
ごあいさつ
　みなさん、いかがお過ごしですか？
　新型コロナウイルス感染が爆発的に増えています。コロナ禍と言われ始めて3年、学校では人と
の距離の確保、教育活動の制限、黙食などが続いています。それしか知らない、大きな声を出すこ
とすら忘れてしまったかのような子どもたち、将来の育ちへの影響を心配する声も聞かれます。
　家庭の状況が経済的に不安定になり、そのことによって家庭の居心地が悪くなったり、家のほか
に居場所がなく辛い思いを抱えていたり、そんな子どもたちが増えていないかとの心配もありま
す。学校が休校になったとき、明らかに児童虐待相談対応件数が減りました。学校を中心として、
いかに子どもの姿を把握していたか、ということでしょう。
　一方、文科省が「2021年度始業日の公立学校の教員不足数」が2,065人であったことを公表し
ました。三重県でも、産休・育休や病休の欠員補充について、年度途中では極めて困難な状況が続
いており、忙しさに拍車をかけることになっています。
　北勢地域は初任で赴任される方が多く、産育休を取る教員も多いことから、教員不足は特に深
刻です。「現場に人を！」学校で働く方々からいつも聞かれる悲鳴です。文科省は教員不足の原因
究明、教職員配置の拡充などしっかりと見直さなければなりません。
　「荒れ」た子ども、あきらめた子どもに出会った多くの経験から、どの子どもも温かい環境で
育ってほしい、自分を大切に、他の人を大切にしながら自己実現を図ってほしいと思ってきました。
そのために学校をはじめとする環境の整備に向け、引き続き全力でとりくみます。また、子ども食
堂に7年、フードパントリーに3年間、関わっています。市民の皆さんが子どもたちのためにと懸命
に取り組む活動に大いに共感し、動き続けたいと思います。
　これからもご指導ご支援いただきますようお願い申し上げます。

令和4年度教育予算（主なものを抜粋）

ご意見・ご要望等、お待ちしています。

★地元の行事や、グループの集まりなど、是非お声がけください。
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子どもを中心に

●特別支援学校施設建築費（9億444万円）
●不登校対策事業（4,498万円）
●外国人児童生徒教育推進事業（3,408万円）
●スクール・サポート・スタッフ配置（3億１,７３７万円）
　小中学校４９３校、県立学校７５校に配置
●少人数学級推進事業（８億3,１６７万円）
●運動部活動支援事業（５,915万円）
　部活動指導員１２２名（３２名増）
●スクールカウンセラー等活用事業（３億９,０７８万円）
　スクールカウンセラー：4.2%増
　スクール・ソーシャル・ワーカー:21.3%増
●実習船建造事業（８億４,５６６万円）
●学校防災推進事業（２,１７３万円）
●学校情報ネットワーク事業（４億２,４６０万円）

令和4年度
子ども施策関連予算（主なものを抜粋）
●児童虐待法的対応推進事業（１億５,３９４万円）
●児童一時保護事業費（３億２,２９４万円）
●若年層における児童虐待予防事業費（１,０２７万円）
●家庭的養護推進事業（８,３４６万円）
●児童養護施設費（２億６,４９０万円）
●子どもの貧困対策推進事業（１,７１１万円）
●ヤングケアラー支援事業（１,６８１万円）
●保育対策総合支援事業（４億５,１０３万円）
●放課後児童対策事業費補助金
　（１３億６,２０８万円）
●地域子ども・子育て支援事業
　（６億３,１４３万円）

「差別を解消し、人権が尊重される三重をつくる条例」が成立！

他にも、一般質問等で以下の項目について取り上げました。

　2022年5月19日、本会議において全会一致で可決、成立。即日、公布・施行されました。一部、相談体制につ
いての部分のみ、準備に日数を要することから令和5年4月1日施行となっています。委員長として提案させていただ
きましたのでホッとしています。

●防災のとりくみ推進について「子
どもたちの命を守る学校に！」
として、大川小学校での悲劇と
その後の判決を受け、より一層
の学校防災の充実を訴えました。

●「制服は『勝ち取る』もの？」と題し、
性自認・性的指向に関して、制服
の在り方について見直すよう求めま
した。中学校や県立学校において、
共通制服や選択の幅が広がるな
ど、見直しが進められています。

●学校における性被害についても取り上げました。教
職員からの被害はもちろん、児童生徒同士というもっ
とも学校が対応に苦慮する場合
を想定し、専門機関との連携を
含め対応方針の策定を求めまし
た。現在、策定中です。

●給食に関して、「学校給食の公会計
化」「一人ひとりの子どもに応じた
給食の形態に関するガイドラインの
策定」を求めました。食のガイドラ
インは、県立学校向けではありま
すがすでに策定されました。今後
は運用について検証が必要です。●コロナ禍、経済状況の悪化が特

