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○１１番（川瀬 孝代君）   皆様、おはようございます。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。 

 一つ目、被災者支援システムについてです。以前、一般質問をいたしましたが、進

んでいないためにまた今回質問をさせていただきます。災害が発生した場合、被災者

の援護、総括的かつ効果的に実施するためには、基礎となる被災者台帳が必要となり

ます。この台帳は災害対策基本法第９０条の３第１項において、市町村の長が作成す

ることとされております。被災者台帳を導入することによって、被災者の状況を的確

に把握し、迅速な対応ができる他、被災者が何度も申請を行わずに済むなど、被災者

の負担軽減が期待されております。このため、近年、東日本大震災や広島土砂災害、

熊本地震など大規模災害のみならず、災害が多発している中で被災者台帳の作成への

認識が高まっていますが、作成が進まない現状もあるようです。 

 内閣府では、平成２６年度被災者台帳調査業務報告書を取りまとめ、地方自治体に

対して先進地の事例集や導入支援の実証報告やチェックリストを提示しております。

この内閣府の報告書において、被災者台帳の先進事例の一つとして取り上げられてい

るのが被災者支援システムであります。 

 このシステムは、１９９５年の阪神淡路大震災で壊滅的な被害を受けた兵庫県西宮

市が独自に開発したシステムです。現在、地方公共団体情報システム機構の被災者支

援システム全国サポートセンターにおいて、全国の地方自治体に無償で公開、提供を

されております。 

 このシステムの特徴は、家屋被害だけではなく、被災者を中心に捉えている点です。

住民基本台帳のデータをベースに被災者台帳を作成し、これを基に罹災証明書の発行、

支援金や義援金の交付、救援物資の管理、仮設住宅の入退去など被災者支援に必要な

情報を一元的に管理しております。これによって、被災者支援業務の効率化はもとよ

り、業務の正確性や公平性を図ることができるのです。 

 システム導入に当たっては、厳しい財政状況の中でこのような声がありました。シ

ステム経費までは捻出できない。いつ起こるかわからないことにお金や労力はかけら

れない。またコンピューターに精通した職員がいないなどの意見が聞かれております。 

 しかし、被災者支援システムは阪神淡路大震災の最中に職員が被災住民のために開

発したものです。被災者支援システム全国サポートセンターから講師派遣があり、三

重県でも数年前に説明会があったかと思います。東員町の職員も参加したのではない

かと思います。民間企業に導入支援委託の場合は、２０万円から５０万円ほどかかる

と言われております。パソコンがあれば対応できるという、そういうものであります。
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東員町として、この被災者支援システムについて、今後必要かと思いますが、導入へ

のお考えをお聞きいたします。答弁を求めます。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   おはようございます。それでは被災者支援システムに

