
○５番（山崎 まゆみ君）   おはようございます。一般質問２日目トップバッターです。

よろしくお願いいたします。先日の台風２１号で東員町内城山でも停電でご不自由をされた地

区もありましたし、昨日の北海道地震により被災された皆様にお見舞い申し上げます。今年は

特に自然災害が多く災害への日ごろの備えと心構えを改めて見直したいと思います。 

 それでは一般質問をさせていただきます。 

 １、子ども虐待について。パパとママに言われなくても、しっかりと自分からもっと今日よ

りか明日はできるようにするからもうお願い許してください。お願いします。本当に同じこと

はしません。許して。東京都目黒区の５歳の結愛ちゃんがこうノートに記し、たび重なる虐待

を受けて今年の３月に亡くなりました。幼児虐待の記事を見るたびに胸が痛くなります。親が

幼い子を虐待する、子はただ耐え、謝罪をし許しを請う、そして命を落とす。どんなにつらく

苦しかっただろうか、なぜこのような犯罪が起きてしまうのか、家族が置かれた環境、取り巻

く社会情勢、親の生い立ちなど背景を取材し原因分析が進められています。 

 この事件を受けて政府は７月に緊急対策を打ち出しました。１８歳未満の子に対する虐待件

数が全国的に過去最多数を更新し続けています。私は６月議会の一般質問で東員町内における

児童虐待などで保護が必要な児童数、児童相談所に入所している児童数など、東員町での子ど

も虐待の人数を聞くにとどまりましたので、今９月議会においては引き続き子ども虐待を防ぐ

ための東員町の取り組みについてお伺いします。 

 通告書に沿って質問します。１、発生の予防に関して。妊娠期からの支援について東員町の

取り組みはどのようですか。２、早期発見に関して。地域社会全体で取り組めるように体罰や

放置を許さない社会づくりと虐待の通告について町民への啓発はできていますか。３、子ども

の保護・支援、保護者支援に関して。家庭の力を引き出すことによる養育支援とともに、子ど

もへの直接支援について町でできることはないですか。よろしくお願いいたします。 

○議長（島田 正彦君）   松下福祉部長。 

○福祉部長（松下 文丈君）   おはようございます。子どもの虐待についてご質問にお答

え申し上げます。 

 １点目の妊娠期から子どもの虐待の発生予防について本町の支援、取り組みについてでござ

いますが、まず妊娠された方は妊娠届け出に関する手続を健康づくり課の窓口にて行っており

ます。この妊娠届に関する手続は、町内全ての妊娠された方に対し、健康づくり課にて母子健

康手帳の交付を行っております。この手続に来庁された全妊婦に対して保健師、不在の場合は

事務職員によりまして面談を行い、その方の状況を把握いたします。その後毎週行っておりま

す課内会議におきまして情報の共有を行い、必要に応じ児童相談所等の関係機関と連携し、そ

れぞれの方に応じた方法で支援をしているところでございます。その他３カ月に１度、外部専

門家を講師に招いた事例検討会を開催しており、特定妊婦などへの対応について保健師や関係

部署の担当者等の支援者間で情報共有をしています。そして出産された後も保健師、事務職に

よる面談を行い、母子の様子など状況を把握しており、支援が必要とされた場合、保健師や助

産師が訪問するなど、その方に応じた支援を実施しております。 



 またこれらの支援に加え、来年度からは産婦健診の導入も検討しております。この産婦健診

とは、産後鬱の予防や産婦の自殺予防、新生児への虐待予防を図ることを目的に、産後２週間

と産後１カ月の産婦が医療機関において問診、体重・血圧測定、産後鬱病の検査等を受けてい

