
○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させ

ていただきます。 

 １つ目、子育て世代包括支援センターの設置についてです。国では平成２６年にまち・ひと・

しごと創生総合戦略として妊娠期から子育て期にわたるまでの様々なニーズに対して総合的支

援を提供するワンストップ拠点であります子育て世代包括支援センターの全国展開を目指して

います。平成２８年５月には児童福祉法等改正により子育て世代包括支援センターは市町村で

の設置が努力義務と法定化され、２０２０年度末までに設置することとなりました。近年の子

育て世代は、３歳未満児の約７割から８割は家庭で子育てをしています。核家族化や地域との

繋がりの希薄化、男性の子育てへのかかわりが少ない、子どもの数も減少しているなどの背景

があります。また子育ての孤立化や子育てへの不安感、負担感、子どもが多様な大人や子ども

とのかかわりが減っているなどの課題も言われております。そのため子育て中の不安や悩みを

相談できる体制が必要となります。現在各自治体ではそれぞれの地域の実情に応じて、また特

性を活かしながら子育て期における切れ目のない支援のための包括支援事業が実施されていま

す。 

そこでお聞きいたします。１点目、子育て世代包括支援センターは現在東員町が実施している

子育て支援などと何が違うのでしょうか。２点目、子育て世代包括支援センターは町としてま

だ設置されていません。その理由はどのようでしょうか。３点目、子育て世代包括支援センタ

ーを設置することによって住民にとって何が変わるのでしょうか。この３点についてお聞きい

たします。答弁を求めます。 

○議長（島田 正彦君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   子育て世代包括支援センターについてお答え申し上げます。今