ついてのご質問にお答えいたします。発災後の復旧・復興を進めるに当たり、町とし

て取り組まなくてはならない重要な業務として、被災者の把握や、罹災証明の交付な

ど、被災者の生活再建に向けた支援を迅速に行わなければなりません。 

 そのために有効な被災者支援に関するシステム導入は喫緊の課題と捉えております。

本年、千葉県を中心に甚大な被害をもたらした台風１９号では、多くの住宅が被害を

受け、「罹災証明交付事務」が莫大な量となったことで、自治体の対応が手間取り、

多くの被災者が影響を受けたと聞いております。災害義援金、支援金の受給、税の減

免等の措置など、被災者支援制度を受けていただくためには、これらの業務の迅速な

対応が求められ、支援漏れや手続の重複をすることなく、正確に、また、総合的かつ

効率的に実施できるシステム導入の必要性は我々も十分理解いたしております。 

 本町といたしまして、システムを導入する場合には、住民基本台帳システムや地図

情報システムなど、様々な情報システムとの連携が必要であることから、庁舎内の総

合住民情報システム更新時に、被災者台帳や避難行動要支援者台帳などを含めた、総

合的な被災者支援のシステム導入を検討してまいりたいと考えております。 

 いずれにいたしましても、被災者支援を最優先に考え、ＢＣＰでの位置付けも明確

にして、いざというときに有効性を発揮できるシステム構築に向け、検討を重ねてま

いりたいと考えております。 

○議長（三宅 耕三君）   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。 

 今回、大変大きな災害には匹敵しなかったかもしれないですけど、大雨被害が出ま

した。そういった意味では、もうそろそろしっかりと準備をしておくときではないか

ということを私は考えたところです。 

 さて、今回この被災者支援システムに関しては前向きに取り組んでいただくという

ことで、それは大きく評価をしたいと思いますが、今回の大雨災害、その点について、

関連質問ですけど１点お伺いしたいと思います。東員町も経験のないことであったと

思います。また、災害はほとんどないのではないかという安心感もあった町でもあっ

たと思います。そういった意味で、災害はいつ起こるかわからないし、また何が起こ

るかわからない。そういう危機管理というものは常に持っていなければいけないと思
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うんです。そういった意味で、今回の災害の現場から見えてきた課題、そしてまたこ

ういうこともしっかりと取り組まなければいけないのではないかというようなことが

ありましたら答弁を求めたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）   環境防災課、三林隆宏課長。 

○環境防災課長（三林 隆宏君）   再質問にお答えをさせていただきます。今回、

まず一つ目ですけど、警戒レベルというのは１から５まであるんですけど、これは町

が発令しなければならないというところでございまして、この避難勧告等の発令を出

すタイミングというのは非常に判断が難しいところでございます。今回は既に災害が

発生している状況であったというところで、警戒レベル５、４を飛び越えて５を出し

たというところで、そういうところもあったことで多くの報道陣も駆けつけられまし

た。それに対応する、まさに今災害が発生している状況でそういう対応もしなければ

ならなかった。まず本来はレベル４を出さなければいけない、避難勧告、避難指示を

出すべきなんですが、これはやはり安全に水平非難をしていただくためには、少しで

も早い段階で出さなければならないというところですが、今回の災害は別としても、

台風なんかであらかじめ予測ができるものはいいんですが、なかなか今現在雨が降っ

ていない状況とか、風が吹いていない状況の数時間前に、あるいはもっと前にそうい

う情報を出すというのは非常に勇気がいることですし、基準を決めておってもそのと

おりの状況になかなかいかない場合もあるというところで、そのいわゆるトリガーと

言われる発令するタイミングというのが非常に難しいのかなというのがまず１点ござ

いました。 

 次に、特にひとり暮らしのお年寄りというか、そういう方の支援、避難行動の支援

の台帳があるんですけども、そういう方たちがどういうところに住んでみえるか。例

えば、今回浸水区域に住んでみえるとなると、事前にこちらがそういう地図情報とか

を持っていれば、こちらから積極的に支援ができたのかなという部分がありまして、

これは川瀬議員から今回ご質問いただきました支援システムにも関連するものかなと

思います。 

 その他には、災害の廃棄物が多く流れていました。その処分、特に分別も非常に難

しい部分もございましたし、場合によっては災害ではないごみというか、ついでにほ

られるというか、便乗ごみと言われるものも問題となってくるのではないかなという

ところもありました。それがどちらかという判断というのは非常に難しいものかなと。 

 その他、災害復興の部分でございますが、やはり国等への補助交付申請をする中で、

国交省なのか、農水省なのか、環境省なのかいろんな部分で災害復興支援を受けなけ
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ればならない部分があります。そのあたりを迅速に判断するというのも非常に難しい

部分がございました。 

 また、今回、一部地域にそういう大きな災害がございました。やはり地域ごとの特

性がございますので、地区ごとの防災計画、あるいは避難計画が必要であるのではな

いかなというのを改めて認識をさせていただいたところでございます。 

 今回の災害で多くの課題を認識させていただいたところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   川瀬議員。 

