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 児童虐待ゼロに向けて、具体的施策について 

<伊藤研司・発言の主旨＞ 

 桑名市の児童虐待防止を含めた子育て

支援策は、旧保健センターでの「憩いの広

場」、地区市民センター（公民館）を活用

しての「子育てサロン・キッズ」事業、ま

た新たに建設された東部子育て支援施設「キラキラ」、

さらに、現在、建設・活用に向けて準備中の大山田・

陽だまり地区での西部子育て支援施設、 さらに子育

てのＮＰＯ法人との連携等、施策的には他の自治体以上に努力されているの

では⋯と、私は認識しています。 

 しかし、今回また、パチンコ店駐車場において、乳児虐待死亡事件が発生

してしまいました。 

 桑名市としても乳幼児虐待事件減少のため、更なる施策が必要と考えるの

です。 

             ⇩  

＜保健福祉部長・答弁の主旨＞ 

 桑名市におきまして、平成２３年度の相談件数が延べ

８９７件を数え、ここ数年、毎年増加傾向をたどってい

ます。 

 また先般、警察庁から、平成２４年度の上半期における全国の児童虐待事

件に関する発表がありましたが、平成１２年の統計開始以来、最多の虐待に

関する事件発生があり、依然として深刻な状況が続いているとのことです。 

 児童虐待は、様々な要因が複雑に作用することにより、どの家庭でも発生
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①児童虐待防止講演会の開催  ②オレンジリボン運動   

③子ども虐待対応ハンドブックの作成  

 

 

する可能性があり、子どもの心身の成長や人格形成に重大な影響を与えます。 

 こうした社会情勢の中で、先の６月議会において「くわな 子どもを虐待

から守る都市宣言」を求める請願が採択されましたので、委員長報告として

示された指摘部分を真摯に受け止め、「行政とし

て直ぐに出来ることは何か」といったことを中

心に協議検討してきました。 

 結果、虐待を広く市民の方に知っていただく

ため、市民⋯特に子育て中の若い世代の方々が

参加しやすい「児童虐待防止講演会」を開く

こととし、その開催および周知啓発に関する経

費を本議会にお願いしたところです。 

 また、市民の皆さまに虐待への関心・理解を求め、一丸となって取り組み

を推進するため、「オレンジリボン運動」を推進します。 

 具体的には、１１月の児童虐待防止月間に合わせ、各職員が胸にシンボル

マークとなっているオレンジリボンを付け、率先して虐待防止の意識向上を

図ってまいります。 

 今後につきましても、子ども達が虐待を受けることなく、安心して暮らし

ながら、「健やかに成長できるまち・桑名市」の実現に向けて、虐待の種類や

チェックリスト等、自らが進んで虐待に向き合うために基本的な項目をまと

めた「子ども虐待対応ハンドブック」を作成し、市民の方々に配布した

い、と考えています。 

      児童虐待防止施策として 以下の施策が実現します！↓ 

 

児童虐待ゼロに向けての桑名市としての宣言？  

  条例制定？へのロードマップの現状は？ 

＜伊藤研司・発言の主旨＞ 

東京・武蔵野市 （２００３年１２月） 

武蔵野市では虐待死亡事件は起こっていないのにも関わらず、行

政の責務として「児童虐待の防止・及び子育て家庭への支援に関

する条例」を制定。 
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 中日新聞 2012年 9日 6日夕刊 

埼玉県行田市 （２００４年１２月） 

 児童・障害者に対する虐待防止条例を

制定。 

三重県 （２００４年１２月） 

 子どもを虐待から守る条例を制定。 

 以上の自治体では制定されています。 

副市長は、２０１１年１２議会での私の

発言に対し、答弁で以下のように述べら

れてみえます。 

 桑名市といたしましては、先行事例を

整理した上で、福祉・教育・医療・地域

など関係機関の連携を図るため設置して

います「桑名市要保護児童及びＤＶ対策地域協議会」の場で、研司議員より

ご提案のあった条例化も含め、早急に協議してまいります。 

 次回、来年２月開催の協議会を経て、具体的な内容の検討に入りたいと考

えています。様々な分野の方々からご意見をいただき、桑名市民の虐待ゼロ

に向けた気持をこめた温かいものにしてまいります。 

               以上の通り、発言されています。 

                 ⇩  

＜保健福祉部長・答弁の主旨＞ 

  協議会では、議会としての指摘事項や意見を踏まえ、引き続き協議を行

っていくことで合意されたところです。 

 会議の中では、「如何にして１件でも多くの虐待を防いでいくか」が第一義

であるとの意見が出され、それを実行に移していくためには、条例を制定す

るのではなく、桑名市として子どもを虐待から守る「宣言」を行い、市民と

一緒になって子育てを支えることが肝要で、関係者が一丸となってそれに添

った運動を展開することが大切であるとの結論に至った次第です。 

 