ただく健診でございます。この健診の導入により医療機関との連携が密になり、さらにきめ細

やかな支援が行えると考えております。 

 ２点目の子ども虐待の早期発見に向けた町民への啓発についてお答え申し上げます。児童虐

待は子どもたちの成長を妨げ、心の病気の原因となる深刻な問題です。児童虐待は子どもたち

の心を傷つけるだけでなく、命にかかわる問題でもあるため、児童虐待防止法には、児童虐待

を受けたと思われる児童を発見した場合は全ての人に通告する義務が定められております。町

民の皆様には、１１月の児童虐待防止推進月間に合わせて、町広報紙で通告の必要性について

お知らせするとともに、ホームページ上や幼稚園・保育園、小学校・中学校を通じ保護者の方

へチラシを配布するなど、虐待予防、早期発見、通告に向けた周知・啓発に努めております。

この他、幼稚園・保育園の職員を対象に通告に関する実践形式の研修を実施したりファミリー

サポートセンターでも援助会員養成講座に児童虐待に関する講座を取り入れるなど早期発見に

向けた体制強化に取り組んでおります。今後も児童福祉、保健・医療、教育など関係機関と連

携し、児童虐待の予防、早期発見に向けた普及・啓発に努めてまいります。 

 ３点目の子どもの保護・支援、保護者の支援についてお答えいたします。養育支援としては、

保健師、保育士による訪問や来所による相談支援を実施しておりますが、今後は家事・育児支

援、例えばヘルパーの資格者が本人にかわり日常の家事及び育児サポートをすることで保護者

が心のゆとりを持って子育てができるような保護者支援の体制づくりに努めてまいりたいと考

えております。 

 また子ども食堂等の子どもたちへの直接的な支援につきましては、事業運営を考えていらっ

しゃるボランティア団体やＮＰＯ法人等と問題点等について協議を行いまして、町としてどの

ような形で支援ができるかを検討してまいりたいと思っております。よろしくご理解賜ります

ようお願いいたします。 

○議長（島田 正彦君）   山崎議員。 

○５番（山崎 まゆみ君）   子ども虐待の発生予防は、子どもが生活する身近な地域で行

われることが基本です。したがって市町村の子育て支援が十分に活かされることが必要だと思

います。母親にとって赤ちゃんを出産して間もなくの子育ては想像以上に負担があり、夫や祖

父母、近隣の支援などがあってやっと乗り越えることができます。また妊娠、出産、子育ては

自分の親もこういうふうに私を産んだのだろうか、このように世話をしてくれたのだろうかと

自分の親との関係を繰り返し意識させられるときとも言えます。自分の親との関係を肯定的に

捉えられないと自分の子どもも肯定的に捉えにくいし、まして激しい葛藤があった場合、親と

の関係をわざと意識しないようにしていることもあります。妊娠期から子育ての困難を予測し

子どもを迎える準備段階から支援者がかかわり、保護者に親との関係で問題があることを把握

した場合は、それを乗り越える支援が必要だと思います。 



 ちょうど昨日の朝日新聞で厚労省研究班の発表についての記事がありました。妊産婦の死因

のトップが自殺であるという妊産婦全国調査の報告です。妊産婦は子育てへの不安や生活環境

の変化から精神的に不安定になりやすいとされます。健康なお母さんでも、特に初産では産後

２週間の時点で２５％、すなわち産後４人に１人のお母さんは鬱病の可能性があるという調査

結果でした。産後鬱などメンタルヘルスの悪化で自殺に至るケースも多いと見て産婦人科施設

や行政との連携という支援の重要性を指摘しています。分娩施設や小児科、行政が連携して母

