ての質問概要】】】】児童相談所の権
限と責任を強め る改正児童虐
待防止法が五月 二十五日超党
派の議員立法に より参議院本
会議で可決・成立しました。虐
待の通告を受け た児童相談所
に安全確認を義務づける一方、
強制立ち入り調 査権を認める
内容で、来年の四月一日から施

会及び本会議において原案のとおり可決し
ました。また、神奈川県最低賃金の改定諮
問を早期に行い 「同一価値労働同一賃金」
の視点に立ち一般労働者の賃金水準への接
近を基本にその改定を図ること、改定に当
たっては地方最低賃金審議会の自主性を尊
重するとともに神奈川県内で最低賃金以下
の労働者をなくすために内容の周知徹底を
図ることなどを趣旨とした 「神奈川県最低
賃金改定等についての陳情」が採択され、
それに伴う議員提出議案の意見書 （県・国
へ提出）も可決されました。

六月定例会で沖本は八
日の一般質問に登壇。①
児童虐待の対応について
②ＧＩＳ地理情報システ
ムについて③市発行冊子
への有料広告導入につい
て質問。市長ならびに当
局の答弁を求めました。
【【【【児童虐待のののの対応につい

六月定例会は六月一日に開会し、市長
提出議案十六件、議員提出議案六件、陳
情五件を審議し、六月二十二日に閉会し
ました。定例会では、本会議の初日に、
平成十八 年度一般会計補正予算 （第五
号）など、三件の専決処分の採決を行い
承認されました。その他、「神奈川県後
期高齢者 医療広域連合規約の変 更に関
する協議について」、
「道路の路線の認定
について」
、
「損害賠償の額を定めること
について」など、それぞれ常任委員会に
付託し内容を精査した結果、各常任委員

行政に関わる問題・課題を解決するにあたっては「地方議会まめ
知識②」で述べた「請願」
・
「陳情」の提出もありますが、まずは私
にご相談ください。ご相談をいただいた中で、日常の議員活動とし
て解決できるものはそれで良し、
「これは市議会全体で考え、解決し
た方が良い」と思われるモノを「請願」や「陳情」に切り替えるの
も一つの“やり方”ですから。
「議会報告Ｎｏ．１４」を配布させていただ後、
「子どもの通学路
に横断歩道を設置してほしい」など３件の相談を頂戴しました。横
断歩道の設置に関しては、早々市安全対策課に諮り、市安全対策課
と市道路整備課、座間警察署で検討していただくことになっていま
す。皆さんも行政に関わることでしたら何なりとご相談ください。
神奈川県歯科医師会
「子ども虐待対応
マニュアル」
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性的虐待
10
0.6%
心理的虐待
330
20.3%

身体的虐待
614
37.8%

1,624 件
ネグレクト
670
41.3%

｢

平成１７年度、座間市における
相談受付件数は４５件（内訳は
下グラフ参照願います）

性的虐待
0
0.0%

｣

心理的虐待
9
20.0%

45 件

身体的虐待
24
53.3%

ネグレクト
12
26.7%

① 請願書の表紙には、件名（請願の 〔表紙〕
趣旨を簡潔明瞭に表すもの）と 1
名以上の紹介議員の署名が必要
です。紹介議員の無いものは、陳
○○○についての請願（陳情）
情として扱われます。
② 本文には、請願の趣旨を簡単明瞭
紹介議員 △△△△△ 印
に書いてください。請願の内容が
いくつかにわたる時は、内容ごと
（署名または記名 押印）
に個別の請願としてください。
③ 提出年月日、請願者の住所、氏名
※陳情の場合は紹介議員
を記入し、押印してください。な
の必要はありません
お、法人の場合は代表者印を、任
意団体の場合は個人印を押して
ください。請願者が多数の場合
は、代表者を決め、署名簿を提出
してください。

星野市長
童虐待の早期発
見・対応に取り組
むべきであると
提案します。ま
た、要保護児童の
早期発見や適切
な保護を図るた
めの「座間市要保
護児童対策協議
会」の構成機関に
つ いて 、この 際今 一度ご
ける歯科医師会との
検 討し 直され ては 如何で
関係については、さ
し ょう か。学 校・ 教育委
っそく検討させてい
員 会、 人権擁 護委 員会、
ただき要請をしてま
消 防署 といっ た機 関も歯
いります。また 「座
間市要保護児童対策
科 医師 会と同 様に 重要機
協議会」構成機関の
関 だと 考えま す。 合わせ
拡大について具体的
て ご検 討いた だき たいと
なお話をいただきま
思 いま すが、 所見 をお伺
した。十分検討をさ
いします。
【【【【市長答弁概要】】】】児童虐待
せていただき対応を
の 医療ネグレクト にお
したいと思います。