 ＤＶと児童虐待の連鎖を断ち切るために！ 

児童虐待を無くすために、ＤＶは「家庭内犯罪」であるとの周知を！ 

＜伊藤研司・発言の主旨＞ 

 



 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 朝日新聞 2012年 6月 7日 朝刊 

「社会保障審議会 児童部会 児童虐待等 要保護事例の検証に関する専門

委員会」において「子ども虐待による死亡事例等の検証結果等について、 

Ｈ２３年７月 第７次報告」において以下の報告がありました。 

『⋯ＤＶ相談歴のあるものなど、養育者のパートナーとの関係に、力（パワ

ー）と支配（コントロール）による不均等な関係：ＤＶや、共依存の関係が

ある場合は、パートナーへの身体的暴力がなくとも、‘力（パワー）が子ども

に対する身体的虐待という形で向かう危険性がある。’⋯』 

 

 『⋯虐待死事例では、「養育能力の低

さ」「ＤＶを受けている」「衝動性」「攻

撃性」「怒りのコントロール不全」の割

合が高い特徴が第 5 次報告以降継続し

てみられる』 

  

 『ＤＶ加害者は、自分の優位な立場

を保つために相手を支配するので、子

どもが年齢相応の自己主張しただけで

も、それを許容せず、子どもも力で支

配しようとして「身体的な虐待」や「心

理的虐待」に及ぶことや、従順な子ど

もの性を対象とする「性的虐待」を行う場合もある。 

 そのような事態に陥っても、支配が強い程、被支配者は支配者とともに「こ

れはしつけです」とか「大丈夫です」と述べて、支援者から遠ざかってしま

い、虐待に歯止めがかからない場合がある。』 

  

 『ＤＶ関係から脱出するためには、まず、被支配者にその関係性の異常に

気づいてもらうことが必要だが、その手掛かりとしても、ＤＶ関係における

被害者であっても親として子どもを守れていないこと、つまり、子どもを死

に至らしめる可能性があることを知ることが重要である』 

 

 以上のように、子ども虐待とＤＶとは密接な関係があることが、報告書か

らも理解できると思います。 

                 ⇩ 
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 中日新聞 夕刊 2012年 6月 14日 

  名古屋学芸大学における実践 

＜保健福祉部長・答弁の主旨＞ 

 児童虐待は親子間、ＤＶは夫婦間における最も深刻となる事象です。いづ

れの場合も、人格形成にある児童の心身に重大な影響を与え、こうした家庭

環境の子どもが成人し家庭を持ち、親となり、ＤＶの当事者となって、同じ

生い立ちを歩む傾向が多々見受けられ、こうした「負の連鎖」については、

どこかで断ち切る必要があります。 

 

 しかし、この問題は家庭内に顕在

化し、当事者から声があがりにくい

ことへの対応が最大の課題となって

います。 

 桑名市におけるＤＶ対応につきま

しては、現在、子ども家庭課に女性

相談員を１名配置し、経済や住居、

人間関係等、様々な問題について、

年間８００件程度の相談があります。 

 

 内訳は、新規相談では全体の８割

が人間関係を占め、その８割が夫に関する相談となっています。 

 全てがＤＶという訳ではありませんが、家庭内の問題、特に夫婦の関係が、

最近の新聞報道であるように、子どもへ心理的外傷後ストレス障害（ＰＴＳ

Ｄ）等、何らかの影響を及ぼすと言われています。 

 

 

 

生活保護：就労支援施策の充実を！横浜市の実践例から！ 

＜伊藤研司・発言の主旨＞ 

 国会・一部の報道では、特殊な一例（タレントの母親が受給していた）を

持ち出して、「受給者パッシング」が起こり、切り捨てを行おうとし、政府も

「最大限の効率化」を図るような方向性を目指しています。 

 

 しかし、一部の特殊な一例で全てを評価したり、「過度な効率化」を求める
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 イラスト内藤理恵子氏 伊勢新聞 

