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○議長（島田 正彦君）   ただいまの出席議員は１４名であります。 

 休憩前に引き続き、一般質問を行います。 

１２番、川瀬孝代議員。 

○１２番（川瀬 孝代君）   １２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。 

 一つ目、ワクチン接種についてです。 

 １点目、子宮頸がん予防ワクチンの定期接種に関してお聞きいたします。国におい

て、公明党として２０１１年度から基金事業を得て、２０１３年度に定期接種化を実

現いたしました。小学校６年生から高校１年生相当の女子は、希望をすれば無料で接

種が可能となっています。一方で、２０１３年６月より国は、積極的勧奨を差し控え

るとしたため、多くの自治体が対象者への通知をやめてしまい、基金事業の際に７割

近くあった接種率が１％未満にまで下がりました。 

 厚生労働省は１１月２６日、子宮頸がんワクチンの定期接種の積極的呼びかけを来

年４月から再開すると発表いたしました。子宮頸がんは、子宮の入り口部分である子

宮頸部にできるがんで、今でも毎年約１万１，０００人の女性が子宮頸がんにかかり、

約２，８００人もの女性が亡くなっております。治療によって子宮を失ってしまう女

性は毎年１，２００人に上ります。原因の９５％以上はヒトパピローマウイルスによ

るもので、女性の半数以上が一度は感染すると言われています。ワクチン接種と検診

が効果的で、現在、世界では１００か国で予防接種が行われ、英国、オーストラリア、

カナダなどでは接種率が８０％を超えております。 

 世界保健機関はこうした日本の現状に、真に有害な結果となり得ると警告を発して

います。国は現在、検討に入っておりますが、呼びかけの再開に当たっては、この期

間に接種の機会を逃した約２６０万人に対し、接種の機会を確保するとともに、これ

から接種を希望する人や、保護者に対して接種の効果や副反応、健康被害が起きたと

きの救済制度などの情報を提供し、安心して接種が受けられる体制を整える必要があ

ると考えます。 

 国は、昨年１０月に国から対象者への情報提供の指示がありました。それに対する

本町の対応と、今後の予定はどのようでしょうか。 

 次に、本町の通知実施世代における令和２年度の接種率、通知未接種であった令和

元年度の同対象者の接種率はどのようでしょうか。 

 また、積極的勧奨が再開された場合は、本町として情報提供の方法についてはどの

ような周知を予定しているのでしょうか。対象、周知方法はどのようでしょうか。お
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聞きいたします。 

 ２点目、新型コロナウイルスワクチン接種の記録に関してお聞きいたします。国で

は、感染拡大を防ぎながら、社会経済活動を続けていくために重要な取組として、新

型コロナウイルスの接種歴や検査の陰性証明を活用したワクチン検査パッケージを１

９日に政府は決定いたしました。パッケージの活用は、事業所が都道府県に登録し、

客に対してワクチン接種済証か、ＰＣＲ検査などによる陰性証明の提示を求め、身分

証明などで本人確認を行います。ワクチン接種済証を使えるのは２回目の接種から１

４日以上過ぎた人で、接種済証は撮影した画像やコピーでも構いません。スマートフ

ォンで表示する電子証明も年内には利用できるようになる見込みであります。 

 そうでありますが、ワクチン接種をしていない人や、アレルギーなどで接種できな

い人が不利益、不当な差別を受けることのないように十分な配慮が必要と考えます。

接種済証や接種記録書の原本は破棄や紛失をしないよう、大切に保管をしなくてはな

りません。しかし中には、接種したらいいだろうと接種済証を封筒に入れたままにし

ていたら探すのが大変だった。また、検診のときにコロナウイルスワクチンを接種し

ましたか、いつ頃でしたかと問われることもありました。接種記録を住民が管理しや

すくするために、また紛失防止と接種日や副反応を記録することで、予防意識を高め

て、健康管理の意識付けにもなると思います。接種済シールを手帳に貼ることや、接

種時の体調の記録、また次行われます３回目の接種があることから、希望する人に活

用してもらうためのワクチン手帳を作成してはどうでしょうか。 

 以上、２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）   太田憲明子ども家庭課課長。 

○子ども家庭課長（太田 憲明君）   それではお答えさせていただきます。ワク

チン接種についてのご質問にお答えいたします。 

 １つ目の、子宮頸がんワクチン定期接種の対応につきまして、令和２年１０月に国

から示された勧告では、積極的な接種勧奨とならないよう留意しながらも、定期接種

対象者が情報に接する機会を確保し、さらに接種をするかどうかについて検討・判断

ができるよう、個別通知により情報提供をするよう求められております。 

 それに伴い、令和３年３月に中学卒業を迎えた１２７人の方へ、同年５月には、新

中学１年から３年生までの３８９人に個別通知を行い、子宮頸がんワクチンについて

の情報提供を行いました。 

 また、その他の方に対しては、町ホームページや広報誌を活用し、広く町民の目に

触れる機会を作り、窓口においても厚生労働省が作成したリーフレットを用いて丁寧
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に説明いたしております。 

