
○１１番（川瀬 孝代君）   １１番、川瀬孝代でございます。 

 通告に従いまして質問をさせていただきます。 

 １つ目、子育て応援アプリについてです。 

 平成２７年度から子ども子育て支援制度がスタートしたことに伴い、保育をはじめとする

様々な子育て支援に関する情報提供や相談、助言を行う利用者支援事業の実施を自治体に求め

られたことがきっかけとなり、各自治体が独自の支援事業を検討、展開するようになりました。 

 昨今、子育て家庭の家族形態や就労形態が多様化する中で、保育だけでなく、様々な形の子

育て支援が求められております。自治体における支援事業も利用者のニーズに幅広く対応する

必要性が増してきています。 

 そのような中で平成２６年１０月に東京都世田谷区では、子育て世代に広く普及しているス

マートフォンを活用した支援事業として、多様化する子育て家庭のニーズに沿った情報を提供

するためのツールの１つとして、世田谷子育て応援アプリが注目を集めて現在も公開をされて

おります。 

 各自治体においてはスマートフォンやタブレット、ラインを使った子育て支援が現在広がり

つつあります。また本年８月には、四日市市がアプリで「子育てよかプリコ」という母子手帳

アプリの提供をスタートさせました。 

 核家族化やひとり親世帯の増加、地域の繋がりの希薄化などにより、保護者が孤立しがちで

あることから、出産や子育てに対する不安や負担は決して軽くはありません。 

 そこで、子育て世代の多くが利用しているスマートフォンで、時間や場所にとらわれず、気

軽に子育て支援に関する情報を取得できるようにすることで、子育て世代の不安感や負担の軽

減などを図ることができるアプリが有効であると考えられております。 

 アプリを通じて提供されるサービスには、おむつ替え、授乳スペース、病院、保育園・幼稚

園、公園などの施設を検索できる施設マップ、子育て支援情報や申請手続などの情報を閲覧で

きる子育て支援ナビ、登録をした子どもの生年月日や住所に合わせた健診や予防接種を知らせ

るお知らせ配信機能、妊娠中の体調、体重記録、胎児や子どもの成長記録、離乳食の作り方、

育児日記、出産・育児のアドバイス、子どもの成長記録を家族のスマートフォンで共有し、閲

覧できるなどがあります。電子母子手帳として子どもの発育状況など、記録や管理ができるこ

とから、地震などの災害で記憶が失われない心配がないといったこともあると伺いました。 

 より多くの子育て世代のニーズに、きめ細かく応えることができるようになることが期待さ

れ、切れ目のない子育て支援に有効であると考えます。子育てを応援するアプリを導入しては

どうでしょうか、考えをお聞きいたします。答弁を求めます。 

○議長（鷲田 昭男君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   私からは子育て支援について、総括的にお答えをさせていただ