ことは、以前の「母子加算廃止」のように、声を上げづらい層へのしわ寄せ

が行なわれたような事態が危惧されます。 

 もちろん、不正受給に対しては、断固たる処置が必要なことは、改めて述

べるまでもないことです。 

 問題なのは、雇用の悪化により、若者が非正規・派遣労働からさらにリス

トラに遭い、心身共に病気になってしまうことです。 

 現在のような時代では尚更のことで、孤立化された状態では、ＮＰＯ・行

政の支援体制、すなわり、生活・就労支援体制が必要とされるのです。 

             ⇩                     

＜保健福祉部長・答弁の主旨＞ 

 桑名市の保護行政の現状でございますが、

昨年度につきましては、保護世帯数が７２８

世帯、扶助費の総額が約１６億円となってい

ます。 

 また、平成２３年度から、他市において就

労支援員として約５年間の経験を持つ方１

名を採用し、就労に向けたニーズ把握、意欲喚起、ハローワークへの同行、

履歴書の書き方や面接の練習、アフターフォローなど、きめ細かな支援を行

っています。 

 その成果ですが、１４９名の方に就労に向けた支援を行い、実際に

就労した方が７６名、事業に関する経費が２０７万１千円で、保護

削減額は６２３万５千円となっています。 

 

 研司議員がおっしゃるとおり、就労支援を充実すれば自立できる方が増え、

その結果、保護費が減り、税金の投入額の削減が期待出来ます。 

 働くことは、ただ単に収入を得るだけでなく、人や社会との繋がりをつく

り、生きていくうえで大切な意味を持つ営みですので、当該被保護者がそれ

ぞれに目標、希望、将来展望を持ち、その中で働くことを考えていくことが

できるよう、しっかりと支援していくことが大切であると考えています。 

  

就労支援策を充実させることによって、就労に結び付き、その結果、生活保

護費を減少させることが、横浜市の実践例から証明されています。 

 桑名市でも、その事実が証明されているとの答弁がありました。 
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     「格差経済→格差学力」是正のために「寺子屋塾」施策を訴えました。 
     本議会では、納得出来る答弁を得られませんでしたが、その後、学校 
     での「寺子屋塾」構想の提案がありました。  
      ボランティアの方々に感謝です！ 

 

 