 ２つ目の子宮頸がんワクチンの接種率につきましては、個別通知を実施していなか

った令和元年度の接種についてでございますが、対象者６１３名に対して接種件数が

１０件で、接種率は１．６％でございます。個別通知を実施した令和２年度でござい

ますが、対象者６４２人に対しまして１４件の接種がございまして、２．２％の接種

率となっております。年度途中ではございますが、今年度９月末現在では、対象者６

１２名に対しまして、２２件の接種がございまして、３．６％となっております。接

種者数、接種率共に若干増加いたしております。 

 ３つ目のご質問は、１つ目のご質問にも関連いたしますが、積極的な接種勧奨が再

開された際の周知につきましては、本年１０月に、厚生科学審議会の副反応検討部会

において、積極的勧奨を差し控えている状態を終了させるという結論に至ったとの通

知がございました。今後、厚生労働省から正式な再開時期等の通知が届きましたら、

個別通知やホームページ、広報等を活用した情報提供を行い、積極的に勧奨してまい

りたいと考えております。 

 なお、積極的勧奨の差し控えにより、接種機会を逃した方への対応につきましては、

来年度当初からの実施を視野に、現在、厚生科学審議会の予防接種ワクチン分科会で

議論が進められております。分科会での議論がまとまり次第、示された制度概要に基

づき、周知と勧奨の準備を行ってまいりたいと考えております。 

 次に、新型コロナウイルスワクチン接種記録については、予防接種を受けたときに、

接種済証として、ご本人にその場でお渡ししております。その他、接種済証に代わる

ものといたしましては、新型コロナウイルスワクチン予防接種証明書がございまして、

海外渡航などの事情により申請のあった方にのみ紙で交付をしておりますが、１２月

中旬頃からは接種証明書をデジタル化する予定となっており、準備を進めておるとこ

ろでございます。証明書のデジタル化が始まっても、紙によるワクチン接種証明書は、

引き続き申請いただけます。 

 現在、国では接種済みの記録を有効活用し、ワクチン・検査パッケージが始まるな

ど、ワクチン接種の進展に伴う感染対策と日常生活の回復の両立に向けた取組が進め

られております。従来の海外用に加えて、主に日本国内での利用を想定した接種証明

書も申請いただける予定でございます。 

 接種記録の管理については、電子証明、もしくは紙の証明を選ぶことになりますが、

接種済証や接種証明は大切なものであるため、町民の皆様がご自身にあった方法で管

理し、ご活用いただきたいと考えております。 
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 次に、ワクチン手帳の作成についてご提案いただきましたが、現在、４０歳以上の

希望される方を対象に、ご自身の健康履歴を記録するための健康手帳を交付いたして

おります。この健康手帳には、各種検診や新型コロナウイルスワクチンの予防接種履

歴を記録することができますので、こちらをご活用いただければと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（島田 正彦君）   川瀬孝代議員。 