親の異変の兆候を見付け地域で支え合うことが必要だということです。産後鬱を早期に発見し

治療や支援に繋げるために、東員町健康づくり課の事業である母子健康推進委員さんによる産

後早期のお母さんと赤ちゃんを訪問していただくこと、乳児家庭全戸訪問をしていただくこと

はとても望まれることです。育児不安の高い母親を発見しお母さんを支援し虐待リスクの高い

家庭を早期に発見し支援することもできます。 

 そこで養育支援訪問事業についてお伺いします。養育支援が必要な家庭を訪問し、養育に関

する相談を受け支援・助言を行うことで虐待を防ぐ事業について東員町ではいかがでしょうか。 

○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。先ほどもご答弁で申し上げましたと

おり、来年度から産婦健診ということで、産後鬱の予防とか産婦の自殺予防に対しまして計画

しております。このことによりまして早期発見とか予防に努めることが非常に有効的ではない

かなというふうに考えております。 

 今後も保健師が訪問したり、また助産師による訪問等も実施しておりますので、この辺をよ

り充実していきたいな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）   山崎議員。 

○５番（山崎 まゆみ君）   産後間もない時期の強い育児不安、孤立感を抱える家庭の相

談に乗り育児支援を集中的に行ったり、ネグレクトが疑われる家庭を定期的に訪問して家事支

援をしたりすることで保護者の家事負担を軽減し、家庭の養育力が高まり子どもの成長発達を

支援することができます。東員町においても創意工夫で利用しやすいホームヘルプサービスが

拡充されているというお話をお聞きし、今後も取り組みを望みます。 

 早期発見について。地域社会全体で取り組めるように、体罰や放置を許さない社会づくりと

虐待の通告についてのことですが、虐待防止法第６条に児童虐待を受けたと思われる児童を発

見した者は速やかにこれを市町村・県の設置する福祉事務所もしくは児童相談所に通告をしな

ければならないとあり、これは全ての国民の義務とされています。児童虐待、養育放棄かもし

れないという家庭を近所で見付けたときに、それを虐待通告しないといけないということなの

に、児童虐待という言葉が持つイメージが通告をためらわせてしまうことがあるから注意しな

いといけません。一般の人から見て、子どもの安全・安心が疑われる危険性があると感じたら

通告する義務があるということを町民のどれだけが理解できているでしょうか。 

 そこでお伺いします。虐待通告は国民の義務であるということを一般町民の方にご理解いた

だけているでしょうか。虐待通告に対する啓発はできていますか。よろしくお願いします。 



○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。虐待の通告についての件でございま

すが、一般的な家庭にどこまで周知できているかということでございます。その辺につきまし

ては、毎年１１月に児童虐待の推進月間という時期を設けまして、町広報、ホームページ上、

またはそれ以外にも学校の方で保護者さんに対しチラシを配付していただくなど虐待について

の周知・啓発に努めているところでございます。今後も広く理解していただけるよう様々な機

会を通じて広報等し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）   山崎議員。 

○５番（山崎 まゆみ君）   ぜひ多くの方がもしかしたらというものを察した方が少しで