○１１番（川瀬 孝代君）   課長より答弁をいただきました。確かに、いろいろ

考える問題点、そしてまた今後取り組むことも見えてきたというのがよくわかりまし

た。特に、先ほど課長が述べられたように、ひとりで住んでいる方、高齢の方、この

人たちを本当にどうしていくかというのも大きな課題ではないかということを、私も

痛感しております。 

 こういう災害の経験を活かしながら、今後の対応というのを求めるところですが、

今回私が質問しております、この被災者支援システムというのは、担当課だけが作っ

て活用していくものではないんですね。やはりしっかりデータ化をしながら、各職員

がしっかりと認識を持つということがとても大事だと思います。特に、大規模な地震

とか、そういうことが起こったときというのは、じゃあその職員がすぐに間に合うか

と言ったらそうではない可能性もあるわけです。そういった意味では、システムづく

りとともに、職員全員で共有していく、そういうようなこともとても必要だと思いま

す。 

 先ほどの再質問の部分に戻りますが、今回対応が早かった、職員の動きが本当によ

かったという大きな評価もいただいております。そういった意味では、チームとして

２班に分かれて、災害の手立て復旧に動いたということはとてもよかったと思います。

町長の指令がよかったのか、担当課がよかったのか、その辺はよくわかりませんが、

とてもよかったと私は思っております。 

 さて、もう１点、先ほどはなかったんですが、要支援、要援護者というか、そうい

う人たちの対策をどうするかというので、今、各自治体ではこの情報とか作成につい

て、個人情報を活用することになるんですが、そういうシステムづくりをされており

ます。先ほど町長の答弁の中にもありましたが、そういった区分を組み込みながら、

いかに迅速に対応ができるかという、そういうところも求めておきたいと思います。 

 もう１点、先ほども答弁がありましたが、副町長にお尋ねをしたいと思います。災
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害廃棄物の部分の処理計画、これもしっかりと国が発信しております。特に例としま

しては、台風１９号などによる災害廃棄物については、生活圏から完全撤去するとい

うことで、処理の手順を事前に策定する必要があるという、その事例を通しながらそ

のようなことがあります。環境省として、初動対応を図るため、手引きを今年度中に

取りまとめ、各自治体に周知をするという、そのようなことが、最近ですが、国の方

からありました。そういったことで、これは私たち議員が管轄するところではないか

もしれないんですけども、現在、防災と環境が一緒になっております。私はその両方

の課がとても重要な対策をしなければいけない課だと思うんですね。そういった意味

で、一緒になっているというのはどうなのかなという。この２つの担当それぞれが課

題を抱えているからこそ、それぞれの課にやっぱり重点を置くべきではないかなと思

うんですが、その点については、副町長はどのようにお考えでしょうか。答弁を求め

ます。 

○議長（三宅 耕三君）   小川裕之副町長。 

○副町長（小川 裕之君）   先ほどのご質問ですけども、要は災害廃棄物だけに

限らず、災害に関するものについては、今の現状の体制の中では非常に難しいのでは

ないかと、一つの課にまとまっているので、本来は課を再編するなり、課を分けるな

り、もっと充実させるなりと、いろんなやり方があるのではないかというご質問だろ

うと思っておりますけども、おっしゃるとおり、これから町としましては共通のリス

クといいますか、災害、それから介護、医療、それからこれはリスクではありません

けども、共通的にやらなあかんということで、子育てということで、これは各課だけ

に任せるものではないと思っています。先ほど申し上げた、災害とか介護、医療、そ

れから子育て、これは多分各課一つの課で完結できるものではなくて、全ての課との

横の連携がどうしても必要になってくる。ただ、そうは言っても、各課それなりの体

制、人員、それから予算等も必要に応じて備えていかなければ実際に動けないことに

なりますので、そういった意味では、各課それぞれがもう少し体制がしっかりできる

ように、人員も含めて、人材育成も含めてやっていかなければならないというふうに

は思っております。 

 したがいまして、そのためには全体の予算を考えていくと、どこかを切るといいま

すか、少し削減をしながら、スクラップアンドビルドもしながらやっていかなければ

ならないというふうに思っておりますので、先ほど申し上げたとおり、災害とか共通

のリスクに関するものについては、今後も積極的な予算措置とか、組織改正等も行っ

ていきたいというふうに思っております。 
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○議長（三宅 耕三君）   川瀬議員。 