＜伊藤研司・発言の主旨＞ 

２０１１年の「自然誌だより」では、↓ 

 三重県レッドデータブック２００５で絶滅危惧ＩＡ類（最高ランク）に選

定されている「ウンヌケ」と三重県内での生息が初めて確認された「モンゴ

リナラ」が同じ地域で生息しており、生物多様性保全上とても重要な場所で

す。 

 希少植物と言えば湿地での生息をイメージしがちですが、ここのように乾

燥して痩せた土地だけに生息する植物もあるのです。 

この地域は、元々、粘土質で地質的には植物の生息に適しないので、雑草も

生えづらく、我が国の在来種がそのまま生息

しているのです。 
 まさに、五反田丘陵地は、在来種・希少植

物の宝庫でもあるのです。  
            ⇩ 

＜経済環境部長・答弁の主旨＞ 

 研司議員ご指摘の絶滅危惧種であります、

「ウンヌケ」や希少植物の「モンゴリナラ」

が生息しています丘陵地は個人の所有地で

ありまして、この絶滅危惧種が生息していう

ことにつきましても、保護などにつきまして

ご協力頂けないか？ご報告させて頂いた経

緯もあります。 

 現実的には、今後の課題とさせて頂きます。 

        五反田丘陵地で生息している希少植物  

    カワラマツバ。ミツバアケビ。イチモチソウ。ノギラン。ネズ。テリハノイバラ。  

      クロミノニシゴリ。ザイフクボク。イソノキ。ウンヌケ。モンゴリナラ。 

         【伊藤研司のその他の質問】↓ 
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 脱原発に向けて  

Ｑ：市民ファンドによる太陽光発電の普及について 

Ａ：桑名市内での電力使用量は、毎年約１００万メガワット時を消費し、そ 

 のうち工業・建設業・農業といった産業部門で約３分の２が使われ、残り 

 ３分の１が家庭や商業をはじめとした民生部門で使われている。 

  「地域新エネルギービジョン」で試算した太陽光発電の期待可採量も約 

 １４万９千メガワット時であり、市内で消費する電力の１５％程度である 

 と想定している。 

  公共施設の屋根貸しや農地での利用のほか、市内での太陽光発電の普及 

 に向け引き続き検討して行く。 

  「市民ファンド」については、地域で再生可能エネルギーを推進する方々 

 の事業意識の高まりを待って研究していく。 

子育て支援について 

Ｑ：中学生までの入院・通院の窓口無料化について 

Ａ：現在、桑名市では桑名市単独事業として小学生に対しては、入院医療費 

 の助成を行っている。 

  中学生に対する医療費助成は、入院医療費については、桑名市単独事業 

 として実施しているが、通院医療費を対象とした場合、更なる財源の確保 

 が懸念されるので、より慎重な検討が必要と考える。 

交通施策の一元化について 

Ｑ：コミュニティーバス、三岐鉄道北勢線、養老線を一括管理する仮称・交 

 通局が必要と考える。 

Ａ：現在、桑名市の重要課題と位置付けて組織運営している。今後とも組織 

 強化していく。 

福島原発事故から 

Ｑ：汚染瓦礫（ガレキ）の受け入れ拒否を！ 

Ａ：現実的に桑名広域清掃事業組合への持ち込みは、困難と考える。 
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2012 年度９月補正予算で、伊藤研司が注目又は、要望し、予算化さ

れた事業内容の一部。 

【障害者虐待防止対策事業費】 

《事業内容》：障害者虐待防止対策に係る家庭訪問等個別支援、専門性強化、 

      普及啓発事業費 

《補正額》：１０１万１千円 

【児童健全育成総合相談事業費】 

《事業内容》：子どもを虐待から守る講演会開催及び啓発用オレンジリボンキ 

      ット作成経費 

《補正額》：  ３４万円  《合計金額》：３６６万３千円 

【桑名市総合医療センター施設整備等貸し付け事業特別会計】 

《事業内容》：新病院建設地（一号館）の土地調査費のうち、一般財源分を桑  

    名市総合医療センター施設整備等貸し付け事業特別会計へ繰り出し。 

《補正額》：６４２万９千円  《合計金額》：３千９３１万９千円 

【予防接種事業費】 

《事業内容》：定期予防接種法の一部改正に伴い、現行の生ポリオワクチンか 

      ら不活化単独ワクチンへの移行に伴う増額分 

《補正額》：4千３００万円   《合計金額》：４億５３０万３千円 

【健康教育指導事業費】 

《事業内容》：こころの健康づくりに関する講演会、意識調査、広報・啓発等 

      の経費 

《補正額》：１５３万５千円    《合計金額》：６９２万３千円 

【住宅リフォーム促進事業費】 

《事業内容》：住宅リフォーム工事に対する補助の追加募集のための増額費 

《補正額》：５００万円      《合計金額》：２千５２０万円 

【交通安全施設設置費】 

《事業内容》：通学路安全確保のため、ガードレール、ガードパイプ等の新設 

      修繕の増額費 

《補正額》：６６０万円      《合計金額》：３千２４０万円 

【まちづくり関連事業費】 

《事業内容》：桑名駅舎のバリアフリー化（エレベーター設置）のための調査 

      実施計画費の補助費 

《補正額》：５千９００万円    《合計金額》：６千６００万円 
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   年度      ２０     ２１    ２２    ２３ 

就労支援員数     25 人    25 人    33 人    48 人 

支援者数      2,225 人    2,334 人     2,789 人      3,662 人 

就労した人数        1,193 人     1,264 人     1,563 人      1,969 人 

上記のうち 

保護廃止世帯数       234 世帯    272 世帯      407 世帯     518 世帯 

事業費           105,551 千円  103,252 千円  136,028 千円  195,105 千円 

保護費縮減額     518,898 千円  515,903 千円 689,590 千円  850,978 千円 

年齢  15~19  20~24  25~34  35~44  45~54  55~64  65以上 

就労者数  46     78      214     452      569     596      14 

 私・伊藤研司は、以下の理由から桑名の伝統産業である「鋳物産業」につい

て発言しました。 

 鋳物産業は、本来環境産業であり、東京スカイツリーエレバーターの滑車に

使用されているように先端産業でもあり、新たな雇用を生み出す産業として位

置付けられるのです！  すなわち、鋳物産業の発展は、一握りの富裕層社会

から、それぞれの人々がそれなりに豊かな社会生活を築くことができる切り札

にもなる！との認識です。 

 

 

 

 

 

 

                    視察（会長様から約１時間半にわたって鋳物 

                    産業の現状をお聞きした後、約一時間工場見学 

       鋳物工場を視察。     をさせて頂く。それらを参考に本議会で発言。 

       桑名の鋳物産業の位置付け？！ 

 

        横浜市の実践例 

【就労支援専門員による就労支援事業】↓ 

【年齢別就労状況】↓ 

 

 

 

 

 