も早く通告していただけたら虐待の予防ということに繋がるということで皆さんに啓発をよろ

しくお願いいたします。 

 児童虐待防止法の改正で通告の対象について、児童虐待を受けた児童から児童虐待を受けた

と思われる児童に拡大されていて、子どもの安全に着目して子どもへの安全責任を保護者が果

たしているか、子どもの安全を確認できるかという点で心配や不安があれば通告の対象です。

国民の義務である通告をすることで早期発見、虐待予防になるので、ぜひそれを本当に通告と

いうことを町民の皆さんはしっかり認識していただきたいと思います。児童虐待は子どもの安

全問題です。 

 次に子どもの保護・支援、保護者支援についてですが、市町の支援は常に家庭全体を把握し、

家庭の力を引き出すことによる養育支援とともに、子どもへの直接支援ということで家族サー

ビスシステムとして近隣地域ではいろんな団体が率先して、例えば子ども食堂とか子ども風呂

とかの取り組みをされています。先ほど部長の方からもそれに関するお話がありましたがお伺

いします。東員町では新しい社会的養育ビジョンとして子どもへの直接支援についてはいかが

でしょうか、お願いいたします。 

○議長（島田 正彦君）   松下福祉部長。 

○福祉部長（松下 文丈君）   養育支援ということにつきましてお答え申し上げますが、

特に支援方法はいろいろあろうかなというふうに思ってます。例えば子ども食堂という部分に

おいてもなかなかどのような形で進めていくかというのは非常に問題もあろうかなと思ってお

りますが、現時点で例えば自治会が行っております地域支え合い事業、その中で高齢者と子ど

もさんが一緒になってカフェ活動等を行っております。そんな中で貧困といいますか、その辺

の支援について一緒に考えていただければ非常に町としても有効ではないかなというふうに思

っておりますし、今後もいろいろな支援団体さんと協力しながら方向性を見出していきたい、

そのように考えております。以上でございます。 

○議長（島田 正彦君）   山崎議員。 

○５番（山崎 まゆみ君）   町内に子育て支援の活動をしてみえるＮＰＯの方や団体の方

がたくさん見えます。そして自治会、地域支え合い事業も各地で少しずつ取り組みを進めてい

っていただいております。そういう虐待かもしれないという家庭をサポートすること、貧困を



支援すること、地域でみんなで考えて１つでも小さな一歩でも前に進めていけて、東員町民の

中でみんなで子どもを守るという体制でいけたらいいなというふうに思っています。子ども虐

待への対応は子どもの体罰や放置を許さない社会づくりに向けてのアプローチです。遠いとこ

ろの話では決してなく、本当に自分たちの近くで起こっていることで、他人事ではなくて自分

たちの問題として町内、地域みんなで考えていかないといけないと思っています。虐待防止、

子どもの命を守る社会づくりを進めていきましょう。 

 それでは次の質問にいきます。２、男女共同参画の推進について。（仮称）東員町男女共同

参画推進条例を平成３１年３月に制定されますが、以下についてお伺いします。１、男女共同

参画の実現に向けて５年ごとにプランを策定し取り組んできていますが、東員町の現状におい

て男女共同参画推進の妨げになっていることは何ですか。 ２、東員町では社会の様々な分野

における活動に参画する機会について、男女間の格差を積極的に是正しようとしていますか。

以上お願いいたします。 

○議長（島田 正彦君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   おはようございます。山崎議員の男女共同参画推進に関する質