議員おっしゃいましたように、平成２８年６月に改正されました「母子保健法」におきまして

市町村は「子育て世代包括支援センター」を設置しろということで努力義務ではありますけど

も法定化されました。「子育て世代包括支援センター」では、妊娠初期から子育て期にわたり妊

娠の届け出等の機会に得た情報を基に妊娠・出産・子育てに関する相談に応じ、必要があれば

個別に支援プランを策定することになります。これによりまして保健・医療・福祉・教育等、

地域の関係機関による切れ目のない支援を提供すると、こういう趣旨でございます。 

 こうした支援を行うためには、妊娠・出産・子育ての期間を通じて妊産婦、乳幼児及び父親

等を含む家庭全体について支援に必要な情報を継続的かつ一元的に収集し、記録・蓄積する必

要がございます。本町におきましては、母子健康手帳の交付を健康づくり課１カ所で行ってお

りまして、その際に全ての妊婦家庭の実情を一元的に把握できることになっております。相談

に応じたり訪問保健指導を実施したり、場合によっては医療機関など関係機関と連携してその

都度必要な支援を行っているというのが現状でございます。 

 このようなことから、これまでも支援が必要な方に対しましては、支援する側といたしまし

ては、連携がとれているというふうに考えておりまして、支援対象者の意見を支援プランに反

映するというところが少々まだ不十分であるのかなというふうに思われております。これから



はこの部分の拡充というものを図ってまいりたいというふうに思っております。 

 本町といたしましては、国が示している子育て世代包括支援センターの業務内容につきまし

ては、先ほど申し上げましたけども、ほぼ実施できているというふうに考えております。その

中でどのような形でこの子育て世代包括支援センターというものを設置していくのがいいのか、

子育て世代の方々の意見や視点も入れながら、現在福祉部局内において協議いたしておるとこ

ろでございます。 

 次に子育て世代包括支援センターを設置することによるメリットにでございますが、まず妊

産婦・乳幼児等、町民の皆様が気軽に立ち寄ることのできる相談窓口として、センターへ行け

ば何らかの支援に繋がるよねというそんな情報が得られるという安心感を提供できるというこ

とがメリットかなというふうに思っております。いずれにしろ設置する方向で今協議を進めて

おりますけれども、設置後はこの支援拠点事業所、今やっている子育て支援の地域の拠点など

地域子育て支援事業等を提供している関係機関との連絡調整あるいは連携・協働の体制づくり

を行うとともに、自治会や商工会、あるいは住民の皆さんを含む地域の子育て資源の開発・育

成、あるいは地域課題の発見・共有等に努めまして安心して妊娠・出産・子育てができる、そ

んな地域づくりを目指してまいりたいと考えております。 

○議長（島田 正彦君）   川瀬議員。 

○１１番（川瀬 孝代君）   町長より答弁をいただきました。さてこの子育て世代の包括

支援センター、いわゆる日本版のネウボラになります。私は以前にもこの部分では質問させて

いただいております。フィンランドにあるネウボラ、助言の場と言いますが、そういった施設

があり、それを日本の中でも浸透させていこうという取り組みが国の方で行われ、そしてそれ

が各自治体で設置していくようにということになったわけであります。 

 さてその中で私ども公明党は早くから切れ目のない、妊娠から出産支援に力を入れてまいり

ました。出産一時金の創設、そしてまたそれをどんどん拡充していった。そしてまた不妊治療

の支援、そして妊産婦の健康診査、それも１４回に拡充して公費助成しております。そういっ

た意味でこの一つ一つの政策というのは現場の声を聞き、そしてその人たちの思いを国に挙げ

ながら政策実現をしてきたところでございます。 そういった意味で２０１０年には鬱病対策

のワーキングチームが中心となりまして重症になりやすい児童虐待、そういったものにも重症

化しやすいということで繋がりやすい産後鬱、そういうところについてもしっかりと研究して

まいりました。この産後の母親を孤立化させないためにも寄り添う形、そういうきめ細やかな

施策が今各市町でも取り組みされております。もちろん東員町でもこういった部分でもこれか

ら推奨していっていただきたいと思っているところでございます。そしてその取り組みが実施

されているところがワンストップ拠点である、またこの支援センターになるわけであります。

そしてそれを中心に取り組む包括支援に繋がっていくと言った意味で、東員町の切れ目のない

妊娠・出産支援のための相談体制、産前・産後のサポート、特に産後ケア、こういった部分で

は現実に取り組まれているところもわかっておりますが、この部分で産後の鬱についてはどの

ようにお考えを持っているのかお尋ねしたいと思います。国ではこの平成３０年度の予算の中



にもこのことについての予算化といいますか推進されております。そういった意味でこの産後

の鬱について東員町としてはどのようにお考えなのか答弁を求めたいと思います。 

○議長（島田 正彦君）   松下福祉部長。 

○福祉部長（松下 文丈君）   お答え申し上げます。産後鬱のケアについてということで

ございまして、これまでも妊産婦が抱える妊娠・出産・子育てに関する悩み事は保健師や助産

師が訪問相談支援を行っておる状況でございます。そして今年度から出産後の母子に対して心

身のケアや育児サポート等を行い、産後も安心して子育てができるよう支援する産後ケア事業

というのを今年度から開始いたしました。これは主に助産師が利用者の自宅に赴き、個別に心

身のケアとか乳児のサポートをして、きめ細やかな支援を行うようにしております。これらの

産後鬱の予防もこれによってやっているという状況でございます。 

 しかし残念ながら、この事業にもかかわらず産後の鬱とかそういうことなってしまう方もお

見えになるということも把握してございます。例えばそういったケースになれば特にまた医療

機関と連携しながら、そういった産後鬱に近い状態になった方に対しても対応していきたいと

いうふうに思っております。特に最近産後鬱や新生児の虐待、そちらの観点からも１カ月健診

とか順次全戸訪問などを通しまして、出産後間もない時期に産婦に対する支援の重要性が指摘

されております。 

 本町といたしましても産後２週間から１カ月の期間と定めまして、産婦健康診査というもの

の導入についても検討・研究していきたいというふうに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）   川瀬議員。 