きます。 

 本町の子育て支援は、主に子育て世代の支援と、子育て・教育の質を高めることの２点に、

その重きを置いております。 



 各小学校区での保幼一体施設の整備、放課後児童の受け皿である学童保育の整備など、施設

整備に加え、保育者の経済的支援のため、保育料を全国レベルに比べて安く抑えるとともに、

５歳児の幼稚園保育料の無償化を実施いたしております。 

 質の強化では、安心して職務に専念していただけるよう、保育士の正規率の向上、その上で

個に応じたきめ細やかな保育教育を進めるとともに、子育て支援センターでは保護者の子育て

の不安を軽減し、子育ての楽しさが実感できるよう、「子育て相談」や子育て「講演会」等の

実施をいたしております。 

 また、発達支援室では、発達に支援が必要な子どもに対し発達相談や言語相談、各種教室等

を開催するなど、保護者への支援とともに、子どもの健やかな成長にとって途切れのない支援

を行うため、保健福祉、教育分野の連携を図ることにより、個々の発達に応じたサポート体制

の充実に努めておりまして、子どもたちが健やかに育つ環境を整備いたしております。 

 ところで現在の町民の皆様への情報伝達は、町の情報発信ツール「広報とういん」、「ホー

ムページ」、「行政メール」、「回覧」等を活用して行っており、町民の皆様にお知らせをし

ております。 

 「子育て応援アプリ」は、急速に普及した「スマートフォン」を活用して子育ての情報を発

信するもので、核家族化が進み、昔のように３世代同居などの世帯が少なくなった今、身近に

子育ての相談相手がいない等、子育てに不安を抱える保護者にとって有効なツールになるので

はないかと考えておりまして、現在、健康づくり課において、このアプリの運用に向けての準

備を進めております。なお、運用を開始する際には、町民の皆様に広く周知をしてまいります。 

 詳細につきましては、福祉部長からお答えをさせていただきます。 

○議長（鷲田 昭男君）   松下文丈福祉部長。 

○福祉部長（松下 文丈君）   私からは子育て応援アプリの運用に向けた現在の状況等に

ついて、お答え申し上げます。 

 本町におきましても各種の子育て支援策を整備し、町民の皆様には広報紙やホームページ等

でお知らせしておりますが、一方で、こういった情報がなかなか皆様に伝わりきれないという

面もあろうかと思っております。 

 そこで、多くの子育て世代が利用しているスマートフォンを活用して情報が発信できる「子

育て応援アプリ（母子健康手帳アプリ）」の運用開始を近々予定しております。 

 このアプリの機能は、多くの情報提供等が可能であります。運用開始時は利用者の妊娠週数

や子どもの月齢に応じて、その時期に必要な各種手続や子育て関連の施策・制度などの情報を

町から定期的に発信する予定であります。また、母子手帳のバックアップとして、胎児期から

健康記録を長期間保管することができるなど、情報発信だけにとどまらず、非常に付加価値の

高いアプリであると考えております。 

 運用開始後は利用者が増加し、要望が高まってまいりましたら、各種イベントや教室への参

加等の受付もアプリで行う等、さらなる活用も検討してまいりたいと考えております。 

 今後もスマートフォン等の新しいツールに注視しながら情報発信を行い、子育て世代に有益



な情報を提供してまいりますので、ご理解賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（鷲田 昭男君）   川瀬孝代議員。 

○１１番（川瀬 孝代君）   町長と、それから部長に答弁をいただきました。 

 導入をするという、そういう方向でお考えになっているということがわかりましたが、この

アプリ、もちろんスマートフォンを活用しての部分というのは、いろんな会社があると思いま

す。そういった意味でいろんな会社との企画とか、そういうことをされたのかどうか、お答え

をお願いいたします。 

○議長（鷲田 昭男君）   松下文丈福祉部長。 

○福祉部長（松下 文丈君）   導入に当たってのいろいろな業者との比較と言いますか、

その辺について、まず私どもとしては、このアプリは非常に有効であるということをお聞きし

ておりまして、そんな中、いろいろ業者さんの方からも提案もいただきました。しかし現在、

あるところによりますと、無償でやっていただけるとこもあると。その部分において、無償と

有償のところとあるという２社をお聞きしております。 

 本町の場合、年間１７０件程度の母子手帳の交付もございまして、その人数等の検討もいた

す中で、年間費用としては、例えばＡ社によりますと３６万円ほどかかる、または無償という

ところもありまして、現在のところ、無償の方を対応していきたいというふうに考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（鷲田 昭男君）   川瀬孝代議員。 

○１１番（川瀬 孝代君）   わかりました。いろんな会社が開発していることもあります

し、また自治体によっては、自治体で開発しているところもあるという、そういうような現状

であります。無料と言うか、そういうところというのは大変ありがたいことかなとは思います

が、さてこれが今後ずっと将来的に続いていくとなりますと、そういった部分での観点では、

また問題があるのかないのか、その点についてお尋ねします。 

○議長（鷲田 昭男君）   松下文丈福祉部長。 

○福祉部長（松下 文丈君）   お答え申し上げます。 

 将来的に申し上げますと、現在マイナンバー制度の関係で、マイナポータルという部分で個

人番号の方からいろいろな情報が仕入れられるということも国の方で考えられております。そ

んな中、今現在、本町もその辺の方向性も見極めながら、いい方向と言うか、双方向でできる、

要は今回の導入しようとするものは町からの情報発信のみで、相手様からの双方向という形に

はなってない状況でございますので、将来的にもっといいアプリとか、そういった機器等が出

ましたら、その辺も検討していきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（鷲田 昭男君）   川瀬孝代議員。 

○１１番（川瀬 孝代君）   まずは始めていくという、そういうスタイルなんでしょうか。

それが本当に子育て支援に役に立つかどうかというのは、後で検証していくことが大事かと思



います。 

 そういった意味で、先ほど町長のご答弁にもありましたが広報紙、また、手紙とかポスター

とかチラシなどの告知をしている、紙媒体で今現在やっている、メールももちろん、それはま

た別であると思いますが、そういった部分で少しずつ置き換えていく、そういう方向性もとて

も大事かなと思います。 

 そういった意味で、コスト削減ということを、今回のこういう発信の中で考えられたのかど

うか、その点にも利便性の向上と言うか、そういう観点からも考えられたのかどうか、この点

についてまたお尋ねをいたします。 

○議長（鷲田 昭男君）   松下文丈福祉部長。 

○福祉部長（松下 文丈君）   お答え申し上げます。 

 やはり事務改善と申し上げますか、その辺も現在、健康づくり課の方で担当している母子手

帳の交付等もありますけれども、そういった子育て相談についても、いろいろな方法がとれる

ということの中身として考えております。また、議員申し上げられましたように、コスト削減

というのも本来の一つというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（鷲田 昭男君）   川瀬孝代議員。 