問にお答え申し上げたいと思います。本町では男女共同参画社会基本法に基づき平成１９年度

に男女共同参画プランを策定いたしました。それ以降５年ごとにプランの見直しを行い、その

都度プランを更新しており、本年３月には第３次プランを策定いたしたところでございます。

我が国の男女共同参画は日本国憲法に謳われている個人の尊重と男女平等を進めるため、平成

１１年に男女共同参画社会基本法が施行されました。それからおよそ２０年が経過し、その間

にワークライフバランス憲章の制定や、最近では平成２７年に女性活躍推進法が施行され男女

共同参画社会の実現に向けて様々な法整備がなされてまいりました。 

 こうした法整備を含めた社会の動きに合わせる形で女性の社会進出や男性の家事・育児への

参加など、身近な場所で少しずつではありますが変化が見られるようになってきました。しか

しながら世界経済フォーラムが毎年発表している各国のジェンダー不平等状況を分析した世界

ジェンダーギャップ報告での男女平等ランキング２０１７では、我が国は世界ランクで１４４

カ国中１１４位と大変低い数字となっております。内容といたしましては、平均余命の分野、

これについては男女間に不平等は見られないということで世界１位となっておりますが、その

他の分野、例えば賃金や政治、専門職、高等教育、国会議員数などいずれも１００位以下とな

っておりまして、女性の社会進出、とりわけ意思決定の場への女性の進出に大きな壁があると

いう結果になっております。また最近のニュースで取り上げられました東京医科大学における

あり得ない女性差別対応などは、女性の社会進出を根底から否定する深刻な出来事でありまし

て、多くの日本国民の潜在意識の中にまだまだ眠っている社会的課題が浮き彫りとなった形の

事件であったと思います。私たちは今までの既成概念を捨てて意識改革を進めていかなければ

社会はいつまでも変わらないと思っております。 

 このような中、１点目の本町において男女共同参画の妨げとなっているものは、女性の社会

参画ではないかと考えます。国は各審議会や委員会等、指導的地位を占める女性の割合を２０



２０年までに３０％とする目標を掲げており、本町も同様に今プランでは２０２２年までに３

５％を目標といたしております。今少しずつ増えてきて、現状では２８．６％となっておりま

して、少しずつ上がってはきてますけども、目標達成に向けて全庁的な意思統一を図るよう指

示しているところでございます。 

 次の２点目ですが、本町では男女共同参画について様々な意見をいただく場として、男女共

同参画推進委員会を設置し６名の委員を委嘱いたしております。委員から意見をいただく中で

プランの進行や男女共同参画に関する講座の開設、また今年で８年目となりました男女共同参

画センターフレンテみえが県内市町と連携して行っている男女共同参画連携映画祭の開催など、

本町のみだけではなくて県内他市町とも連携して男女共同参画の啓発に努めているところでご

ざいます。また各種委員などを募集する際には、誰でも申し込める公募枠の拡大や推進委員に

つきましては、男女比が極端に偏らないよう十分考えながら推薦等を行うなど、現状ではでき

るだけ女性委員を増やすことを全庁的に進めているところでございます。 

 私は今の日本社会に行き詰まり感を覚えております。これは日本が男社会であるがため、ま

たこれは男社会の限界だというふうに思います。これはこれからの日本社会は女性の社会進出

なくしては国際社会での日本の存在感は希薄になっていくばかりと感じております。本町にお

きましても女性の活躍いかんによって本町の将来を左右すると考えておりまして、できるだけ

多くの女性が意思決定の場に参画いただくことを願っております。本町では子育て支援や放課

後児童対策を充実させるなど、女性が安心して社会進出できる環境を整えるとともに、現在今

年度末の成立を目指して男女共同参画推進条例の制定を進めております。男女がともに地域づ

くりを担っていただく主役として活躍できる東員町のまちづくりを進めてまいりますのでよろ

しくお願い申し上げます。 

○議長（島田 正彦君）   山崎議員。 

○５番（山崎 まゆみ君）   今町長の答弁の中に各種団体、そしていろんな審議会委員の

選出の際に男女共同参画の意識があって、なるべく男女がともに務められるようにという取り

組みがあるというお話をいただき大変心強いなというふうに思いました。 

 １点お伺いさせていただきます。男なのに何々をしてとか、女だてらに何々というような性

別の固定的な見方がいまだ若干残っているところがあるように思うことがあります。そこでお

伺いします。子育て期の男性を対象に育児を通して家事・育児の参画を促す講座などの啓発事

業は東員町にありますか。そして育児期だけの家事・育児参画だけではなくて、育児期が一段

落してからも日常生活の一部と捉えるための働きかけを課題として町民に対する取り組みはい

かがでしょうかお願いいたします。 

○議長（島田 正彦君）   小倉生活部長。 

○生活部長（小倉 奉昭君）   お答え申し上げます。この件に関しましては福祉部にも関