に顕著なひとり親家庭、特に母子
家庭の状況に触れ実態の把握や
支援の必要性を訴えました。学校
等での子どもの暮らしを底支えす
ることが大切だと考えています。

●通学路の安全対策、子ども
アドボカシー（意見を聞くこ
となど）の推進、医療的ケ
ア児への支援充実など。　

　この条例の特徴としてこの3点があげられます。県の義務を課したものとしては、全国で
初めての条例となります。約2年間、41回の委員会を経て可決成立に至りましたが、実効
性あるものとなるよう引き続き関わり、チェックする役割をしっかり果たしたいと思います。
子どもたちを含め、全ての人が生きやすい社会をめざします。

不当な差別をはじめとする人権侵害行為の禁止が明記されました！

人権問題に関する相談に応じる県の義務と相談体制が規定されました！

不当な差別に係る紛争の解決を図るための体制整備について規定されました！



密の解消を！ と言うけれど…

2022年度 小学校学級編制の状況
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2022年度 中学校学級編制の状況

　学校では新型コロナウイルス感染防止のため、手洗いやマスク着用の励行、消毒など丁寧な対応が行われています。
けれど、ひとたび教室に入ると、そこは密です。常任委員会で意見を出したり、教育関係団体からの議会請願等を通
したりして、学級編成基準の見直しを訴えてきました。
　

　
　三重県では、国の方針を1年前倒しして、35人学級を進めています。「ちょうど前倒しの学年にあたり、子どもた
ちにはとてもいい状態が作れています」などの声も届いています。小学校だけでなく、中学校・高等学校すべてで
40人学級の定員引き下げが行われるよう取り組みます。

ヤングケアラーについて

ヤングケアラーは
こんな
子どもたちです

不登校の子どもたちへの支援を！
　不登校の子どもたちが年々増加傾向にあります。保護者の方々からのご相談を受けたり、現場の先生方から実態を
お聞きしたりしています。学校にどうつながるか、学校以外の居場所の確保など、教育と福祉の連携が必要と考えます。
　今年度三重県では、

●スクール・サポート・スタッフについては、予算総括質疑において、国の予算が
つかない場合でも県単独予算として担保すべきと訴えました。その結果、全ての
学校に配置されることになりました。
●県民の皆さんから、請願をいただいて審議しますが、まず受け付けるのが「政策
担当者会」であり、その座長を務めています。会派新政みえが紹介議員になるこ
とも多く、可決できるよう取り組んでいます。

請願とは…国民に認められた憲法上（第16条）の権利で、国や県等に意見や希望を伝
えること。通常、三重県議会に紹介議員を通じて提出され、所管常任委員会にて審査し、
議会で採択、不採択の決定をします。教育関係団体からの請願も同じ手続きを取って審
議します。2022年度も、国への意見書提出の請願が4本、県へは1本出ています。

●市町の教育支援センターへのスクールカウンセラーとスクールソーシャルワーカーの重点配置を、
　6地域（桑名・鈴鹿・津・松阪・伊勢・名張の各市）に拡大。
　SCを週1～2日・1日5時間、SSWを週1日・7時間ずつ配置
●高校生の不登校や休学している生徒への学習支援や自立支援のため、
　三重県総合教育センターに県立教育支援センターを開設し、実証研究を実施。
●オンラインを活用した居場所づくり
　「中学校」「高等学校」「中高フリー」のいずれかに入室し、
　ファシリテーターの適切な管理下で、個別や集団で対話・体験活動などをすすめます。

●三重県では、今年度、実態調査を行います。要保護児童対策地域協議会の構成機関職員等の研修も実施します。
　関係機関との調整役を担うコーディネーターも配置。

学び直しの機会確保を。三重県に夜間中学の設置をめざします！
　国の方向性として、すべての都道府県・指定都市に夜間中学が少なくとも１つ設置されることが打ち出されています。
　高知県へ夜間中学設置の現状や課題の調査、岡山県へは自主夜間中学の実態調査に行き、教育常任委員会の中で、
三重県における夜間中学設置についてやり取りしてきました。

令和3年10月5日～12月14日　毎週火・木曜日（全20回）
津と四日市にて行われ、四日市の北星高等学校へは授業参観もさせていただきました。
津は5人、四日市は3人の参加者があり、3人が外国にルーツがあり、6人が不登校経験者でした。

令和４年4月25日～7月7日　月・火・木の全30回　9月上旬～10月中旬　週3日の全20回
津は9人、四日市は6人。令和3年からの継続は6人。

<夜間学級の体験教室「まなみえ」実施状況>

●厚生労働省によると…
　「世話している家族がいる」と答えたのは

●埼玉県「彩の国子ども・若者支援ネットワーク」（通称アスポート）の調査では…

Q１：家族の世話や看病のため学習教室を休んだことがある？
    A：YESの割合　全体で１１％（生活保護世帯では１９％）
Q２：食事の用意や掃除・洗濯のため、学習教室を休んだことがある？
    A：YESの割合　全体で９％（生活保護世帯では１７％）