○１１番（川瀬 孝代君）   わかりました。 

 また、子育ての情報をきめ細かく提供していく、これもとても大事なことで、安心して子育

てができるように環境をサポートしていく上で重要な取り組みだと思います。 

 そして例えばワクチン接種の場合ですけれども、接種を忘れた、そういった意味でワクチン

がどうしても期限がありますので余ってしまう、そしてまた、それを配給しなきゃいけないと

いう、そういうような現実もあるということを伺っております。 

 そういった意味ではしっかりと取り組みをし、そして予防接種、そういった部分での接種の

ことが漏れないように、しっかりと対応していただきたいと思います。導入に向けての取り組

みといった部分では評価をしてまいりたいと思います。 

 それでは次の質問に移ります。２つ目、発達障害者支援についてです。 

 平成１７年４月に施行されました発達障がい者支援法は、国、都道府県、市町村の役割とし

て、発達障がい児に対して、発達障害の症状の発現後に、できるだけ早期に発達支援を行うこ

とが重要であることから、発達障害の早期発見のために必要な措置を講じることと定めていま

す。 

 発達障害の歴史は、日本では発達障害研究というところによりますと、１９８１年ごろから

知的障がい、精神発達の遅滞ですけれども、それがわかり始めた。１９８５年ごろから学習障

がい、そしてまた１９９５年ごろから高機能自閉症、アスペルガー症候群、いわゆる自閉症ス

ペクトラム障がいという、そういったことがわかり、そして１９９９年ごろから注意欠損多動

症という、これも本当にごく最近にわかったということであります。そういった意味で、取り

上げられてから２０年から３０年余りという、こういうような現実があります。 



 そういった意味で発達障害という名は認知されていて、詳しく知っている人は少ないのが現

状であると思います。発達障害は中枢神経、いわゆる脳の機能障がいで原因は様々であります。

現在はたばこなども、その原因ではないかということを言われております。保護者が気づいて

いるいないにかかわらず、乳幼児期に症状が顕在化をしているということです。進行性の症状

ではなく、発達段階や介入によって変化をしてしまいます。大人になるまでに判明されないケ

ースもあります。目に見えてはっきりとわかる症状でない場合が多いと言われています。 

 東員町では平成２５年４月から、発達障がい児への早期発見・早期療育支援のための発達支

援室が設置されました。子どもが生まれ育つための途切れのない支援を行うためには、とても

重要な取り組みだと思います。 

 発達支援室での支援体制が始まって４年となりました。次の点をお尋ねいたします。 

 １点目、発達支援室での支援の現状、アドバイザーによる支援体制の経緯と結果はどのよう

でしょうか。 

 ２点目、発達障害は遅れ、こだわり、ゆがみといった組み合わせで表現されています。専門

的知識が必要です。保育園・幼稚園、小学校、中学校での連携や共有はどのようでしょうか。 

 ３点目、乳幼児期の健診には保健師の見立てがとても重要です。発達の検査など、役割はと

ても大きいです。保健師の活動はどのようでしょうか。 

 ４点目、三重県子ども心身発達医療センターとの連携はどのようでしょうか。 

 ５点目、平成２８年４月に障がい者差別解消法が施行されました。合理的配慮が求められて

います。発達障害にこそ配慮が必要だと考えます。職員研修はどのようにされて、保護者への

相談体制やアドバイザーによる支援体制はどのようでしょうか。 

 この５点について、お聞きをいたします。答弁を求めます。 

○議長（鷲田 昭男君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   発達障害支援について、私からは、私たちが取り組んでいる考