○１２番（川瀬 孝代君）   課長から答弁をいただきました。 

 そこでお伺いいたします。今回の子宮頸がんワクチンの対応におきましては、国か

らの急な指示にもかかわらず、町民に不利益が生じないように迅速に対応していただ

いたことに対しましては御礼を申し上げたいと思います。 

 また、先ほどの答弁の中にありますように、接種者が増えたのは、やはり郵送によ

る個別通知の成果ともいえるのではないかと思います。接種への情報が届けられたこ

とで、接種ができたことは大きな一歩だと思います。今回の接種通知というのは、積

極的勧奨としてではなかった内容であります。そのために、通知を受け取った人が大

変迷っていた、打った方がいいのかな、それともどうなんだろうという、そのような

声も伺っております。国から突然通知をするようにと自治体には通知があったわけで

すが、やはりそのところで迷っている住民の方がいらっしゃる、またお子さんもどう

なんだろうって、そんなふうに思わせたことが大変遺憾な思いをしております。 

 さて、接種対象が、答弁にありましたように、中学１年生から３年生、そういう部

分でございましたが、今後、通知がまた新たに来ると思いますが、その中で対象年齢

としては、そのような対象で東員町はお考えなのかどうか、答弁を求めます。 

○議長（島田 正彦君）   太田憲明子ども家庭課課長。 

○子ども家庭課長（太田 憲明君）   お答えいたします。対象年齢につきまして

は、現在、国が考えておるものを基に検討いたしております。また、接種機会を逃さ

れた方につきましても、国が今、どこまでを対象にするのかというところを検討して

おりますので、そういったところの動向を見つつ、また近隣の市町の状況も勘案しつ

つ検討してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いします。 

○議長（島田 正彦君）   川瀬孝代議員。 

○１２番（川瀬 孝代君）   分かりました。国の動向を見ないとどうにもできな

いという部分は確かにあるかと思いますが、やはり対象の年齢はこのストップしたと

いうか、ほとんどの自治体がもうやめてしまったということで、昨年１０月に大阪大

学の研究チームが発表した、積極的勧奨を控えたことによる影響に関する推計という
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ので、２０００年から２００３年度に生まれた女子のほとんどが接種しないまま定期

接種対象年齢を超えており、これらの世代はこのまま接種する機会を失ったままでは、

子宮頸がんの罹患者は約１万７，０００人、そしてまた死亡者は約４，０００人に増

加する可能性があるというものを示されております。そういったところをどうしてい

くかというので各自治体で対応しているところも現在あるんですが、もちろん国がこ

れから示す部分もありますが、このワクチンを実費で接種する場合、３回で約５万円

かかるという、ワクチンというのは大変高額なんですね。自費で接種するということ

はやはりその家族も戸惑ってしまう、そういった意味がありまして、自治体で半分ぐ

らいは、この逃した人に対しても補助をしていこうかという流れがあります。 

 東員町としては、こういったことに対してはお考えがあるのかどうか、答弁を求め

ます。 

○議長（島田 正彦君）   太田憲明子ども家庭課課長。 

○子ども家庭課長（太田 憲明君）   お答えさせていただきます。確かに、３回

の接種が必要でございまして、１回が１万５，０００円以上かかるものでございます

ので、確かに家庭への負担というのも当然考えられますので、できることなら全ての

方にというような気持ちも当然あるんですが、現状として、国もそこを含めた上で、

どこまでを公費の対象にするのかというような検討を行っておりますので、そういっ

たところも本当に勘案しつつ、検討してまいりたいと考えておりますので、よろしく

お願いします。 

○議長（島田 正彦君）   川瀬孝代議員。 

○１２番（川瀬 孝代君）   分かりました。一番の問題は、やはり国が積極的勧

奨を再開した場合には、やはり接種をする世代だけではなく、やっぱり十分な周知を

受けることがないまま接種機会を逃してしまった世代、その方たちにもぜひ定期接種

と同様の接種の場を設ける、これはとても重要なことだと考えます。またその際には、

東員町としても、今、そういうこと知らなかったとか、分からなかったとか、また先

ほど課長からも答弁いただきましたように、機会を逃してしまった、絶対にそういう

ことのないように、やはり若い女性の命を守る、そういった意味ではとても重要なワ

クチンだと考えておりますので、しっかりとそこを対応していただきたい。 

 もう１点は、やはり今回もそうなんですけど、郵送で通知をいたしました。広報と

かで周知するのは、それは当然といいますか、そういうことはあり得ると思いますが、

やはりお一人お一人に合った通知を丁寧にしていくのがとても大事だと思いますので、

先ほども述べましたように、副作用とか、あと健康状態がどうなのかとか、そのワク
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チンの効果、そういうものもしっかりと加味しながら、ぜひ個別通知、そしてやっぱ

