した。なかなか女性は実働部分

のスタッフではあるけれど、リーダーというところにはなかなか女性がなれないとい

うのは、地域の慣例もあるし、皆さんの意識の中に、何だ女かみたいな、そういうの

もあったりもして、でも少しずつ女性がそのメンバーの中に入っていく機会が増える

ということで、中には女性の方で、私責任を持ってやるんだという方がどんどん出て

きて、将来的には女性自治会長さんというのが東員町の中にも生まれるといいなとい

うふうに期待したいところです。 

 それから、今、課長がおっしゃったような分野についても、女性が参画できるとい

いなというふうに思います。ありがとうございます。 

 そして次、（２）についての再質問を数点させていただきたいと思います。コロナ

禍感染防止拡大のための外出自粛で、在宅の機会が増加したことで、家庭内で配偶者

などからドメスティックバイオレンスの増加や性犯罪、ストーカー対策の推進と相談

体制、いかがですかということをお尋ねさせていただいた中で、特にここにも実際に
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あるわけなんですが、これは国の資料になります。女性に対する暴力等の現状、これ

はコロナ前、令和元年度、ドメスティックバイオレンスの国全体の件数、１１万９，

２７６件でした。それがコロナ、ウィズコロナ、コロナ後、令和２年度ですね。それ

が１９万と伸びております。ドメスティックバイオレンスは増えています。この増え

方は１．６倍に増えています。そしてさらに、性犯罪、性暴力につきまして、コロナ

前、令和元年度は、これは国全体の数値です。４万１，３８４件だったものが、ウィ

ズコロナ、アフターコロナ、令和２年度には５万１，１４１件と、こちらの方はコロ

ナ前から１．２倍に増えております。 

 このように、コロナによって増えているわけなんですが、東員町においては、ドメ

スティックバイオレンスの加害者、被害者、傍観者にならないための生命の安全教育、

予防の教育があるといいなと思いますが、もしその辺り、お話をお願いできましたら

お願いしたいと思います。 

○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。ＤＶでござい

ますが、ＤＶを許さない社会づくり、これが重要であると考えております。そのため

には、周知啓発を強化するといったことともに、子どもの頃からやっぱり命の大切さ、

そういったことを学ぶ機会、これが重要ではないかと考えております。ちょっとこれ

は他県の意識調査でございますが、ＤＶをなくすために必要なことはというような質

問に対しまして、家庭や学校において思いやりの気持ちや命の大切さの教育を充実さ

せることというのが最も多かった回答というふうな結果となっておるということでご

ざいます。 

 やはり子どもの頃からの教育が重要であるというのがございますので、子どもたち

を将来暴力の加害者にも被害者にもしない教育と、暴力の傍観者にならない意識啓発、

こういったところに力を入れて努めてまいり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）   ありがとうございます。幼い頃からの、そういう命

を大切にする安全教育というものがとても大切だと思われます。ありがとうございま

す。 

 そして、あとまた質問なんですが、配偶者暴力相談支援センターという機能は実際

にどこにあるでしょうか。そして配偶者から逃れたいという方の保護については、ど

のようでしょうか。お願いいたします。 



14 

○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、配偶者暴力相談支援センターでございますが、これは津市にある三重県女性

相談所というところにございます。ＤＶ法では、配偶者の暴力を受けている人を発見

したときは、即座にその暴力相談支援センター、または警察等に通報するようにと定

められております。緊急性や危険性に応じて、婦人保護施設などに保護されることに

なります。 

 また、配偶者暴力の被害を裁判所に申立てることによりまして、裁判所が加害者に

対して、法命令を出して、加害者の接近等の行為を禁止するようなことになっており

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した。 

 あと、再質問を最後にさせていただきます。とても深刻なケースで、配偶者暴力と

児童虐待が同一家庭、同じ家で同時に発生しているという事例も多いということです。

ＤＶの対応と児童虐待の対応の連携についてはどのようでしょうか。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。配偶者暴力が

起きております家庭につきましては、やはり子どもに対する暴力も同時に行われてい

る場合がやはり多いように感じております。また、子どもの見ている前、面前でござ

いますが、夫婦間で暴力をふるうということは、子どもへの精神的な虐待に当たろう

かと考えております。 

 本町の要保護児童等地域対策協議会がございまして、これは法律で置くように規定

されておりまして、そこでは児童虐待を主に対応しておるんですが、それに関係する、

児童虐待に関係するＤＶ事案、これにつきましてもそこで検討し、協議し、支援の対

象といたしております。また北勢児相や警察、そういった関係機関にも情報を共有し

て、一体的に取り組んで対応しておるというような状況でございます。 

 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した。深刻な場合は本当に死に

至るような事件になることもありますので、ぜひ多くの機関で連携して対応していた
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だきたいと思います。 

 それでは、私の１２月の一般質問はこれで終わりとさせていただきます。どうもあ

りがとうございました。 

 