○１１番（川瀬 孝代君）   松下部長より答弁をいただきました。確かにこれからワンス

トップ拠点を作っていこうと思うのであれば、やはりこういったきめ細やかな体制というのは

大変重要だと感じます。そういった意味ではしっかりと着眼点を持って対策しているというこ

とは評価したいと思います。 

 さて先進地であります名張市、本当にここはすごい体制で臨んでいるところなんですが、平

成２７年に行政視察してまいりました。名張市では高齢者の窓口となっていた市内１５カ所の

まちの保健室の看護師や社会福祉士らを子育ての相談にも寄り添い、そして支援していくとい

う形を組みまして、チャイルドパートナーを任命し、そして名張版のネウボラ政策として取り

組んでいました。このチャイルドパートナー、いわゆる専門職の相談員です。そういったとこ

ろでそこに来る住民の方たちというのは大変安心感を持ち、そしてまた頼りにしながらその方

たちにいろんな相談をしながら、またその解決の方向に向かっていくという、そういう姿を見

せていただきました。この母子を地域全体で見守りをしていく、守っていく、支援をしていく、

そういった形は先ほど町長の答弁にもありましたが、こういった方向を東員町もしっかりと作

っていかなけれいけないと思っております。 

そして名張での特徴がございました。３つの繋ぐということを掲げているんですが、切れ目の

ない支援を行うためのことです。１つ目が人と地域をつなぐ。２つ目が妊娠前から出産・育児



期までの時を繋ぐ。３つ目が保健・医療・福祉の仕組みを繋ぐ、このようなことをしておりま

した。市では妊娠を届けた妊婦にアンケートをとりまして、そして実情を把握し、安心の出産

をするサポート体制をとるなど切れ目のない支援に取り組んでいました。東員町もこれからこ

ういった部分もしっかりとサポート体制をとりながら、また皆さんお一人お一人の支援体制を

とっていくということを伺いましたので、そういった意味ではぜひ前向きに、またしっかりと

した取り組みをしていただきたいと思っております。 

 そこで１点町長にお伺いしたいと思います。こういう支援センターを作っていくのにはどう

しても人材が必要になります。そういった意味でどこの市町も先進地のところは、もちろん保

健師は専門職としていらっしゃいます。そこに看護師、そしてまた社会福祉士、介護士、こう

いうメンバーがしっかりとサポートしているという現状があります。名張だけでなく他の先進

地も同じような形をとっています。そういった意味でこの専門職を東員町として置く、またそ

ういう人たちにも仕事を任せていく、そういった意味での専門職に対する考え方を町長にお聞

きしたいと思います。答弁を求めます。 

○議長（島田 正彦君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   恐らくそれぞれの場面で専門的な知識・技能というのは必要に