り郵便通知で行っていただきたいなと思います。郵便通知の場合はお金もかかります

ので、でもそんなに莫大なお金ではないかなと捉えております。しっかりとそういっ

たところは重点的に取組をしていただきたいと思います。 

 次に、ワクチン手帳について若干お尋ねいたします。今、そのワクチン手帳という

のが実際にアマゾンとかでも売られているんですけれども、自治体でも取組をされた

ところがあります。それはやはりなくしてしまったという現場の声を聞いたというこ

ともあるんですが、やっぱり封筒から取り出して、どこか行くときに証明を見せてく

ださいとなったときに、使い勝手が悪い、そのような声もお伺いしました。先ほどの

答弁の中には４０歳以上、私も健康手帳持っているんですけど、なかなかちょっと全

体的な書き込みはしておりませんが、とりあえずあれはメモをしなきゃいけない部分

があるんですね。そこを改善していただいて、そして済証のシールですね。あれが貼

れるようになるといいかなと、これは私の個人的な望みでございますが、さて、４０

歳未満の方は、東員町としてはどのように対応していくのか、もしお考えがあればお

示しください。これから検討するということであれば、ぜひ前向きに検討していただ

きたいと思います。答弁を求めます。 

○議長（島田 正彦君）   中川 賢健康長寿課長。 

○健康長寿課長（中川  賢君）   お答えさせていただきます。今、現時点では、

議員もおっしゃったように、東員町で発行しております健康手帳、こちらの方に予防

接種を記録する欄がございます。こちらへのシールの貼り付け等も３回目接種に向け

て検討できればと、今の段階では考えておりますが、今、すみません、この場でシー

ルを貼れるということをお答えできませんが、ちょっと検討してまいりたいと考えて

おります。 

 さらに４０歳未満の方の手帳的なものということだと思うんですが、今現在も、先

ほどの答弁で申しましたように、まず第一は、今、国が国内でも利用できるワクチン

の証明書、こちらの方を進めております。この動向を見ながら、併せて今現在でもい

くつかのスマートフォンとか携帯のアプリで、このワクチン接種の記録を写真で保存

して管理できるアプリとかもありますので、そういうものも周知させていただきなが

ら、さらに今後、その利用状況等を見ながら、必要に応じて手帳の作成も検討してま

いりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（島田 正彦君）   川瀬孝代議員。 

○１２番（川瀬 孝代君）   課長から答弁をいただきました。私は若い世代の人
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たちはやっぱりスマホを使いますので、そういった意味での利用価値があるかなと思

いますが、やはり年配の方たち、特に今回は高齢者の方たちからという、そういう配

慮の下で行われました。ですので、皆さんが使い勝手がいいようにいろんな方法をと

りながらでもいいですので、ぜひこのワクチン接種の済証とか、そういうものを大切

に持ってもらう、そしてまたワクチンはとても有効性があって打つことは大事なんだ

と、健康を維持していくためには大事なんだという意識付けをぜひまたしっかりと取

組をしていただきたいと思います。 

 では、２つ目の質問をさせていただきます。 

 ２つ目、母子支援についてです。１点目、早産などによる低出生体重児への支援に

関してお聞きいたします。 

 厚生労働省の統計で、１９８５年に２，５００グラム未満の新生児は約５．５％で

したが、２０１９年には２，５００グラム未満で生まれた新生児や約９．４％、その

うち１，５００グラム未満で生まれた新生児は約０．７％です。この状況から見ます

と、倍増している。新生児が倍になっている、そういうような現状がございます。行

政として、低出生体重児への支援、対応が必要になると考えられます。 

 町として、低出生体重児の現状はどのようでしょうか。 

 次に、現在、少しずつ広まりつつある低出生体重児の成長などが細かく記録できる

冊子、リトルベビーハンドブックがあります。通常の母子健康手帳では満期産を前提

に作られておりますので、平均的な身長や体重で生まれてきた赤ちゃんより、早産な

どで小さく生まれてきた赤ちゃんは成長のペースが遅いために、成長記録や確認をす

ることなどで発達過程に当てはまらず、お母さんはつらい思いをしているということ

です。親として子どもの成長が実感できない、小さな子でも周りの子と同じように成

長を喜びたいなどの孤独で心理的な不安が多くあるといわれております。小さく生ま

れた赤ちゃんを持つ家族への支援として、また親の希望になるように、町としてリト

ルベビーハンドブックを作成することに対してどのようにお考えですか、お聞きいた

します。 

 ２点目、子育て包括支援センターでの役割に関してお聞きいたします。本年４月か

ら子育て支援センターは、新たにスタートいたしました。子育て包括支援センターは、

地域拠点として、妊娠・出産から子育てまでの切れ目のない支援を行うため、母子や

その家族のニーズを踏まえた上で支援を行う担当保健師の配置や相談体制の構築が必

要となります。コロナ禍であることから、母子教室をはじめ、困難やケアが必要なこ

とがあると思います。現状と課題はどのようでしょうか。 
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 次に、ゼロ歳から５歳までの乳幼児期の成長発達は、最も大事な時期であり、この