係しますけども私の方からお答えさせていただきます。昨今よく言われておりますお父さんに

育児もしていただくということでイクメンという言葉が出てきました。イクメンに頑張ってみ

える方を講師に招いて、そういったセミナーを開催したこともございます。今後も本町の男女



共同参画推進委員会の皆様にもご意見をいただきまして、こうした講座の企画を検討してまい

りたいと思います。また健康づくり課におきましては、２７年度、２８年だったと思います。

このパパブックというのを作成させていただきました。そういったことで父親の子育てについ

てわかりやすく説明した冊子でございまして、こういったことも利用していただいて、そうい

った育児に携わっていただきたいと思っております。そういったことでその冊子も好評でござ

いまして、また今年度中に増刷させていただこうかなと考えております。そういったことで今

後も子育て部門等と連携させていただきまして、全庁的にこういった施策を進めてまいりたい

と思いますので、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（島田 正彦君）   山崎議員。 

○５番（山崎 まゆみ君）   庁内にいろんな組織があって、例えば市民活動グループとか、

それから各種団体、町内の各自治会とかいろんな組織がたくさんあるわけなんですけれど、そ

れらの組織の役員選出のときに男女共同参画という視点でもって男女がともに役員を務めると

いうような取り組みがあるでしょうか、いかがでしょうかお伺いします。 

○議長（島田 正彦君）   小倉生活部長。 

○生活部長（小倉 奉昭君）   町といたしましては、任意団体さんにつきましては強制は

いたしかねますが、今年度も進めております男女共同参画推進条例、これはあくまでもまだ仮

称でございますけども、そういった策定検討委員会にも自治会長の方にもお入りいただいてお

りまして、そういった中でお話をさせていただいております。また委員会の会議の中で女性の

方に自治会の活動も牽引していただくような取り組みについてご配慮いただけるようなお願い

もさせていただくということもございます。他の団体さんにつきましても様々な機会で、同様

にそういった働きかけをさせていただきたいなと考えておりますのでよろしくお願い申し上げ

ます。 

○議長（島田 正彦君）   山崎議員。 

○５番（山崎 まゆみ君）   先に町長の方から審議会委員などで政策方針を立案する場の

男女共同参画をこれから増やしていく努力をしたいというお話でしたし、今部長の方からも啓

発していろんな組織で男女共同参画で役員を務めていただく、男女がともにかかわってまちづ

くりに参画していくという取り組みを率先して取り組んでいただいているということで大変期

待しております。 

 そこでさらに１点お尋ねさせていただきます。来年の３月に制定されます東員町男女共同参

画推進条例につきましてはパブリックコメント、町民の方のご意見を聞くという機会はとられ

るのでしょうか。いかがでしょうか。お尋ねさせていただきます。 

○議長（島田 正彦君）   小倉生活部長。 

○生活部長（小倉 奉昭君）   現在作成中の推進条例につきまして、今年度中ということ

でございますが、そのパブリックコメントにつきましては当初考えてございませんでした。し

かしいろんな声もございますので内部で十分協議しまして、必要であればさせていただくと、

対応させていただくということを思っておりますのでよろしくお願い申し上げます。 



○議長（島田 正彦君）   山崎議員。 

○５番（山崎 まゆみ君）   条例の策定に当たり、ぜひ町民の皆様に広く条例について確

認をしていただき、ご意見のあられる方はぜひご意見をいただきたいというふうに思いますの

でよろしくお願いいたします。 

 性別に捉われないでお互いを人として尊び、男女がともにそれぞれの能力と個性を活かせる

ように、社会のあらゆる分野、防災も含む様々な場面で男女がともに参画し責任も分かち合っ

て、高齢者も若者も多様性を理解し伸びやかで心豊かに暮らせるまち、豊かな自然と培われた

文化を次世代に繋げ、平等、平和でみんなの心が繋がる東員町、そのためのベースが男女共同

参画社会です。男女共同参画社会の実現に向けて様々な取り組みを進めてきた東員町がムーブ

メントをさらに加速させて今年度条例を策定されることは大歓迎です。 

 それでは最後の質問をさせていただきます。学校・家庭における子どものかかわり方につい

て。１、生徒の具体的な悩みや生徒間のトラブルについて、小中学校ではどう対処しています

か。２、東員町子どもの権利条例の条文にある家庭の役割を保護者が担うことができるように、

東員町子どもの権利条例を浸透させるための取り組みはどのようですか。よろしくお願いしま

す。 

○議長（島田 正彦君）   岡野教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   山崎議員のご質問にお答えいたします。まず児童生徒の悩み