★学校の勉強や受験勉強など学習のサポート
★自由に使える支援が欲しいなどの割合が高かったということです。
見えない場合も多く、奪われている時間、権利について注目すべきです。

不登校の子どもや家族への支援、学校の体制整備に取り組みます。

2020年度 三重県（公立学校）の不登校児童生徒数

国の学級編成基準見直し…2021年度から小学2年生を始まりとし、
　　　　　　　　　　　　5年かけて全学年を35人学級に引き下げる（小1は既に法制化済み）

アスポートの学習教室に通う子ども722人（小80人、中471人、高他160人）のうち、
生活保護世帯の子ども119人、就学援助利用世帯の子どもは603人。

Q１・２のいずれかにあてはまる子どもは、全体で7人に１人（14.1％）　生活保護世帯では約4人に1人（24.2％）

令和3年度

令和4年度

※調査方法によって、見えてくる課題が異なるので、三重県でどのように調査が行われるのか注視します。

※県教委は、10月ごろ、公立夜間中学の設置するかどうかの判断するとしています。誰もが学び直しの機会を得られるよう取り組んでいきます。

埼玉では、ヤングケアラーと生活困窮の相関が明らかですが、この視点は大切だと考えています。

当事者の望むことは

家族にケアを要する人がいる
場合に、大人が担うようなケ
ア責任を引き受け、家事や家
族の世話、介護、感情面のサ
ポートなどを行っている18歳
未満の子どもをいいます。
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Q１：家族の世話や看病のため学習教室を休んだことがある？
    A：YESの割合　全体で１１％（生活保護世帯では１９％）
Q２：食事の用意や掃除・洗濯のため、学習教室を休んだことがある？
    A：YESの割合　全体で９％（生活保護世帯では１７％）

★学校の勉強や受験勉強など学習のサポート
★自由に使える支援が欲しいなどの割合が高かったということです。
見えない場合も多く、奪われている時間、権利について注目すべきです。

不登校の子どもや家族への支援、学校の体制整備に取り組みます。

2020年度 三重県（公立学校）の不登校児童生徒数

国の学級編成基準見直し…2021年度から小学2年生を始まりとし、
　　　　　　　　　　　　5年かけて全学年を35人学級に引き下げる（小1は既に法制化済み）

アスポートの学習教室に通う子ども722人（小80人、中471人、高他160人）のうち、
生活保護世帯の子ども119人、就学援助利用世帯の子どもは603人。

Q１・２のいずれかにあてはまる子どもは、全体で7人に１人（14.1％）　生活保護世帯では約4人に1人（24.2％）

令和3年度

令和4年度

※調査方法によって、見えてくる課題が異なるので、三重県でどのように調査が行われるのか注視します。

※県教委は、10月ごろ、公立夜間中学の設置するかどうかの判断するとしています。誰もが学び直しの機会を得られるよう取り組んでいきます。

埼玉では、ヤングケアラーと生活困窮の相関が明らかですが、この視点は大切だと考えています。

当事者の望むことは

家族にケアを要する人がいる
場合に、大人が担うようなケ
ア責任を引き受け、家事や家
族の世話、介護、感情面のサ
ポートなどを行っている18歳
未満の子どもをいいます。



ごあいさつ
　みなさん、いかがお過ごしですか？
　新型コロナウイルス感染が爆発的に増えています。コロナ禍と言われ始めて3年、学校では人と
の距離の確保、教育活動の制限、黙食などが続いています。それしか知らない、大きな声を出すこ
とすら忘れてしまったかのような子どもたち、将来の育ちへの影響を心配する声も聞かれます。
　家庭の状況が経済的に不安定になり、そのことによって家庭の居心地が悪くなったり、家のほか
に居場所がなく辛い思いを抱えていたり、そんな子どもたちが増えていないかとの心配もありま
す。学校が休校になったとき、明らかに児童虐待相談対応件数が減りました。学校を中心として、
いかに子どもの姿を把握していたか、ということでしょう。
　一方、文科省が「2021年度始業日の公立学校の教員不足数」が2,065人であったことを公表し
ました。三重県でも、産休・育休や病休の欠員補充について、年度途中では極めて困難な状況が続
いており、忙しさに拍車をかけることになっています。
　北勢地域は初任で赴任される方が多く、産育休を取る教員も多いことから、教員不足は特に深
刻です。「現場に人を！」学校で働く方々からいつも聞かれる悲鳴です。文科省は教員不足の原因
究明、教職員配置の拡充などしっかりと見直さなければなりません。
　「荒れ」た子ども、あきらめた子どもに出会った多くの経験から、どの子どもも温かい環境で
育ってほしい、自分を大切に、他の人を大切にしながら自己実現を図ってほしいと思ってきました。
そのために学校をはじめとする環境の整備に向け、引き続き全力でとりくみます。また、子ども食
堂に7年、フードパントリーに3年間、関わっています。市民の皆さんが子どもたちのためにと懸命
に取り組む活動に大いに共感し、動き続けたいと思います。
　これからもご指導ご支援いただきますようお願い申し上げます。