時期において子どもへの関り方、子どもとの関係性はとても大切とされております。

育児の大半を一人で担い、心身の負担に苦労している母親、一方では、仕事に追われ

て育児に十分関わることができない父親の問題は、子育てに困難をもたらす現在問題

となっております。長く続くコロナ禍の影響で、母親が心身共に疲れ切ってしまうケ

ースがあるということも言われております。子育て中の母親に、子育て支援センター

に休憩の居場所を作る必要があると考えますが、どのようにお考えでしょうか、お聞

きいたします。答弁を求めます。 

○議長（島田 正彦君）   太田憲明子ども家庭課課長。 

○子ども家庭課長（太田 憲明君）   母子支援についてのご質問にお答えいたし

ます。 

 １つ目の、早産などによる低出生体重児の現状につきまして、本町では保健師がそ

の乳児の保護者宅を訪問し、相談に応じながら保健指導を行い、発育を促すための支

援を行っております。また近年、新生児医療の進歩などにより、日本全体で低出生体

重児の割合が増加し、支援の必要性を認識いたしております。 

 ご質問にございました、リトルベビーハンドブックは、他県で出生体重が１，５０

０グラム未満の極低出生体重児を対象として、主に産婦が精神的に辛いとされる出産

後すぐの時期に、新生児集中治療室、いわゆるＮＩＣＵでございますが、それを備え

る周産期母子医療センターで交付されております。 

 リトルベビーハンドブックには、先輩お母さん達からの応援メッセージも載ってお

り、不安を抱えたお母さんに寄り添い、不安を和らげることができるものと感じてお

ります。そのため、県に対し、全市町統一したハンドブックを交付するよう、強く働

きかけてまいりたいと考えております。 

 次に２つ目の子育て世代包括支援センターの役割につきましては、母子保健法に規

定される母子健康包括支援センターの機能を有し、子ども・子育て支援法に規定され

る利用者支援事業を実施するセンターとして位置付けられております。 

 本町におきましても、昨年１０月から子ども総合相談室に、本年４月から子育て支

援センターにそれぞれ担当職員を配置し、事業の充実を図っております。特に、子育

て支援センターでは、施設を拡充し、利用できる月齢や利用時間も拡大しため、利用

される方からは、大変高評価をいただいております。 

 母子保健分野においては、先に答弁いたしました低出生体重児の支援も含め、妊産

婦及び乳幼児の健康保持、増進に関する相談や支援を行っております。 
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 子育て支援分野では、教育・保育施設、地域の子育て支援事業などを円滑に利用す

るための情報提供や相談、支援を行い、妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目の

ない支援に努めております。 

 また、新型コロナウイルスの影響が長引くなか、子育て支援センターや母子教室な

どは、密にならないよう利用制限を行い、感染対策を講じながら、可能な限り実施し

てまいりました。 

 さらに、産前・産後の中、緊急事態宣言下における外出等に制限があり、ご親族の

支援を受けることができないお母さんからも相談をいただきましたので、本年度から、

通所または入所による産後ケア事業を開始しております。また、子育て世代に効果的

に情報発信できるスマートフォンアプリのサービスを導入いたしております。このア

プリは、オンライン相談機能を備えており、出産・育児に関するアドバイスや、子育

て支援情報を積極的に提供することで、サポートの充実に繋げていきたいと考えてお

ります。 

 また、コロナ禍において、産後間もないお子さんの子育てに奔走され、疲弊されて

いるお母さんが休憩できる居場所の確保は大変重要であると認識しております。した

がいまして、今後、子育て支援センターの活用とファミリー・サポート・センター事

業のさらなる充実を図ってまいりたいと考えております。 

 今後も、コロナ禍における、新たな生活様式の定着と行動制限が続く中、より効果

的な手法とさらなる施設利用を検討しながら、母子に寄り添った子育て支援に努めて

まいりたいと考えておりますので、よろしくお願いします。 

○議長（島田 正彦君）   川瀬孝代議員。 

○１２番（川瀬 孝代君）   課長より答弁をいただきました。県に対して全市町

統一したハンドブックの交付への働きかけをしていくという答弁をいただきました。

確かに子どもはそんなにたくさんはおりませんので、なかなか市町で作成するとなる

と難しい部分もあるかとは思いますが、この１１月２７日に県の小児科医会でリトル

ベビーハンドブックが提案され、医師会の意向も固まったということもお伺いいたし

ました。そしてまた、この１１月３０日に三重県において、公明党山内県議会議員が

提案いたしました。そこで子ども福祉部の予算決算分科会において、課長より、全国

的にも導入が進んでいる。東海地方では静岡、愛知、岐阜で導入している。県内のお

母さんからは成長曲線が合わないことにより気持ちが沈んでしまったとの声を聞いて

いるから、必要性を認識している。市町、また各医療機関の関係者とも連携し、導入

に向けて来年度の早い段階で検討を進めるとの答弁がありました。そういった意味で
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は、少し早く進んでいくのかなと思うところであります。県でまとめていくというこ