私たちは、毎日の生活の中でいろいろな問題や課題に直面
することがあります。その多くは自分自身や家族、友知人に
相談したりして解決しています。しかし、その問題や課題が
国、県、市の行政に関わることで、自分たちだけでは解決で
きないものもあります。そこで、それらの問題や課題に対し
て市民が市議会に要望できる制度があります。これを「請願」
といいます。憲法では「何人も平穏に請願する権利を有し…」
と規定されており、一般の請願については請願法が制定され
ています。地方議会に対する請願については地方自治法及び
会議規則で定められていますので、所定の手続きが整ってい
れば受理されます。受理されたものは直近の定例会に提出されます。提
出された請願は、それぞれ所管の委員会に付託され慎重に審査を行いま
す。委員会で結論が出されたものは本会議で委員長により報告され、そ
の報告を踏まえ最終的な結論（採択か不採択など）が出されることにな
ります。請願が採択される、市長に請願書を送付したり、関係機関に意
見書や要望書を提出したりするなどして、解決を図るよう求めます。ま
た、これらの審査結果については請願書の提出者にも通知されます。な
お、請願には１名以上の議員の紹介が必要となります。それが無い場合
は「陳情」となります。請願が憲法で保障されているものに対し、陳情
は法律的な権利として行われるものでなく、形式が定められているわけ
ではありません。しかし、座間市議会では陳情書についても「議長は、
陳情書又はこれに類するもので、その内容が請願に適合するものは、請
願書の例により処理するものとする」と会議規則の中で規定しており、
市民の“声”を大切にしようと考えられています。

行されます。しかしこの法案には先送り
になった問題もあるといわれています。
親が必要 な治療を子どもに受け させな
い「医療ネグレクト」対策です。「医療
ネグレクト」とは、医療水準や社会通念
に照らして、その子どもにとって必要か
つ適切な医療を受けさせないことです。
昨年六月、全国約百九十の児童相談所を
対象に厚生労働省が実施した調査では、
過去五年間に約八十例の「医療ネグレク
ト」が確認され、うち二件で子どもが死
亡していたことが判明しています。近年
「医療ネグレクト」の対応について全国
的に県や 市の歯科医師会が自治 体と協
力し「虐待防止マニュアル」を作成され
るなど積 極的な取り組みが広が ってい
ます。神奈川県歯科医師会でも昨年「こ
ども虐待対応マニュアル」を県と協力し
作成され会員へ配布されています。今年
四月一日 に座間市歯科医師会が 発足さ
れています。この機会に本市としても歯
科医師会との連携を取っていただき、児

平成１７年度、神奈川県内にお
ける政令指定都市を除く市町村
ならびに児童相談所の虐待相談
受付件数は１,６２４件（内訳は
下グラフを参照願います）

〔本文〕

○○○についての請願（陳情）
・請願（陳情）の趣旨

請願（陳情）の理由や
内容をわかり易く簡潔
に記入

月

日

曜

内

8月

31日 金 本会議開会

9月

6日 木 一般質問

容

7日 金 一般質問
10日 月 一般質問
総務常任委員会
12日 水

年
月
日
座間市議会議長 □□□□殿
請願（陳情）者
住所
氏名
印
連絡先（電話番号）

教育福祉常任委員会
市民経済常任委員会
13日 木
建設水道常任委員会
18日 火 基地対策特別委員会
19日 水 （委員会予備日）
27日 木 本会議閉会

本会議は議場で行われます。傍聴をご希望される方
は会議当日に傍聴席入口(市庁舎 7 階)までお越しく
ださい。受付で住所・氏名・年齢をご記入のうえ、
傍聴席へお入りください。なお本会議は 1 階市民サ
ロンのテレビでも放映しています。
また、委員会室 1・2 で行われる常任委員会は、委
員長の許可を得て傍聴することができます。一日に
2 委員会を同時開催していま
す。傍聴をご希望される方は
議会事務局(6 階)受付で、住
所・氏名・年齢をご記入のう
え係員がご案内いたしますの
で、委員長の許可を得て傍聴
席へお入りください。