○１１番（川瀬 孝代君）   ぜひ、元に戻すというと変ですけど、副町長から答

弁をいただいたことはよく理解できます。やっぱり危機管理というのは町長のお膝元

といいますか、そういう部局に設置をした方が初動体制といい、また対策といい、対

策本部を設置するわけですから、そういった意味ではとても必要かと思いますので、

そういったことも求めておきたいと思います。 

 それでは２つ目の質問に入らせていただきます。２つ目、児童虐待防止についてで

す。子どもを守る児童虐待防止対策の質問をさせていただきます。毎年１１月は厚生

労働省が定める児童虐待防止推進月間となっております。児童虐待防止のシンボルで

ありますオレンジリボンは２００４年、栃木県小山市で幼い兄弟が虐待の末に亡くな

った事件を受けて、市民団体が虐待防止の啓発のために考案されたものです。この１

１月には私どもも党を挙げてオレンジリボン街頭を通して、児童虐待防止の訴えをさ

せていただいておるところでございます。このことを通して、小さな命を守るととも

に、安心して子育てできる環境づくりが大切であります。 

 厚生労働省によりますと、２０１８年度に全国の児童相談所が対応した虐待に関す

る相談件数は１５万９，８５０件になり、前年度から約２万６，０００件の増加とな

っております。相次ぐ悲惨な事件で関心が高まり、警察や学校、近隣住民などからの

相談や通告も増えている状況であります。 

 また、昨年３月には東京都目黒区で発生した悲惨な事件が起こりました。そしてそ

のときに政府は同年の７月に緊急総合対策を取りまとめたところです。しかしながら、

本年１月に千葉県野田市で女児が虐待で亡くなるという痛ましい事件がまたも発生い

たしました。国では児童虐待防止対策を強化するため、本年６月に親などによる体罰

の禁止や児童相談所の体制強化策などを定めた児童福祉法等改正法が成立いたしまし

た。一部を除き、２０２０年４月から施行されます。国は２０２２年度までに児童福

祉司を増やすことの計画を立てております。体制強化をしているところであります。

これはとても重要なことですが、欠かしてはいけないことは、虐待の要因に目を向け

ることだと思います。近年の核家族化や地域の繋がりの希薄化による親の孤立があり

ます。その中で全てを一人でこなすことで子育てに疲れてしまう。また専業主婦であ

ると社会から取り残されてしまうのではないかと不安を抱えてしまう。そういうよう

な声が現在あります。児童虐待で暴力を振るう、食事を与えないなどの行為によって、

保護者が我が子を死に追いやるといった深刻な事件が相次いでいる状況で、身近な地

域で子育て支援を担う市町村の役割が大変重要になってまいります。 
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 そこで１点目、東員町の現状と課題はどのようでしょうか。２点目、支援体制はど

のようでしょうか。３点目、子育ての悩みに対応したりする虐待の危険性のある子ど

もを支援したりするなどの相談体制のための子ども家庭総合支援拠点の設置はどのよ

うにお考えでしょうか。これは平成３０年１０月には体制の整備という部分で取り組

みも国の方から示されていると思います。４点目、子どもの虐待をなくしていくため

に、周りの人にも考えてもらう、かかわってもらえるように、子ども虐待防止ハンド

ブックが必要かと思います。この点についてもどのようにお考えでしょうか。以上、

４点お聞きいたします。答弁を求めます。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   児童虐待防止についてのご質問にお答え申し上げます。