え方について、お答えをさせていただきます。 

 心身の発達に何らかの障害や、それぞれのライフステージにおいて、いわゆる「困り感」を

感じている子どもたちが、近年、全国的に増加傾向にあると言われております。 

 平成２４年に文部科学省が公立の小中学校で行った調査では、学習面、または行動面で著し

い困難を示す児童生徒の割合が、小中学校全体で実に６．５％という結果になっておりまして、

本町におきましても同様の傾向が見られております。 

 こうした状況の中、我が国においては平成１７年に発達障害者支援法が施行され、発達障害

の早期発見や発達支援について、国や地方自治体の責務などが初めて明文化されました。 

 また、平成２８年には、心身に障がいがあってもなくても、だれでも自分の力を発揮でき、

日常生活や社会生活を営むことができるよう、いわゆる「合理的配慮」について、障害者差別

解消法の中で規定され、また学校現場ではインクルーシブ教育の考え方から、同じ場でともに

学び、その上で子どもの個性に応じた合理的配慮を行うことが求められております。 

 このように少しずつですが、だれもが暮らしやすい社会へ向けて、社会全体が舵を切ってい



るのではないかと感じているところでございます。 

 本町においても発達が気になる子どもへの幼少期からの早期支援が必要であることから、保

健福祉、教育分野がそれぞれ連携し、支援を行えるよう、平成２５年度に「発達支援室」を設

置させていただきました。設置から５年を迎え、三重県立小児（こども）診療センターあすな

ろ学園、現在では移転して、子ども心身発達医療センターと名称を変えておりますが、そこで

専門的研修を受け、アドバイザーとして認定を受けた教員、保育士を配置し、発達に何らかの

困り感を感じている児童等について、相談、助言、各種教室等を行っているところでございま

す。 

 また、町内の幼稚園・保育園、小中学校につきましても、特別支援教育コーディネーターや

あすなろ学園が開発したアセスメントツールであるＣＬＭ（チェックリストｉｎみえ）これを

推進するためのＣＬＭ推進委員を置き、発達支援室と綿密に連携をとりながら、「途切れのな

い支援」を進めているところでございます。 

 また現在、保健福祉センターの改修を行っておりますが、これにつきましては発達支援室が

行う各種教室や相談事業に用いるための改修であり、今後、発達が気になる子どもや、その保

護者が安心して東員町で子育てができる施設として活用していただきたいと考えております。 

 いずれにいたしましても、障害があってもなくても、本町に住む全ての子どもたちが家庭や

社会の中で愛し愛され、幸せに成長できるまちづくりをこれからも進めてまいりたいと考えて

おります。 

 詳細につきましては、福祉部長から答弁をさせていただきます。 

○議長（鷲田 昭男君）   松下文丈福祉部長。 

○福祉部長（松下 文丈君）   私からは詳細について、お答えさせていただきます。 

 まず発達支援室の支援の現状ですが、先ほど町長からご答弁させていただいたとおり、平成

２５年度に福祉部局に発達支援室を設置いただきました。この発達支援室には行政職である室

長、そして教員、保育士を置き、臨時職員として臨床心理士を雇用しており、現在は室長以下

６名体制の業務を行っております。 

 このうち教員と保育士、それぞれ１名ずつが、県立小児（こども）発達支援センターあすな

ろ学園、現在の子ども心身発達医療センターですが、こちらで専門的な研修を１年間継続して

受け、「みえ発達障がい支援システムアドバイザー」の認定を受け、保護者や各園・学校から

の相談、助言等に取り組んでおります。 

 保育園・幼稚園、小中学校での連携につきましては、きめ細やかな特別支援教育や発達支援

を行うため、それぞれの園・学校に特別支援教育コーディネーター及びＣＬＭ推進員を置き、

発達支援室と連携を取りながら、就学児の園から引き継ぎや、その後の支援、情報共有等に取

り組んでいるところです。 

 保健師の活動につきましては、健康づくり課に配属した保健師と保健・福祉の連携のもと、

必要に応じて発達支援室が行う教室への参加、発達に関する相談等に支援室の職員とともに出

向いております。 



 また、幼児健診時には発達支援室の職員も同席し、情報の共有を随時行いながら、早期から