なるんだろうというふうに思っております。したがいまして本町でもそういう方たちにお世話

にならんならんというふうなことは考えておりますが、どういう形でお世話になるかというこ

ともあります。例えば職員として採用するのか、委託するのかということとか、あるいはもう

１つ、専門的な知識を持たれている方で町内でそういうボランティア的にというかＮＰＯ的に

というか、そういう形でやられる方というものをもっともっと人材を掘り起こしていくという

ことも１つかなというふうに思っておりますが、いずれにいたしましてもそういう専門的な知

識・技能を持たれる方のお世話にならんということは必要なことだろうというふうに思ってま

すので、形は別にしてその辺も含めて今議論しておりますので、またある程度見えてきたら議

会にも報告させていただきたいというふうに思っております。 

○議長（島田 正彦君）   川瀬議員。 

○１１番（川瀬 孝代君）   １つの仕組みとして作っていくというのは難しい、特に小さ

な町ですので、そういった意味では先ほどお話がありましたが、お金がかかる大変な状況にな

るかとは思いますが、どうしたら安心して産み育てやすい環境を作っていくのか、そこが大き

な原点だと思いますので、そういった意味ではぜひしっかりとした取り組みをしていただきた

いと思います。 

 もう１点ですが、和光市というところがございます。そこでは妊娠したときに届け出を行い

ます。そういったところで母子健康マネジャーというくくりのある方が面接しまして、そして

リスクの予測として生まれてくる子どもの個別プランというものを継続していく、そして切れ

目のない支援に繋いでいくという事例もございます。東員町もこのような事例も勘案していた

だきながら、ぜひとも一日も早い子育て世代の包括支援センターの設置を求めていきたいと思

います。 



 それでは次の質問に移ります。２つ目、新生児の健康についてです。厚生労働省では新生児

聴覚検査の実施を積極的に取り組むよう推進しております。新生児の聴覚障害は１，０００人

に１人から２人の割合であるとされています。新生児聴覚スクリーニングなどの検査で聴覚障

害を早期に発見し、適切な治療・援助をしてあげることが重要となります。先天性難聴は発見

の遅れが言語や知能の発達の遅れに繋がるおそれがあるとされています。早期発見により補聴

器や人工内耳などを装着することで発育への影響を最小限に抑えることができるとされていま

す。新生児の聴覚検査への見解をお聞きいたします。 

 次に現在聴覚検査は任意で生後３日以内に行うため保護者に任されています。そのため検査

費用は病院によって大きく異なりますが、約５，０００円で自己負担となります。自治体によ

っては子育て世帯の経済的軽減として公費助成をしているところがあります。またこういうと

ころが増えてまいりました。公費助成への考えをお聞きいたします。答弁を求めます。 

○議長（島田 正彦君）   松下福祉部長。 

○福祉部長（松下 文丈君）   新生児の健康についてお答え申し上げます。聴覚障害は早

期に適切な援助を開始することによって、コミュニケーションの形成や言語発達の面で大きな

効果が得られますことから、早期発見が非常に重要であります。近年、新生児期でも正確度が

高く安全でかつ多数の子に対し短時間で簡便に検査が実施できる検査器が開発され、大半の医

療機関において聴覚能力をスクリーニングできる体制が整備されてきております。 

 このような状況を踏まえまして、本町におきましてもできるだけ多くの方に新生児聴覚検査

を受けていただくよう先日導入しました母子手帳アプリや町ホームページ等を活用いたしまし

て周知に取り組んでおります。また出生届出時に母子健康手帳を確認することにより、検査の

受診状況及び検査結果の把握に努めており、検査を受診していない子に対しましては受診勧奨

を、また支援が必要な場合には適切な指導援助を行っているところでございます。 

 続きまして２点目の聴覚検査費の費用の助成につきましては、三重県下におきましても公費

助成を実施してみえる自治体があると聞いております。公費助成につきましては、本町で出産

される方は、ほとんどが町外の医療機関で出産されます。そのことからその医療機関が所在す

る医師会等との調整や、財政面では厳しい状況下でありますことから予算的な調整等が必要と

考えておりますが、新生児聴覚検査の公費助成に向けて研究していきたいというふうに考えて

おりますので、ご理解賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（島田 正彦君）   川瀬議員。 

○１１番（川瀬 孝代君）   松下部長より答弁をいただきました。この新生児の難聴とい

いますか、聴覚検査の部分というのは先ほど答弁にもありましたが、東員町としてはしっかり

と取り組みしているんだなということを感じました。母子手帳を通して把握している、そうい

った部分では評価したいと思います。 

さて難聴の子の検査の啓発をすることがとても大事だと思います。そういった意味で母子手帳

アプリも配信されていますが、そういった部分でもしっかりと啓発しているということですが、

母子手帳の交付のときとか、例えばマタニティ教室、そのようなときなどにも積極的に検査し



ていただくように推進していただきたいなと思います。もちろん自己負担ですのでお金がかか

りますが、後々の子どもの成長・発達・発育というものを考えたときにとても大事なことだと

思います。そういった意味で検査の必要性を話していくことが大事ということです。そういっ

た意味での必要性の啓発についてどのようにお考えなのかお尋ねいたします。 

○議長（島田 正彦君）   松下福祉部長。 

○福祉部長（松下 文丈君）   お答え申し上げます。啓発活動というのは非常に大切だと

思っております。昨年度の状況なんですけども、検査については１８１、２名の方が出生届を

出されまして、そのうち１３８名の方はもう既に検査を受けてみえます。パーセンテージでい

きますと７６．２％、８割弱と言いますか、その方はもう既に検査を受けてみえるということ

ございますので、ただこのときにつきましては追跡調査まで行っていませんので実質的にはも

う少しあるかもわかりませんが、現実ではその程度把握しておるということでございますので、

今後も母子手帳交付時、また出生時のときにご案内させていただ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（島田 正彦君）   川瀬議員。 