最近特に虐待の報道が随分なされておりまして、我々も非常に心を痛めております。

こういうことはあってはならないことだし、孤立した家庭だけでおさまるものではな

い。今、議員がご指摘のとおりだと思います。みんなでこれは防いでいかなければい

けないんだろうなと思います。 

 それではご質問にお答え申し上げます。一点目の東員町の現状と課題についてでご

ざいますが、本町における児童虐待相談対応件数は年々増加ししております。本年９

月末現在では４０世帯、７３人となりました。相談対応件数の主な増加の要因は、心

理的虐待の件数が増加していることが挙げられます。子どもが見ている前で家族に対

して暴力を振るう、いわゆる「面前ＤＶ」による心理的虐待の増加や、児童虐待に関

する事件報道等により、住民の皆さんの児童虐待に対する意識が高まり、通告数が増

加していることも一因と考えております。 

 児童虐待が発生する要因は、複雑化、多様化しており、未然防止や再発防止のため、

保護者の孤立化を防ぎ、子育てに対する不安感や負担感に早期に気付き、相談や支援

に繋ぐなど、職員の対応力向上を図ることが必要でございます。 

 また、新規ケースが増加する中、対応が長期化するケースが多くあり、対応する組

織体制の強化や専門性の強化、関係機関とのより一層の連携が求められております。 

 ２点目の子どもたちへの支援体制についてでございますが、児童虐待等による要保

護児童の適切な保護、要支援児童や特定妊婦への適切な支援を図るため、児童相談所

をはじめ、福祉、保健、医療、教育、警察などを構成機関とする「東員町要保護児童

等対策地域協議会」を組織し、情報交換や支援の内容に関する協議及び調整を行って

おります。子どもの安全を最優先に、関係機関が役割分担をしながら、子育て支援や

家族支援に努めております。令和２年度には、子育て世代包括支援センターを設置す
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るとともに、課を再編し、子ども家庭課の所管する業務に母子保健業務を統合するこ

とで、妊娠期から乳幼児期、学齢期まで切れ目のない継続的な支援等を一体的に行い、

子どもが心身ともに健やかに育ち、子どもの権利が擁護されるよう支援の充実を図っ

てまいります。 

 ３点目の子ども家庭総合支援拠点の設置につきましては、全ての子どもとその家庭

及び妊産婦等に対して、専門的な相談や地域資源を活用した情報提供、訪問等による

継続的な支援を実施するもので、本町におきましては、令和４年度設置を目指して検

討いたしております。 

 ４点目の子ども虐待防止ハンドブックにつきましてお答え申し上げます。児童虐待

は、主に家庭の中で起こるため周囲に見えにくいことや、子どもや保護者自らが、周

りに支援を求めないことが多く、児童相談所や役場などの行政機関だけでは把握する

ことが大変難しい状況になっております。児童虐待の発生予防や、重篤化の進行予防、

再発防止等のためには、子どもや家族が住んでいる地域や、幼稚園・保育園、学校な

ど、子どものふだんの生活にかかわる機関における気付きと、その共有がとても大切

になります。 

 児童虐待防止の啓発活動は大変重要と考えておりまして、１１月の「児童虐待防止

推進月間」に合わせた、幼稚園、保育園、小学校、中学校の保護者へのチラシ配布や

町広報、ホームページ等での虐待の予防・早期発見・通告に向けた周知・啓発を行っ

ております。子ども虐待防止ハンドブックにつきましては、こうした一連の取り組み

の中で検討してまいりたいと考えております。 

○議長（三宅 耕三君）   川瀬議員。 

○１１番（川瀬 孝代君）   町長から答弁をいただきました。この子ども家庭総

合支援拠点、令和４年にということで先ほど町長から答弁をいただきましたが、何が

一番重要かというと、やはり窓口だと思います。相談窓口をしっかりと作る体制。ど

んな小さなことでもいいから相談してくださいと、力になりますよという、そういっ

たところを発信していくことがとても大事かなと思います。そういった意味では、今

後の取り組みに期待をしていきたいと思います。 

 その中で、私も一点思うことがあります。虐待というのはどこの家庭でも起こり得

るものなんですね。うちの家はありませんということはほぼほぼないと思います。私

自身も子育ての中で、じゃあ子どもをしかり飛ばしたことがあるかないかといったら、

しょっちゅうありました。そういった意味で、やはり子どもの心を傷付けてしまう、

そういった行為が一つの虐待になるわけです。 
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 そこで今のお母さんたち、若いお母さんたちから声を拾いますと、育児はつらい、