とはとても重要な観点だと思います。 

 こういう母子をどう支援していくのか、そこが重要になるんですけど、ハンドブッ

クはできました。だけどやっぱり一番重要なのは、その母子をしっかりと見守り、支

援していくのは市町になると思うんです。東員町の役目というのはとても大きいと思

いますので、ぜひそのハンドブックとともに、今も取り組んでいただいておりますが、

しっかりと取組をしていただきたいと思います。 

 さて、先ほど答弁にもありましたが、ファミリー・サポート・センター、ここは有

償ボランティアの区域だと思うんですが、実は子どもを預かるだけで、もっともっと

お母さんたちが求めているものってあると思うんですね。家事手伝い、お家のいろん

なことをやっていこうというので、各市町でこれも、要はファミサポの中の事業では

ないんですが、お母さんが病気をした、そして子どもを見ることができない、お家の

こともなかなかできない、そういった意味で家事手伝いを実施している自治体もあり

ます。私も寝屋川の方に数年前に研修に行かせていただいたんですが、本当に困って

いるお母さんが実際にいるんだと、近くに身内もない、ご主人も仕事をして給料をも

らわなきゃいけないから休みをもらえない。そのような実情を聞いたところでござい

ます。そういった意味では、このファミリー・サポート・センターの活用というのは、

これはもう国に要望しなきゃいけないことに間違いないんですが、東員町としては、

このような課題があるのかどうか、その部分で答弁を求めます。 

○議長（島田 正彦君）   太田憲明子ども家庭課課長。 

○子ども家庭課長（太田 憲明君）   お答えいたします。確かにファミリー・サ

ポート・センターで、今、議員がおっしゃいます、育児に疲れた大変なお母さんを支

援するためにファミリー・サポート・センターとしてリフレッシュするときに、有料

ではございますが、時間単位でその支援員の方のご自宅でお預かりすることが可能と

なっております。ただ何分これも有料でございますので、全ての方にはいどうぞとい

うわけにはいかない部分も当然あろうかと思います。やはり今回、子ども子育て支援

センターができたこともあり、お母さん同士が、いわゆる教室は行っておるわけなん

ですが、お母さん同士がいろんな情報交換できたりする時間、そういう場面、お子さ

んは保育士が見て、少しお母さん同士が意見交換したり、少しコーヒーを飲みながら

ほっとしていただける、そういった教室を来年度、これも今言っていいのか分かりま

せんけど、そういったことも今検討しておる状況でございまして、そういったことで

少しでも疲弊するお母さん、そういった方、母子に寄り添ってまいりたいなと思って
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おりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（島田 正彦君）   川瀬孝代議員。 