についての対応では、聞き取った悩みの内容や状況にもよりますが、保護者に連絡を入れ家庭

訪問を行い、情報の共有と解消に向けて連携を図り、プライバシーに配慮しながら継続的に観

察を続けます。また必要に応じてスクールカウンセラーや専門機関とも連携して、児童生徒や

保護者をサポートすることを基本にしております。 

 次に重大事案を含む児童生徒間のトラブルについては、三重県教育委員会作成の学校危機管

理下における危機管理マニュアルの４つのポイントを基本に対応しております。１点目は被害

生徒の状況把握とその対応です。被害者に寄り添いながら慎重に事実関係を聞き取ります。２

点目は加害生徒の状況把握とその対応です。トラブルが起こった背景や時間的な経過、関係者

などについてできるだけ具体的に確認いたします。３点目は保護者への連絡、教育委員会等へ

の報告です。保護者に対しては可能な限り事実を把握した上で、当日複数の教員で家庭訪問を

実施いたします。４点目は事後措置であります。被害生徒が今後の学校生活を送る上で希望や

展望が持てるよう心のケアを図り、援助体制を確立いたします。加害生徒に対しては問題行動

の内容や家庭の状況等のアセスメントを十分に行った上で、関係機関と連携して再発防止のた

めの指導を行います。校長は事実の経緯を正確に記録したものを整理し、文書で教育委員会へ

報告いたします。以上のポイントを踏まえながら、中学生では思春期の特性やプライバシーを

考慮し、小学生では正確な事実関係の把握に留意しながら、日々起こり得る様々な事象に対し

丁寧かつ臨機応変に対応しているところであります。まだまだ十分ではないところもあると思

いますが、学校現場ではこのように対応しております。 

 次に子どもの権利条例を浸透させる取り組みについてお答えいたします。東員町では１１月



２０日を東員子どもの権利の日と定め、子どもの権利を考える週間１１月２０日から２６日に

合わせ、子ども家庭課が主体となって様々な啓発活動を実施しております。懸垂幕、のぼり旗

を掲出する他、子どもの権利に関する講演会の開催、イベント開催時の啓発物品配布、また町

広報紙、ホームページ、行政情報メールも活用して周知・啓発に努めております。この他東員

町子育てブックに子どもの権利条例及び東員子どもの日について掲載し、妊娠中・子育て中の

方に配付している他、町施設や東員駅、イオンモール東員にも配置しております。また、先ほ

どもありましたが、子どもの権利を侵害する虐待についてのチラシを作成し、保護者の方へ配

布するなど虐待予防に向け啓発も行っております。 

 一方、東員町子どもの権利条例では権利の保障と尊重のために保護者の務めも明示されてい

ます。第１０条第５項では「保護者は子育てに第一の責任を持つものとして子どもの気持ちを

受け止め、子どもが安心して過ごせる環境づくりに努めなければなりません」と規定されてお

ります。教育委員会ではこの実現のためには保護者が子どもの発達の道筋や発達を促すコツを

理解すること、また自信を持って子育てに当たることや子育てを楽しむことが必要であると考

え、１６年一貫教育プラン版、子育て版を作成しプランの啓発を進めております。具体的には

町内全ての園・校で保護者を対象に子育て学習会を実施し、子育てのコツ２０のポイントの理

解、基本的信頼感、自己肯定感、自己有能感を育む親の働きかけ等を学習しております。さら

に園だより・学校だよりで子育てのコツを継続的に発信しております。その結果、東員町で子

育てができて幸せだなと感じました。幼児期から愛情いっぱいいろんな人にかけてもらって成

長できることをうれしく思うし、３感を育む子育ての２０のポイント、これは私の子育ての基

本となっています。大好きな言葉がいっぱいなのでよく読んでいますというようなうれしい声

も寄せていただいております。もちろんまだまだこのような声は少数でありますが、このよう

な思いを持っていただくことが権利条例の条文を知らなくても子ども権利条例の理念を理解す

ることに繋がると考え全園・全校で取り組みを進めております。全ての子どもが愛し愛され、

幸せに暮らせるまちづくりを進めるため、また子どもが豊かに育つ環境を整えるため、子ども

の権利条例の普及・啓発に今後も努めてまいりたいと思います。どうかご理解賜りますように

よろしくお願い申し上げます。 

○議長（島田 正彦君）   山崎議員。 

○５番（山崎 まゆみ君）   小中学校で生徒と親が学校生活を評価する機会が東員町では

随分前から毎年実施されています。学校生活についての生徒が付けるいわば通知表のようなも

のです。その項目の中で生徒が学校の先生に困ったことなどを相談しやすいですか。親につい

ても保護者は学校に相談しやすい環境ですかというような設問、そういう学校の先生に相談し

やすいかどうかというような問いには生徒、そして保護者、親はどういうふうに答えてみえる

でしょうか。お願いいたします。 

○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。この学校評価アンケートという

のは今全ての小中学校で実施しております。子どものことで特に相談しやすいですかというよ



うな、少し文言は違いますけれども、よく似た項目に関しては、これは学校としてはその数値

を上げたいんですけれども非常に難しい項目の１つだと認識しております。年度により学校に

よりこの数値の状況は少しずつ変化しております。平成２９年度、昨年度の小中学校の学校評

価でいきますと大体７０％から九十数％の間をいっております。肯定的意見がそういうような

状態になっています。学校を通しても相談しやすい学校になるように努力しておると思います

し、私どももそういうことを学校の方に指導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）   山崎議員。 