子どもがかわいくない、そういって子育てにストレスを感じている。そのことも私は

伺いました。それがエスカレートすることによって、一時的なものかもしれないけれ

ど、それと同時に家庭の中でいろんな苦労がある、事情を抱えている、そういった原

因を考えていく中で、やはり悩みを共有していく。その中では父親の役割というのは

とても重要だと思います。その思いに寄り添っていく。家庭の中でもそういうことが

とても大事ではないかなと思います。孤立していく母親を、そういうふうにならない

ようにしていく、それがとても大事だと思います。そういった意味で、この子ども家

庭総合支援拠点というのも重要になりますので、今後、しっかりと取り組みをいてい

っていただきたいと思います。 

 そこで１点質問をさせていただきます。私はこの２月に寝屋川市の方に視察研修を

してまいりました。内容は養育支援の部分について視察をさせていただきました。こ

の養育支援の制度については東員町としてはどのようにお考えなのか、その点につい

てお尋ねいたします。答弁を求めます。 

○議長（三宅 耕三君）   子ども家庭課、南部里美課長。 

○子ども家庭課長（南部 里美君）   お答え申し上げます。本町の養育支援訪問

事業につきましては、現在のところ、専門職が必要とされる対象家庭の方に訪問させ

ていただき、専門的な観点からアドバイス、それからご助言をさせていただいている

というようなところでございます。保健師、それから保育士が家庭の方にお邪魔をす

るといった体制をとっております。 

 現在のところは、今、そういった方はいらっしゃいませんけれども、役場の方にお

越しいただいて、そういう係の者が対応させていただいているという事例はございま

す。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   川瀬議員。 

○１１番（川瀬 孝代君）   寝屋川市の事例では、国からのガイドラインがある

と思います。そういった意味で、今回視察をさせていただいた内容というのは、養育

支援で訪問育児援助、そしてまた家事援助事業というのを実施しているんです。それ

は出産予定の前２カ月から、出産後６カ月の間、お母さんが大変不安になる、そうい

ったところで身近なところで手助けをしてくださる方がいない。そういった意味でこ

の事業をしておりました。特に母親のご両親が遠いとか、またご主人が仕事で夜にい

ないとか、そういったいろんな事情のある中で、そういう人を支援していこうという
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ようなことになります。 

 そして先ほど課長から答弁をいただきました。その中にはやはりどうしても保健師

という枠が対応するということになるかと思いますが、ここはある意味、介護事業所

との連携をとりながら、ヘルパーさんがこういう援助事業をしているということで、

年々増えてきているというお話がありました。平成２０年に児童福祉法の改正があっ

て法定化されたといった部分でとても大事な、また必要な事業ではないかということ

を私は感じました。 

 そういった意味で、いろんなやり方があると思います。策や方法は本当に考えれば

あると思いますので、ぜひこういった基本的なところ、子育てをしていくためにこう

いう手だても必要じゃないかな。お母さんをこういうふうに助けていくって大事じゃ

ないかなということを念頭に置きながら、こういった事業も参考にしながら、ぜひ東

員町でもこの養育支援の部分で取り組んでいただいたらということを思います。 

 その点については、課長、どのようにお考えでしょうか。答弁を求めます。 

○議長（三宅 耕三君）   子ども家庭課、南部課長。 

○子ども家庭課長（南部 里美君）   お答えいたします。過去には障害の福祉サ

ービスと結んでヘルパーさんに家庭の方に入っていただいたという事例はございます。 

 今後は、家庭のアセスメントをしっかりといたしまして、プランを作成するなどし、

その必要性、また目的をきちっと整理をした上で、そういった支援の方に入っていけ

る体制づくりに取り組んでまいりたいと考えております。 

 今後、先進的なところの事例も参考にさせていただきながら、前向きに検討してま

いりたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）   川瀬議員。 

○１１番（川瀬 孝代君）   答弁をいただきました。さて、今回の法改正の中で、

子どもへの体罰禁止という項目があります。先ほども、私も虐待をしておったのでは

ないかというようなお話もさせていただきましたが、やはりこの体罰というところが

大変一つの大きな基準になっているところです。そういった意味で、今回の改正の部

分をしっかりと受けとめなければならないかなと思います。 

 しつけが目的でありましたという、事件のそういう報道もありますが、しつけの目

的というのはあくまでも自立であるということです。よく教育長が教育論を述べられ

ますが、まさに私はそのとおりだといつもお伺いしております。子どもを丸ごと受け

とめて、そして自分への自信を持たせること。肯定感、特に教育の部分では肯定感と

言いますが、そういった部分がしっかりあれば、やはり子どももちゃんと育っていく
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という、そういった意味です。 