支援ができるよう取り組んでいるところです。 

 保健師につきましては、今年度から地区担当を持ち、保健師それぞれがかかわる子どもにつ

いて発達支援室と連携を図り、途切れのない支援に努めております。 

 続きまして、県立小児（こども）心身発達支援センターとの連携につきましては、支援室の

アドバイザーが随時情報共有を行っており、医療センターの行う研修や報告会など、町の幼保

職員や教員を連れ立って参加し、支援について理解や知識を、支援室だけで止めることなく、

直接学んでいただく機会としております。 

 また、医療センターに初めてかかるお子様については、医療センターからの要請により、初

診までの間、対象のお子さんから在籍する園などに支援室の職員が出向き、療育教室やＣＬＭ

を行い、その結果をドクターへフィードバックするなど、継続した支援の連携に努めていると

ころです。 

 次に、合理的配慮につきましては、昨年施行された障害者差別解消法により、一人ひとりの

困りごとに合わせた「合理的配慮」の提供が、行政、事業者に義務づけられました。 

 発達支援室としましては、昨年度から特別支援教育コーディネーター学習会や支援員学習会

などの場で、アドバイザーによる合理的配慮について研修を行っており、それを園や学校現場

で実施していただけるよう理解を深めております。この合理的配慮につきましては大変重要な

ことと認識しており、今後も機会あるごとに研修等を行ってまいりたいと考えております。 

 次に保護者への支援につきましては、支援室が行う療育教室に保護者も同席をいただき、保

護者の説明会の開催や、また保護者支援に軸を置いた教室、「のびのび教室」を実施し、保護

者同士の情報共有の場を作るなど支援に努めております。 

 また、子育てについて、何らかの負担や辛さを感じる保護者からの相談を受けることもあり

ます。この場合には発達支援室だけでなく、子ども家庭課全体で、また健康づくり課、学校教

育課など、それぞれの関係する課とも連携しながら情報を共有し、丁寧な支援となるよう鋭意

努力しております。 

 今後も発達に困難さを持った子どもたちの負担を少しでも軽減できるよう、温かい支援を続

けていきたいと考えておりますので、ご理解いただきますようよろしくお願いいたします。 

○議長（鷲田 昭男君）   川瀬孝代議員。 

○１１番（川瀬 孝代君）   町長と部長から答弁をいただきました。 

 この保護者の相談ですけれども、どれぐらいの方が相談に見えているのか、人数的な部分で

すが、お尋ねをしたいと思います。 

 そしてもう１点ですが、養育環境として保護者に正しいかかわり方の指導、そういった部分

はどのような形でしているのか。特にお母さんが少しでも楽になること、そういうことを考え

てあげることがとても大事だと思います｡保護者が子どもとのよりよいかかわり方を学び、そし

て日常の子育ての困りごと、それを解消し、楽しく子育てができるように、先ほどもそのよう

な子育ての環境を作っていきたいというお話がありましたが、そういった部分でのペアレント



トレーニングと言いますか、そういったことに対してはどのようなことをされているのか、そ

の点をお伺いしたいと思います。 

○議長（鷲田 昭男君）   松下文丈福祉部長。 

○福祉部長（松下 文丈君）   １点目の子育てに関する相談件数でございますが、今現在、

手元には持っておりませんが、後で報告させていただきたいと思います。 すみません、年間

の相談件数でございますが、３００人ほど、相談を受けてございます。その中、いろいろ教育

相談やら巡回相談の子どもも含めた数といたしまして、３００人ほどいただいてございます。 

 また２点目の、どのような手段で支援をしているのかという点でございますが、それぞれ担

当の方が現場でやっておるわけでございますが、アドバイザーによる支援が主となってござい

まして、その辺を行ってございます。 

 また、教室等で出前療育と集団療育と５歳児・４歳児分けてそれぞれ行っております。その

中でまた家庭と言いますか、保護者さんも含めたのびのび教室等も実施しておりまして、その

ように職員がかかわり、ときには保健師もかかわり、実施してい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（鷲田 昭男君）   川瀬孝代議員。 