○５番（山崎 まゆみ君）   おおむね相談しやすい環境だという回答がほとんどのようで

安心しました。先ほど生徒間のトラブルについてのお答えを教育長がされたわけなんですが、

もう少し具体的にお尋ねします。小中学校では生徒間のトラブルに学校はどういうふうに介入

していますか。お尋ねします。 

○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。学校というのは、そういうトラ

ブルも含めて自分で、自分たちで解決できるというのが、そういう力を育てるというのが１つ

私はあると思います。ですから内容によって、発達段階によっては子どもたちに任せるとか子

どもたちで考えさせる、先生たちは見守るというような方法をとる場合があります。もう１つ

は、学校が介入しなければならないトラブルもあります。そういう場合には学校危機管理規則

というのがありまして、加害者、被害者の両方との聞き取り、保護者への報告、私どもへの報

告というのを大事にしながら今やっております。 

 ただトラブル、中身によりますけれども、人間の心を扱う問題ですので非常に微妙なところ

があります。学校として大事にしているのは、事実をいかに正確につかむかということを非常

に大事にしております。それからもう１つは、これは保護者の方にもお願いするんですけれど

も、子どもたちだけの場合にはうまくいく場合があるんですけれども、保護者が冷静でなくな

った場合、非常に問題が複雑多岐化する場合がありますので、大人が冷静に対応するというこ

とも私どもは必要ではないかなというようなことを思っております。以上です。 

○議長（島田 正彦君）   山崎議員。 

○５番（山崎 まゆみ君）   トラブルのあった生徒はもとより、当事者以外の生徒にも起

きてしまったトラブルについて納得ができるように学校では説明・指導しているでしょうか。

お答えをお願いいたします。 

○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。これはトラブルの内容とか問題

の中身によって大きく違っております。中身によっては全体の問題にする場合があります。当

事者だけの問題ではなく、クラスや学年や全校で話し合いを進める場合があります。なぜそう

するかというと、学校というのは、先ほども言いましたけれども、自分たちでトラブルを解決

したり、そして学校というのはそのトラブルを裁く場ではないんです。なぜそのようなことが



起こったのか、今後この子たちにどういう力を付ければこのような問題が起こらないかという

のを考えながら力を付けていくということが非常に大事になってくるというので、全体の問題

で考えさせるというようなことをやっています。 

 もう１つは、当事者以外にも実はこれ説明できないものがあります。何でもかんでも全体の

問題にすることはできませんので、そういう場合には生徒がうわさになったりとか疑心暗鬼に

させる場合がありますけれども、特にうわさ等が入った場合に、先ほど事実をどう把握するか

というのにかかわってくると言いましたけれども、やっぱり冷静に判断する力を子どもたちに

育てなければならないなと。それからもう１つは、例えば中学生であればもうオープンにでき

ない内容なんだなということを推察できる力、そんな力も欲しいなと思っております。当然当

事者と保護者に対してはきちんと私どもが説明しておりますけれども、当事者以外の生徒の方

にそういうのを説明するかというと、先ほども言ったようにできない場合もあるということで

す。以上でございます。 

○議長（島田 正彦君）   山崎議員。 

○５番（山崎 まゆみ君）   子どもは実際に学校であったことを家庭で親に話します。話

さない子もいますが、話す子は自分のことも自分以外のことも友達のトラブルについても家庭

で親に話します。親として子どもから学校での出来事を聞き、我が子に起きたことも、我が子

以外の子、友達に起きたことであっても子どもも親も納得できる環境でないと親はとても不安

になります。不安に思う親がいることのないように、教育現場として全ての子どもに真摯に説

明する体制を作ってほしいと思います。子どもも親も安心できる学校であることが地域社会の

安心になると思いますので、よろしくお願いします。 

 そして東員町子どもの権利条例については、東員町の全ての大人がこの条例を理解して守ろ

うとしていくように、子ども一人一人が人として大切にされ、豊かに育つことができるように

６つの子どもの権利を保障していくことを今一度考えることができるようにこの条例を生かし

ていくこと、浸透すること、引き続き行政の取り組みをお願いします。これで私の９月の一般

質問を終わらせていただきます。 

 