○１１番（川瀬 孝代君）   １００％検査を受けているという現状はなかなか難しいとい

うことでありますね。この受けていない方たちはどうしていくのかというのも大きな課題では

ないかと思います。そういった意味では、こんにちは赤ちゃん事業、生後４カ月までの保健師

の訪問があるんですが、そういったところでも再度しっかりと把握していくことが大切かと思

います。子どもの健康を守る観点からもしっかりと切れ目なく取り組んでいただくということ

を求めておきたいと思います。 

 それでは３点目に移ります。３つ目、５歳児健診についてです。この質問は以前にも議会質

問でさせていただいております。平成１７年に発達障害支援法が施行され、地方公共団体では

早期発見・早期支援が求められるようになりました。平成１９年には特別支援教育制度により

発達障害は医療・教育・福祉分野が連携して支援するようになりました。３歳児健診ではわか

りにくい軽度の発達障害や社会性への発達障害などが保育園・幼稚園の集団生活を通して５歳

児ごろに明らかになりやすいと言われております。特に視力に関しては、人の視力の発達は小

学校入学校までにほぼ完成すると言われております。両眼では不自由を感じない片目の弱視に

は気付かないことや斜視による弱視が３歳児健診では見付けにくいことから、文字の習得前の

５歳児における健診で視力測定を実施することで健全な視覚の発達を促すためにも有用である

と言われております。５歳児健診の目的は保護者が子どもの発達障害に気付くことです。また

就学期を迎える児童の心身の発達や成長、集団生活への適応性などを知ることができ、支援が

必要であれば園生活の残された１年間を就学までにどのように支援しアドバイスできるのかと

いった点で大変重要なことになります。また在籍している園を支援していくことも十分できる

のです。保護者などには子どもの生活習慣や行動、対人関係などへの認識やサポートに繋げる

ことができます。就学期を迎えるための準備を始めるための契機とすることができ、スムーズ

な就学、不登校の予防ともなると思います。５歳児健診への見解をお聞きいたします。答弁を



求めます。 

○議長（島田 正彦君）   松下福祉部長。 

○福祉部長（松下 文丈君）   ５歳児健診についてお答え申し上げます。５歳児健診は、

最近実施する市町村が増えてきた健康診断であります。その背景には、３歳児健診時点で判明

しにくい軽度の発達障害や社会性の発達障害などが集団生活を通して５歳ごろに明らかになり

やすいことが挙げられます。そしてその最大の目的は「保護者が発達障害に気付くこと」とさ

れています。この気付きから、子どもへの適切な対応や就学に向けての準備へと繋がることと

なります。 

 現在、本町では「５歳児健診」については実施しておりませんが、日ごろから幼稚園・保育

園と連携し、集団の中で発達に気になるお子さんを早期に発見し、保護者の方に発達相談や言

語相談の案内を行っております。また、発達検査の結果から発達の支援が必要となったお子さ

んに対しましては、医療機関等の関係機関に繋ぐ他、子ども家庭課発達支援室において療育教

室や療育的プログラムの活動を実施し、個々の発達を促すとともに保護者に対する支援を行っ

ております。 

 発達支援においては、早期発見及び早期支援と途切れのない支援が必要なことから、三重県

立子ども心身発達医療センターにより開発されたチェック・リスト・インみえ、略してＣＬＭ

というツールを利用して幼稚園・保育園に通う発達に気になる園児の行動を観察し、個別の指

導計画を作成し当該園児に対する支援を行うとともに、クラス全体に対する保育支援の充実を

図っております。 

さらに幼稚園・保育園から小学校、小学校から中学校へと支援を引き継ぎ情報交換や指導方法

の交流を実施しております。そのため町内の各園・各学校には、特別支援教育コーディネータ

ー及びＣＬＭ推進委員を配置しまして支援体制を整えるとともに職員の研修会を実施するなど

質の向上にも努めております。 

 今後も幼・保・小・中と連携して、きめ細やかで途切れのない支援を行うとともに、保護者

の方のご心配やご不安に寄り添った対応に努めてまいりますので、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）   川瀬議員。 