○１１番（川瀬 孝代君）   保護者に対しての正しいかかわり方の指導というのはとても

大事だと思います。普通ではこうなんだけれども、どうしてこの子はこうなんだろうという、

そういったところが大変疑問が出てくるわけですね。育て方の問題じゃなくて、どういうふう

にかかわっていくのか、そういうことがとても大事なんです。こういった意味で、やはり専門

家、そういうところの知識を得て、そしてまた、そういう力を発揮していく、そういうことも

とても大事だと思います。こういうことに関しても今後、担当課としてはお考えを示していた

だきたいと、そのように思います。 

 さて、発達支援室には教諭、保育士、保健師が配置されています、とあります。保健福祉セ

ンターに保健師を配置する予定でしょうか、その点についてお尋ねします。 

○議長（鷲田 昭男君）   松下文丈福祉部長。 

○福祉部長（松下 文丈君）   お答え申し上げます。 

 来年４月から発達支援室が保健福祉センターの方で単独と言いますか、常駐するという形と

なってございます。その中の職員配置につきましても、現人員の中でやっていくわけなんです

けども、当初としましては保健師も配置したいというふうに考えておりますが、ただ、いろい

ろ職員配置の問題もありますので、その辺、確実ではございませんが、当初の私どもの思いと

しましては、保健師も配置したいというふうに思っております。 

○議長（鷲田 昭男君）   川瀬孝代議員。 

○１１番（川瀬 孝代君）   そのように考えていることが実際できることを願いたいと思

います。 

 次に保育士のことをお尋ねいたします。 



 保育士は一番子どもの状態を見ております。現場を一番知っております。そういった意味で

子どもへの気づき、この点では保育士の意見を尊重しなければいけないと私は考えます。また、

保健師との連携をしなければ支援はできません。そういった意味で保育士と保健師との連携、

発達支援室が入ってくることはとても大事だと思いますが、しかしそれは職員であります。あ

る意味、こういう身近なところから、私は支援の輪が広がっていくのではないかと考えます。

こういった支援体制、現在どのようにされているのか、お答えください。 

○議長（鷲田 昭男君）   松下文丈福祉部長。 

○福祉部長（松下 文丈君）   お答え申し上げます。 

 保健師と保育士とのかかわり方ということで、福祉部局におきましては、子ども家庭課と健

康づくり課の方で、それぞれ母子福祉の関係にかかわる部分については情報を共有しながらや

ってございます。保育士と保健師のかかわり方ということでございますのは、絶えず情報を共

有すると言いますか、保健師は保健師だけでやるのではなくて、それぞれ発達支援に関係する

お子さんが見えましたら、当然そこの中に保健師もかかわって、情報を共有しながら支援をし

ていくというふうに取り組んでおります。 

 以上です。 

○議長（鷲田 昭男君）   川瀬孝代議員。 

○１１番（川瀬 孝代君）   きちんとしたサポート体制ができているということでありま

すので、この点では安心をしたと言うか、ホッとした部分であります。 

 と言いますのは、現実、この保育士の情報をしっかりと保健師が共有していく、そういうこ

とがとても難しい部分が出てきたり、そしてまた、それがなかなかうまくいかないといったよ

うな現状のことが、東員町ではございませんが、多々聞いている、そういうような現状もあり

ますので、そういった点で確認をさせていただきました。しっかりと取り組みをしていただき

たいと思います。 

 そしてＣＬＭですけど、先ほどもそういう研修がなされているというお話がありました。前

期・後期と分かれているというようなことを以前伺いましたが、保育園・幼稚園、小中学校、

そしてまた学校の教育課、保健師、支援室で構成されていると思います。 

 そういった意味で、これまでどのような支援がなされてきたのか、そしてまた、例えば健診

時の状況、そういうところも共有しなきゃいけない部分もあると思います。そういった意味で

どれぐらいの時間を費やしながら、そしてまた、どのような研修内容であるのか、それが今後

発達支援に対して活かしている部分があるのかどうか、具体的な例でもあれば答弁を求めたい

と思います。 

○議長（鷲田 昭男君）   松下文丈福祉部長。 

○福祉部長（松下 文丈君）   お答え申し上げます。 

 保健師の研修と言いますか、そちらの方でよろしいでしょうか、じゃなしに、発達支援室の

研修という形でよろしいでしょうか。大変申しわけありません。 

 まず保健師の研修につきましては、年間を通して様々な県開催のもの、また国等が開催する



ものに参加させていただいて、それぞれ研修事項を受講して、帰って職員の方に、また違う担

当者の方に報告して、こういった研修があったという内容を皆さんで共有しているというふう

な、毎月１回程度会合を持ちながら、その中で研修成果を報告しておるということでございま

す。 

 また、ＣＬＭ研修の中身につきましては、それぞれ担当者の中で、年間を通して開催してお

ります。それぞれＣＬＭ推進員というのを設けてまして、実施しているという状況でございま

すので、数字的には今ちょっと手元に持ってございませんので、申しわけございません。 

 以上でございます。 

○議長（鷲田 昭男君）   川瀬孝代議員。 

○１１番（川瀬 孝代君）   なかなか部長ではわかりにくいような質問をさせていただい

たということになるのでしょうか。私もちょっと、答弁の方がよくわかりませんので、また現

課の方に伺わせていただきたいと思います。 

 さて、この療育の部分というのは、現在何人ぐらいが受けてみえるのでしょうか。そしてま