 また体罰というのは体の痛みとか、こわさ、そういうもので子どもの行動をコント

ロールしてしまうという、そういう一面があるようです。そういった意味で、そうい

う場面をやはり私たちも目にするときもあると思うんです。そういうところで、果た

してそこで声をかけていいのか、声をかけることによって逆にマイナスにあることも

あるのではないかと、そういうこともあると思うんです。そういった意味で、やはり

ハンドブックと言いましたけど、じゃあそういったときにどう対応するのかという、

そういうところをしっかりと町民の皆さんに示していくということが大事かなと。そ

ういった意味でハンドブックという形で、要望ですね。また提案をさせていただいた

ところです。 

 それも大変工夫が大事だと思います。各市町では、かなり分厚いハンドブックを作

っております。あまり読みたくないような感じなんですが、できれば見開いたときに

そういうことが目に入る。ああ親も気を付けなきゃいけないね。大事な子どもを育て

なきゃいけないからという、そういったところを目に見えた形で示していただければ

いいかなと思います。ぜひ前向きに考えを持っていただきたいと思います。 

 もう１点お伺いいたします。先ほど町長の答弁の中にありましたが、学校での対策

も１１月の防止月間にはやっているんだというお話がありましたが、さて学校での虐

待防止の体制というか、対策というものがあれば、そういうことに取り組んでいると

ころがあればお尋ねをしたいと思います。答弁を求めます。 

○議長（三宅 耕三君）   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。今、子どもたちにどう

こうというのはないんですけども、繰り返し、繰り返しやっていることがあります。

虐待のことです。それは先生たちの学習です。本当に先生たちが、私どもも虐待のと

いう学習資料をいただきまして、それを基にこういうのが対象に当たる、こういう場

合にはこうしなければならないというのをやるんです。１回や２回ではやっぱり日常

の業務の中で見逃していまうところがあります。 

 ですから、そういう事例を基にしながら繰り返し研修するというのを、それぞれの、

特に幼保園でお願いしているというのが今一番の対策であります。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   川瀬議員。 

○１１番（川瀬 孝代君）   教育長から答弁をいただきました。 

 さてこの虐待もそうですが、虐待には関係ないと言われるかもしれませんけれども、
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いじめ。この２つというのは本当に命にかかわる状況になってまいりました。そうい

った意味で、これは犯罪です。そういうところをしっかりと教育でも示すべきだと私

は思います。命を大切にしていく。そしてまた東員町は子ども条例も策定しておりま

す。そういった意味で、人権、子どもであったとしても人権を守っていく、尊重して

いく、その考え方、そしてまたある意味そういう一つの哲学、そういうものをしっか

りと子どもに植え付けていく。それもある意味大切な教育ではないかと私は捉えてお

ります。そういった意味で、子ども条例を発信している町であるからこそ、虐待をな

くしていく。現在ありますよね。毎回報告が事業報告書の中でも出てきます。特にそ

の中の大きな割合は、東員町ではないかもしれないけれど、生後１歳未満が一番多い

です。やはりお母さんに問題がある。そしてまた予期せぬ妊娠。そういうこともある

と思います。そういった意味で、これから子育ての包括支援センターもしっかりと設

置していく東員町ですので、そういったところもしっかりと見守り、そしてまた、今

はもう全て、高齢者もそうですが、ある意味認知症もそうです。アウトリーチ、本当

に寄り添いながら支援をしていく。そういうような時代に入ったのではないかなと思

います。 

 最後に申し上げておきたいと思います。何度も言いますが、児童虐待は特別な家庭

で起こることではありません。どこの家庭でも起こり得るという前提を持っているこ

とがとても大事だと思います。そして最優先すべきことは、子どもの命を守ることで

す。絶対に悲劇を繰り返してはなりません。いじめや虐待は犯罪です。そういう意識

を持つことです。しっかりと教育をしていかなきゃならない。そういう現状ではない

かと思います。虐待を起こさせない東員町を目指して、私もしっかりと周りにも啓発

しながら、そしてまたよりよい行政での取り組みを求めながら、今回の質問を終わり

ます。 

 