○１１番（川瀬 孝代君）   松下部長より答弁をいただきました。さてこの５歳児健診で

すが、先ほども答弁の中にありました軽度の発達障害の場合、特にグレーの場合ですけれども、

どのように見分けをしているのか、個人的に見ているとはいうもののたくさんの子どもたちを

見るわけですね。それを見分けるためのそういう部分はどのように見ているのか、その点につ

いてお尋ねします。 

○議長（島田 正彦君）   松下福祉部長。 

○福祉部長（松下 文丈君）   お答え申し上げます。軽度の発達障害の場合、どのように

見付けて対応しているかということでございますが、現在３歳児健診における問診結果により

まして保健師が発達や発育に気になるお子さんに対して発見するとともに、日ごろから子ども



家庭課の発達支援室が幼稚園やら保育園に訪問しまして、連携を密にとりながら早期発見のた

め、園における規律のある生活、集団生活の中で気になるお子さんについて情報を収集いたし

まして発達相談や言語相談、または療育的な親子教室に繋げておるということでございます。

以上でございます。 

○議長（島田 正彦君）   川瀬議員。 

○１１番（川瀬 孝代君）   もちろんそういうふうに見ていかないとわからないのが現実

だと思います。しかししっかりした診断をしたわけではなく、ちょっとこの子気になるかなと

いうような状況の部分というのは大変わかりづらいのではないかという現実を見て私は感じて

おります。 

 さてこの３歳児健診ですけれども、事後、先ほど部長の答弁にありましたが、しっかりと見

ているとはいうものの、５歳児健診をしないのであれば、この３歳児健診が終わった後のシス

テムづくりというのも大変必要ではないかと私は思います。こういった部分での１つの目安と

しての部分を作っていく、それをしっかりと対応していくことが大事かと思うんですが、こう

いったことについてはどのようにお考えでしょうか、お尋ねいたします。 

○議長（島田 正彦君）   松下福祉部長。 

○福祉部長（松下 文丈君）   お答え申し上げます。目安と言いますか、健康診断で３歳

児健診ではなかなかわかりにくいというところのシステム的なことにつきましてはいろいろ保

健師や保育士、臨床心理士がいろいろ健診する中でカンファレンス等を行いながら、その子に

対した支援法を対応していくというのが現状でございますが、なかなかそのお子さんをずっと

見ているというのはやはり保育園・幼稚園の現場であって、５歳児健診等を行うにしてもその

時点だけになろうかということで、その辺も踏まえて、今後は本町に見合った、どういった健

診方法がいいのかというのも研究していきたいなというふうに思っております。以上でござい

ます。 

○議長（島田 正彦君）   川瀬議員。 

○１１番（川瀬 孝代君）   今の段階ではなかなか課題もあるかと思います。そしてまた

自信を持ってしっかりと支援していく部分もあると思います。一番は療育手帳、そういうもの

を持った子どもたちに対してはしっかりと療育していく、支援していくといった部分なんです

が、なかなかそういった部分で手帳とかがないところが私は大変難しいのではないかというこ

とを現状では考えているところです。 

 さて小 1 プロブレム、これも大変話題にはなっておりますが、こういった部分での実例があ

るのかどうか、その点についてお尋ねいたします。 

○議長（島田 正彦君）   松下福祉部長。 

○福祉部長（松下 文丈君）   お答え申し上げます。小 1 プロブレムになった実例はある

かということでございますが、学校関係になりますと教育委員会の方と連携はしておりますが、

なかなか授業の中での話となると私も把握してない部分もございますので担任の先生がいろい

ろ情報交換を行っとる中で支援させていただいとるということでございます。以上でございま



す。 

○議長（島田 正彦君）   岡野教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   お答えさせていただきます。年度によってお子さんの状況が