た、時間というのはどれぐらいかけて療育をされているのか、この２点についてお尋ねします。 

○議長（鷲田 昭男君）   松下文丈福祉部長。 

○福祉部長（松下 文丈君）   療育教室と言いますか、発達支援の方の受講をされた平成

２８年度の数値となりますが、現時点、実数としましては６０人の方が受講されております。

その中でもそれぞれ、にこにこ広場には２１名の方、ＣＬＭの実施につきましては、そのうち

６名の方がＣＬＭを受けてみえます。出前教育と言いますか、その方については実数１４名、

集団療育につきましては１８名という形で、その他、個別指導で１名の方、合計いたしますと、

年間６０名の方が受講しているという形になってございます。 

 以上でございます。 

○議長（鷲田 昭男君）   佐藤光広子ども家庭課長。 

○子ども家庭課長（佐藤 光広君）   少し補足と言いますか、させていただきたいと思い

ます。平成２８年度の教室の参加者数ですけれども、７５名ということで訂正させていただき

たいと思います。 

 申しわけございません。 

○議長（鷲田 昭男君）   川瀬孝代議員。 

○１１番（川瀬 孝代君）   １年間を通してでも大変な人数であると思います。そういっ

た意味で、事細かく、この療育に携わっていただくということは大変ありがたいことだなと、

そのように感じるところです。 

 さて合理的配慮、こういった部分というのは、先ほどもお話がありましたが、大変大事なこ

とです。そしてまたしっかりと、こういうところに気を配り、そして実習をしていかなければ

ならないと思います。発達障害こそ、本当に合理的配慮が必要だと、そのように私も痛感して

おります。 

 子どもたちが暮らしやすい、わかりやすい表示や音、光、そしてまた環境や感覚の調整、ル



ールづくりなど、療育環境への影響があると思います。学校では特別支援から始まる授業の改

善や教育環境を変える工夫など、各学校への配慮、アドバイスができる環境づくりに十分に力

を入れるべきだと、そういうふうに思っております。そういった点で周りの理解がとても大事

であると思います。現在はどのような取り組みをしていらっしゃるのでしょうか。 

 そしてまた、障がいのある人が自分の力を発揮していくことがとても大事です。そういった

意味で当事者にとって何が必要なのか、そしてまた、発達障害だけではなく、全体的な障がい、

そういった部分では共生社会を目指していくと言うか、そういった意味での研修、そういった

部分は重要であると考えます。職員全体での研修会はどのようにされているのでしょうか、お

答えください。 

○議長（鷲田 昭男君）   松下文丈福祉部長。 

○福祉部長（松下 文丈君）   お答え申し上げます。 

 合理的配慮の研修についてということでご質問でございますが、これまで６回の合理的配慮

の研修を行っております。内容的なものにつきましては、資料等に基づきまして、特に発達支

援室の関係について、部署としてやっている部分と、また合理的配慮は全町的な取り組みだと

認識してございますので、町全体で周知するという形をとっております。 

 また、共生社会の中でいろいろ合理的配慮を求める中で、今後も不当な差別解消とか、そう

いった部分について、周知啓発に努めていきたいというふうに思っております。ちょっと答弁

漏れかもわかりませんが、申しわけございません。 

○議長（鷲田 昭男君）   佐藤光広子ども家庭課長。 

○子ども家庭課長（佐藤 光広君）   お答えいたします。 

 先ほどの教室等に参加した人数、７５名ということで、内訳といたしましては、にこにこ広

場で２１名、出前療育で１４名、集団療育の方で、４歳児９名、５歳児９名、個別療育で１名、

のびのび教室で２１名の合計７５名でございます。申しわけございません。 

 それともう１点、先ほどの保護者からの相談件数、部長の方が１年間で３００人ということ

で言わせていただいたんですけれども、平成２５年、発達支援室が設置されましてからの４年

間ほどで３００人ということでございます。申しわけございません。 

○議長（鷲田 昭男君）   川瀬孝代議員。 

○１１番（川瀬 孝代君）   いろいろとちょっと、ちぐはぐなことになってしまっていま

すので、申しわけございません。そういった意味で、ありがとうございました。課長から答弁

をいただきました。 

 さて、質問に入りたいと思います。 

 今、５歳児健診を隣の菰野町などが始めました。なかなか全体的に、この５歳児健診を実施

していくというのは、いろんな体制も必要ですので難しいかと思いますが、３歳児健診から就

学前の健診の間に、子どもたちというのは成長していく、その段階で集団生活の中での集団行

動、こういったところで、いろんな場面で気になる子どもを早期発見できるという、そのよう

なこともあります。 



 そういった意味で、この５歳児の親へのアンケートと言いますか、健診は無理としましても、

アンケートで調査をしていく、そういった意味で細かく推進をしていくことも、とても必要で

はないかと思いますので、この点についての取り組み、考え方をお尋ねします。 

○議長（鷲田 昭男君）   松下文丈福祉部長。 

○福祉部長（松下 文丈君）   お答え申し上げます。 

 菰野町さんが実施されておるということでございますが、うちの方もいいことで、それに向

かって勉強させていただいて、アンケート調査をする方向なり、またどのような方法がいいの

かというのも踏まえて勉強させていただきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（鷲田 昭男君）   川瀬孝代議員。 