令和4年度教育予算（主なものを抜粋）

ご意見・ご要望等、お待ちしています。

★地元の行事や、グループの集まりなど、是非お声がけください。

〒511-0068 桑名市中央町４－４４ ウインズビル３F
Tel.0594-25-8182 Fax.0594-25-8183
HP  http://kojima-tomoko.com  E-mail  tomokokjm@gmail.com小島とも子事務所

小島とも子三重県議会議員 県政Report
2022 特別号

子どもを中心に

●特別支援学校施設建築費（9億444万円）
●不登校対策事業（4,498万円）
●外国人児童生徒教育推進事業（3,408万円）
●スクール・サポート・スタッフ配置（3億１,７３７万円）
　小中学校４９３校、県立学校７５校に配置
●少人数学級推進事業（８億3,１６７万円）
●運動部活動支援事業（５,915万円）
　部活動指導員１２２名（３２名増）
●スクールカウンセラー等活用事業（３億９,０７８万円）
　スクールカウンセラー：4.2%増
　スクール・ソーシャル・ワーカー:21.3%増
●実習船建造事業（８億４,５６６万円）
●学校防災推進事業（２,１７３万円）
●学校情報ネットワーク事業（４億２,４６０万円）

令和4年度
子ども施策関連予算（主なものを抜粋）
●児童虐待法的対応推進事業（１億５,３９４万円）
●児童一時保護事業費（３億２,２９４万円）
●若年層における児童虐待予防事業費（１,０２７万円）
●家庭的養護推進事業（８,３４６万円）
●児童養護施設費（２億６,４９０万円）
●子どもの貧困対策推進事業（１,７１１万円）
●ヤングケアラー支援事業（１,６８１万円）
●保育対策総合支援事業（４億５,１０３万円）
●放課後児童対策事業費補助金
　（１３億６,２０８万円）
●地域子ども・子育て支援事業
　（６億３,１４３万円）

「差別を解消し、人権が尊重される三重をつくる条例」が成立！

他にも、一般質問等で以下の項目について取り上げました。

　2022年5月19日、本会議において全会一致で可決、成立。即日、公布・施行されました。一部、相談体制につ
いての部分のみ、準備に日数を要することから令和5年4月1日施行となっています。委員長として提案させていただ
きましたのでホッとしています。

●防災のとりくみ推進について「子
どもたちの命を守る学校に！」
として、大川小学校での悲劇と
その後の判決を受け、より一層
の学校防災の充実を訴えました。

●「制服は『勝ち取る』もの？」と題し、
性自認・性的指向に関して、制服
の在り方について見直すよう求めま
した。中学校や県立学校において、
共通制服や選択の幅が広がるな
ど、見直しが進められています。

●学校における性被害についても取り上げました。教
職員からの被害はもちろん、児童生徒同士というもっ
とも学校が対応に苦慮する場合
を想定し、専門機関との連携を
含め対応方針の策定を求めまし
た。現在、策定中です。

●給食に関して、「学校給食の公会計
化」「一人ひとりの子どもに応じた
給食の形態に関するガイドラインの
策定」を求めました。食のガイドラ
インは、県立学校向けではありま
すがすでに策定されました。今後
は運用について検証が必要です。●コロナ禍、経済状況の悪化が特

に顕著なひとり親家庭、特に母子
家庭の状況に触れ実態の把握や
支援の必要性を訴えました。学校
等での子どもの暮らしを底支えす
ることが大切だと考えています。

●通学路の安全対策、子ども
アドボカシー（意見を聞くこ
となど）の推進、医療的ケ
ア児への支援充実など。　

　この条例の特徴としてこの3点があげられます。県の義務を課したものとしては、全国で
初めての条例となります。約2年間、41回の委員会を経て可決成立に至りましたが、実効
性あるものとなるよう引き続き関わり、チェックする役割をしっかり果たしたいと思います。
子どもたちを含め、全ての人が生きやすい社会をめざします。

不当な差別をはじめとする人権侵害行為の禁止が明記されました！

人権問題に関する相談に応じる県の義務と相談体制が規定されました！

不当な差別に係る紛争の解決を図るための体制整備について規定されました！