○１２番（川瀬 孝代君）   分かりました。日頃から十分なほどいろんな取り組

みをしているということは大きく評価をしたいと思いますが、何せニーズに応じて対

応していくというところも一つはあるのではないかなと思います。 

 さて、このコロナ禍で社会情勢も変わってきたのと同時に、私たちの取組も様々変

わってまいりました。私も研修に出ることができませんので、自宅でオンライン研修

を実施したりしております。初めはどうなのかなと思ったけど、大変充実した研修を

受けさせていただいているところでございます。そういった意味で、コロナ禍である

ことから、お母さんたちが集うことができない、親子が集うことがなかなかできなく

なってしまった。そういった意味で、子育てでいろんな工夫をしていただいていると

思います。こういった意味でのオンラインの活用というのは、例えば、子育ての中で

やっているのかどうか、そんなものがあるのかどうか。特に各種のいろんな教室とか

もありますよね。それとか、お母さんへの教育というか、こういうふうに子育てする

といいですよって、そんなような発信をしているのかどうか。オンラインを活用して

のそういうものを、今回のコロナ禍の中で発信をしているのかどうか、その点につい

て答弁を求めます。 

○議長（島田 正彦君）   太田憲明子ども家庭課課長。 

○子ども家庭課長（太田 憲明君）   お答えさせていただきます。 

 まず、コロナ禍ということもあり、密を避けるということから、オンラインは大変

有効であると考えております。そして、そういったこともあり、今年度から子育てに

無料のアプリを、無料というか、東員町はお金を払っておるんですが、使用していた

だける方、お母さんには無料のアプリを導入しておりまして、そこへ登録いただけれ

ば、いろんな子育ての情報の提供であったり、オンラインでの相談、そういったもの

を受け付けております。 

 また、今年度試験的に、そのアプリとは別で、小児科医であったり産婦人科医と、

あと助産師、そういった方がオンラインで出産とか育児の心配事の相談に乗ってくれ

るというシステムがございまして、それを試験的に今年の８月から行っておりまして、

来年度も引き続き、本格的に運用していこうかなと考えておりますが、そういったこ

とで、なかなか外に出にくいお子さんであったりお母さんに少しでも寄り添えるよう

にということで、そういったものを考えております。また運用しております。 

 また、各種教室を子育て支援センター等で実施しておりますが、それに関して、や
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はりいろんなお母さんのお声がございまして、支援センターで行っておる教室ですと、

その日のその時間に現場に来なあかんと、お子さんの都合、お昼寝の時間であったり、

幼児があったり、家事があったりといったことも当然ございますので、そういった教

室は例えばＹｏｕｔｕｂｅ等での配信ができないかなというところで、そういったお

声を頂いておったので、そういったＹｏｕｔｕｂｅを活用して手遊びであったり、お

むつ替えのことであったりとか、いろいろ子育てに関係する動画、これを今もう配信

しておりますので、そういったことで少しでもこちらに足を運んでいただかなくても、

子育てしやすいように、こちらとしても寄り添えるように考えておりますので、よろ

しくお願いします。 

○議長（島田 正彦君）   川瀬孝代議員。 

○１２番（川瀬 孝代君）   いろんな角度で進めていっていただいているという

のがよく分かりました。 

 そこでもう１点お伺いいたします。母子健康手帳が今、東員町として作成してお母

さんにお渡ししている。そんな現状だと思うんですが、実はこの母子健康手帳という

存在の在り方自体が、やっぱり父親にも育児参加をしてもらった方がいいのではない

かという流れが出てきています。国もこういった部分ではちょっと考えようかなとい

うようなところも見えたりもしているんですが、もし母子健康手帳、それが親子健康

手帳とか、あと親子手帳とか、そういうような幅をきかせた取組をしている自治体が

あります。このことについて、東員町としてはどのように考えるのか、答弁を求めま

す。 

○議長（島田 正彦君）   太田憲明子ども家庭課課長。 

○子ども家庭課長（太田 憲明君）   お答えいたします。議員おっしゃるように、

育児、子育ては当然母親だけでなく、お父さんであったり、家族、そういったところ

の協力も当然必要であるというふうに考えております。そういったことで、今、母子

健康手帳という名目ですけど、今、議員がおっしゃるように、家族手帳であったりと

いう名前を変えることによって、少しでもお父さんや家族の方にもその意味が伝わる

ようになれば、これも一つの周知であって、手助けになっていくのかなというふうに

考えております。 

 一応、中身としてはそういうことで私も重要だと考えておりますが、今、タイムリ

ーに、現在、厚労省におきまして、おおむね１０年に１回母子健康手帳の見直しがさ

れておるんですが、その今真っ最中でございまして、現在そこで検討されておりまし

て、中身としては、今おっしゃった名称であったり、記載されておる中身、そういっ
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たものも検討されておりますので、その国の動向も注視しつつ、東員町としても対応