○１１番（川瀬 孝代君）   ぜひ前向きに研究をしていただきたいと思います。 

 そして医療的な部分でも、現在特性のある病気ですね、そういった部分を考えながら、特性

に応じて、特にコンサータなどの薬のサポートが、成長とともに今、改善傾向を示しています。

いろんな薬があるんですけれども、多動症の子どもたちには効果がある、そのようなことも言

われています。 

 障がいの立場に立って考えることや、持っている個性を活かしていく、活かしてあげる、そ

ういったことを推進していくためには、関係する周りの人の育成がとても大事だと思います。

そういった意味で、この人材的な部分の育成、そういうことも今後しっかりと考えていってい

ただきたいというのが１点目、どのように考えているのか。 

 そしてまた、支援体制を作り、進めていくためには、先ほども言いましたように、周りが繰

り返し発達障害の特性への理解がとても必要です。認識することが大事です。 

 私もそういった意味で、今年また研修会に参加させていただきました。その会場には保育士、

そしてまた専門職の介護福祉士とか、そういう人たちも多数参加してみえました。きっとこれ

は学校、そしてまた保育園・幼稚園、家庭だけではなく、大人になった人の発達障害、そうい

った意味で施設の中でも困り事があるんだと、そのようなお話がありました。そのためにしっ

かりと環境を整えるために、まず自分が認識しようということで学びに行きましたという、そ

のようなお話も伺うことができました。私はとてもこれは大事なことだと思います。 

 こだわりが強かったり、偏りがあったり、そしてまた知的な部分があったり、それでもその

人たちの人権を尊重し、そして、その人たちが生きやすいような環境を作っていく、それはそ

ういうことに携わる人たちの大きな責任でもあると思います。 

 特に東員町は権利条例を作るという、子どもに対しての本当にきめ細やかな対応をしていく

という、そういう場でもあります。そういった意味で、そういうことを踏まえながらしっかり

対応していく、その中でこの認識をしていく、そういった意味で町で住民への講演会などを開

催してはどうかと思います。それは特別なことを特別なようにする講演会ではなくて、こうい

う社会の中でこういうことがあるんだという、そしてそれを町全体の中でどうやって育み、そ

してまたみんながかかわっていくのか、コミュニティもとても大事です。そういった意味でこ



ういう考えがあるのかどうか、発達支援室だけの問題では、私はないと思っております。そう

いった意味で考えがあるのかどうか、お答えを述べてください。お願いいたします。 

○議長（鷲田 昭男君）   松下文丈福祉部長。 

○福祉部長（松下 文丈君）   お答え申し上げます。 

 ２点ほど質問をいただきましたが、専門的な薬とか、個性を活かすためにも、それをいろい

ろ研究していかなければいけないなというふうに思ってます。また、周りの人の考え方、周り

の方の育成というのも非常に大事というふうに思っております。今後、専門的な研修とか、そ

ういった部分も積極的に参加させていただきながら、知識を習得していきたいというふうに思

っております。 

 最後に講演会の開催等についてどうかというご提案でございますが、その辺も担当課とでき

る点を考えながら勉強させていただきたいというふうに思っておりますので、今後講演会等が

できるのであれば、またご案内させていただきたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（鷲田 昭男君）   川瀬孝代議員。 

○１１番（川瀬 孝代君）   医療的な部分はお医者様が関係してきますので、いくら町が

いろんなことをやるという、そういうことはもう無理だと、そういうふうに思っております。

ただ、そういう背景がある中で、子どもたちが安定した育ちをしていくという、そういった意

味で先ほどは述べさせていただきました。 

 さて、適切なサポート体制を考えていくことがとても大事、そしてまた子どもたちの２０年

後を考えて、そしてサポートをしていく、この点とても大事だと思います。成長したときに、

いろんな部分が出てくるのではないかと私も思います。 

 子育ての結果を見るのではなくて、発達の視点を持つ、そこがとても大事な事業ではないか

と、必要な事業ではないかと私は認識をしております。 

 また、祖父母や、そういう世代の人たちの理解を進めていく、これはとても大事です。お父

さん、お母さんが悩んでいる、でも家族の中ではおじいちゃんやおばあちゃんは、それは理解

できないと。そういうことになってしまえば、家の中でのサポートというのも大変難しいです。

そして子どもによっては外と内が違う、そういう症状を示す子どもたちもいます。そういった

部分でこの祖父母世代への理解、こういったところにも視点を持っていくことが今後大事では

ないかと思います。 

 人と人とのコミュニケーション、繋がりを信じることができる地域、信じていける地域、そ

ういったものが東員町の今後のまちづくりには大変必要ではないかなと思います。介護の部分

でも、いろんな認知症の部分でも、長寿福祉がみんなとの繋がりを今一生懸命探りながら体制

を整えてますが、この発達支援、そういった部分でも共有していくところはたくさんあると思

います。そういった意味で、ぜひ認識を持ちながら、そしてまたそういう地域づくりを目指し

て、私も勉強しながら、またサポートができればいいかなと、そのように思っております。 

 以上で私の質問を終わります。 