少し違いますけれども、いわゆる小 1 プロブレム、年間を通して子どもたちが立ち歩いたり話

を聞かないという状況は今のところ東員町ではありません。ただ去年、今の２年生、１年生で

６校のうち１つの学級が１学期非常に先生の話が通らない学級がありました。その原因として

は全体的に少し落ちつきのない子どもたちが多いクラスだった。もう１つは外国籍のお子さん

と多分今検査をずっとしとるんですけども、少し軽度発達障害の傾向があるお子さんが見えま

して、その方が指示がなかなか入らないというのが１学期ありました。それで担任の先生の努

力や学校の支援体制を強化して、学習支援もうちら入れとるんですけども、そこにその１年生

に入るようにというような対応をして、２学期、３学期と落ちついた状況になったというのは

あります。以上でございます。 

○議長（島田 正彦君）   川瀬議員。 

○１１番（川瀬 孝代君）   そういった意味では東員町の児童たちというのはある程度落

ちついた環境の中で学んでいるということは、やはり幼稚園や保育園のそういった教育体制も

しっかりしているのではないかということを今感じました。しかしこの入学直後の問題行動と

いうのは本当にいつ、どこで出てくるかわかりません。今回はなかったからいいかなとは思い

ながらも、やはり先ほどのお話に繋がっていくんですが、グレーの部分、そういった部分では

見分けにくい部分があるのでどうしてもこういうことが起こってしまうのではないかというこ

とを感じております。 

 さて５歳児健診を担当する方からのお話をお伺いしました。５歳になると母親との２人だけ

の関係から社会性が広がってくる。他の子どもや大人とのかかわりの中での行動を見て早期発

見に繋げ、早ければ早いほど伸びしろは大きい。学校に入ってからでは勉強がどんどん進んで

いくので支援が難しくなる、そのようなお話を聞きました。こういった意味でも５歳児健診の

意義を言われているのだと感じております。この５歳児健診では病気を特定するのではありま

せん。例えば発達障害を見付ける、そしてそれを告知する、そういうようなことではないわけ

です。全体的な心身の発達・発育、健康状態を見ることになります。そういった意味で問題が

ある場合は療育や、そしてまた教育機関、そういったところに橋渡しをしていくことが可能に

なるといった意味の５歳児健診であります。そしてまた最初にも述べましたが、保護者対策、

これはとても大事なことです。この発達障害というのは、障害があるいわゆる特性があるとい

う、そういうふうな捉え方がとても大事だと思います。現在は名前は知っている、でも中身は

知らない。内容がわからない人はたくさんいると思います。もちろん学校の先生たちの中にも

います。私は何十年と教員生活をしてまいりました。大丈夫です、そんなのは通用しないんで

す。その現場がどこまでわかっているのか、現実をどこまで見ているのか、こういった意味で

私もしっかりとこういう発達支援については勉強させていただく中で感じているところがあり

ます。一生懸命発達支援室で療育をし子どもたちを育んだとしてもやはり学校へ行ってからど



うなのかという、そこが大きな問題だということでした。 

先日有志のメンバーで京都の発達障害のセンターの方へ視察に参りました。私はこの１６年一

貫教育の中で一生懸命取り組んでいるのを大きく評価もしたいですし、外部からも他の自治体

からもこの教育すごいねという評価をいただいております。そういった意味ですばらしいんで