していきたい、寄り添っ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

いします。 

○議長（島田 正彦君）   川瀬孝代議員。 

○１２番（川瀬 孝代君）   分かりました。ぜひ幅広くご家族で子育てに対して

の協力が得られるように進めていっていただきたいと思います。 

 さて、子育て支援についてですが、子育て包括支援センターが子育て中のお母さん

や家族にとって、ここに来てよかったなと思っていただけるような、そしてまた日本

版のネウボラ政策、そういうことを目指しながらネウボラおばさんのように、何もか

も知っているよと、分かっているよって、大丈夫だよって、そのように支え合う、そ

のようなセンターになるように願うところです。 

 また、私も担当課にお尋ねしましたが、ピオニーの缶バッチ、そういうものを作っ

ております。職員の方はご存じでしょうか。やはり子育てするなら東員町、そういっ

た意味でも、町長も力を入れてくださっているとは思いますが、その缶バッチも大変

かわいくて、そしてまた東員の花を基にしているという意味では、大変いいかなと評

価をしているところでございます。 

 さて、町長へ質問をさせていただきます。現在、ＳＮＳなどを活用して発信力が自

治体のある意味力というか、自治体力というか、そういうものを問われているときで

はないかと思います。様々な取組の周知もとても大事だと思います。そういった意味

で、コロナ禍で、先ほどから述べている、社会が大変変化をしてまいりました。特に

入学式、卒業式も、私ども議会もなかなか顔を出すことができなかったというような

現状がございます。子どもたちと接することができなくなってしまった。そしてまた、

コロナは、例えば今は収束しているから大丈夫だろうって、そういうものでもないと

思います。どこまでコロナと戦わなきゃいけないのか、そういった部分もあるかと思

いますが、そういった中で、市長たちが動画配信をしているというところがあるんで

すね。子どもたちに対して。それをちょっと私も興味がありましたので見せていただ

いたんですが、例えば、今回東員町でもいじめがあったという、もちろん今度でもあ

ることなんですが、そういった意味でのいじめ防止を市長が発信していく。そしてそ

れをやっぱり住民が見る。特に子どもたちに声をかけていく。そのような動きがあり

ます。これは仙台市の女性市長もそうですし、あと西宮とか、この前は岐阜の方でも

多分そういう市があったようなことです。 

 そういった意味で、町長としては、子どもたちに対して、いろんなネット社会を通
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じて、我が東員町の子どもたちに、元気にそしてまた育ってもらうように、またいじ

め防止、そしてまた東員町は子ども条例も制定しています。例えば条例の記念日もあ

ります。そういったときに配信していく。町長がとにかく身近なところで、本当に住

民に顔を見せていく。私はすごくいいことだなと、そのように思ってネットを見させ

ていただきました。町長としては、こういった配信に対して、どのようにお考えでし

ょうか。答弁を求めます。 

○議長（島田 正彦君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   とてもいいご提案だと思うんですが、ちょっと技術的

に問題がありまして、なかなかついていけない部分があります。だから職員の皆さん

の応援があればできるかも分からんなという気はします。 

 今、子どもの権利の日、あるいは権利週間のお話がありました。今年は小学校２校

へお邪魔して子どもたちと直接いろいろ議論をさせていただきました。とても元気で、

私としても元気をもらいましたし、子どもたちも今、このコロナ禍で大変な時期に、

非常に、私でも喜んでくれたのかなというふうに思っております。とてもいい時間を

過ごさせていただきました。 

 できれば、こういう機会が増えてくるといいなというふうに思っていますので、今

のＳＮＳ配信も含めて、ちょっとかなり、かなりですよ、サポートが要りますけども、

ちょっと検討をさせていただきたいというふうに思います。 

○議長（島田 正彦君）   川瀬孝代議員。 

○１２番（川瀬 孝代君）   今は本当に顔が見えない時代になってまいりました

ので、とても大事かなと思います。前向きに答弁をいただきました。 

 さて、教育関係ではやはり教育長がリーダーでございます。そういった意味で、や

はり教育長も教育長のお立場で、ぜひ配信をしていただくとありがたいかなと思いま

す。私たちは特にいろんなお話を教育の部分では聞いていますが、実際に子どもたち

が本当に教育長の言葉を聞いて、またいろんな発信を聞いて、ああそうか勉強頑張ろ

うかなとか、そんなふうに思っていただければいいかなと思います。その点について、

教育長はどのようにお考えでしょうか。 

○議長（島田 正彦君）   岡野讓治教育長。 

○教育長（岡野 讓治君）   お答えさせていただきます。ありがとうございます。

いろんな場面で、僕は東員町の子どもたちにいろんなことを伝えたい、それがいっぱ

いあるんです。ただ僕の顔を見て、僕がばあと言うとちょっと怖がる子どもたちもお

りますので、もっと優しくいろんなところを言いたいなと思うんですけれども、それ
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こそＧＩＧＡスクールで一人一台の端末が配当されました。それがまだいろいろＺＯ

ＯＭでここにおる担当の者は会議等をやっておりますので、そういうのが徐々に日常

的にもっとできるようになれば、ぜひ進めていきたいなと思いますし、もうちょっと

したら東員町の中学生の子でしたか、東員町の教育長と語る会という会議がＺＯＯＭ

であるということですので、そういうのを一歩一歩進めていきたいなと思っておりま

す。 

 以上です。 

○議長（島田 正彦君）   川瀬孝代議員。 

○１２番（川瀬 孝代君）   前向きに答弁をいただきました。 

 さて、子どもは未来の宝であります。そういった意味で、家庭や社会は東員町はと

ても優しかった、そしてまた、将来そんな言葉が子どもたちから聞こえるように、今、

できる限りのことをやり切っていただく、そういった方向でしっかりと取り組んでい

っていただきたいと思います。 

 以上で、私の質問を終わります。 

 