すが、さてこの中学校を卒業した子どもたちが高校生になったときはどうなんだろうか、そう

いった意味で視察させていただきました。やはり京都市でもそれは大変問題があると、高校は

もちろんいろんなところから子どもたちが集まってくる。そういった意味ではなかなか高校生

の子どもたちの支援というのは現実にはできておりませんというお話をお伺いしました。東員

町にとっても子どもたちは中学校から高校、そしてまた大学へと行く、そういったプロセスが

あるわけですね。そういった意味では本当にしっかりと支援するときに力を入れて取り組まな

ければ子どもたちというのは人生を生きていくわけですから、そういった意味ではとても大事

なことだと思いました。県の方でもしっかりと取り組んでいただきたいなという思いで帰って

きたところでございます。 

 もう１点お尋ねしたいと思うんですが、ＡＤＨＤの場合、注意欠損の場合ですけれども、例

えばそういう子どもがわかったと病名を出すのではなくて、そういう行動の特性を例に挙げて、

小児科の先生などと相談できるんだというところを明記したチラシを、こうなんだじゃなくて

特性を持ったお子さんのそういった部分をしっかりとチラシに明記して、定期的に保護者の方

に配付することはとても大事ではないかなと思います。ちょっとうちの子こんなところあるわ

と、そのように感じるお母さんもいるかもしれません。そういったときはちゃんと支援をして

いく方向があるんだということを知らせていく、そういうこともとても大事だと思うんですが、

この点についてはどのようにお考えでしょうか、お尋ねいたします。 

○議長（島田 正彦君）   松下福祉部長。 

○福祉部長（松下 文丈君）   お答え申し上げます。やはりそういうＡＤＨＤ、そういっ

たお子さんの行動特性というのをわかっていただくためにはそういったチラシとかそういうも

のを作るということは大切なことだろうということと、もう１つ言うなれば、発達支援室とい

うものが現在どこにあって、どのような支援をしておるかというところの周知も現在あまり知

られていない部分もあろうかなという点も踏まえまして、どういった形で周知していくのがい

いのかというのをもう少し部内とか庁内の方で考えていきたいというふうに思っております。 

 いずれにしましても保護者対応についてはきめ細やかな対応が必要と思っておりますので、

今後も一生懸命頑張っていきたいなというふうに思っております。以上でございます。 

○議長（島田 正彦君）   川瀬議員。 

○１１番（川瀬 孝代君）   お母さんたちの理解というのが本当に難しいんですね。障害

という言葉を聞いただけで、うちの子はそんなことない、そういうふうに思ってしまう、また

受け止めたくないという思いがあると思います。そういった意味でこの気付きの子どもたちと

いうのは特性があるわけですからすばらしい能力を持っているんですね。そういったところを

しっかりと見抜いていくということもこちら側の大事な部分ではないかと思います。苦手な部



分、そしてまた突起したすばらしい能力を持った部分、そういった部分がなかなかうまくかみ

合わないところがこの障害の１つの特徴ではないかと思います。そういった意味でしっかりと

東員町の中でも、全体の中で１％いるんじゃないかというお話もありますので、そういった意

味ではこのチラシを書いて周知していく、それはとても必要ではないかということを大変感じ

ております。ぜひ私としては早期発見のために５歳児健診の実施を求めて、今回の質問を終わ

りたいと思います。 


