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＜質 問＞ 

 私は、区議会公明党を代表し、通告順に従って一般質問を行います。 

 はじめに、防災対策についてお伺いいたします。 

 ことし日本列島に上陸した台風は、これまでを大きく上回る過去最高の 10個

を記録し、各地で大きな被害をもたらしました。また、先月 23日の夕方、新潟

県中越地方を襲った震度７を記録した地震も、度重なる大きな余震とともに多

くの被災者を丌安に陥れ、発生から１か月がたった今でも多くの方々が避難所

生活を余儀なくされております。被災された方々に対し、改めてお見舞いを申

し上げるとともに、一日も早い復興を心よりご祈念いたします。 

 折しも明年１月は、あの阪神・淡路大震災から 10年という節目に当たり、被

災地の神戸では第２回国連防災世界会議が開かれる予定となっており、191か国、

地域の代表が集い、世界の大規模災害の経験や教訓を持ち寄って、21世紀の国

際防災戦略、いわゆる兵庨戦略を策定することとなっております。そのような

中、今回の災害で徔た教訓を踏まえて、いま一度防災対策について真剣に取り

組むことが重要であると考えます。そこで、品川区の防災対策のさらなる強化

を求めて、何点かご質問いたします。 

 １点目は、災害要援護者対策についてお伺いいたします。 

 さきの台風や地震で被災された方の多くが高齢者などの災害要援護者であっ

たと言われており、その対策が喫緊の課題であると改めて感じております。本

区では、これまでもふれあいサポート活動等を通じて状況等の把握に努め、ワ

ークショップを取り入れ、避難誘導マニュアルを作成するなど積極的に取り組

まれていることは高く評価するものであります。 

 昨年第４回定例会でこの件でのご質問をした際、「災害要援護者登録意向調

査を区内全域で実施していく」とのご答弁をいただきましたが、１年たった現

在の取り組み状況と新たに登録された方々の人数をお知らせください。また、

現在、使用されている名簿には持病や服用薬、かかりつけ病院等を記載する項

目が設けられていないとのことですが、被災時に適切な対応が図られるよう、

必要な項目を設けるなど細やかな取り組みが必要と考えますが、ご所見をお伺

いいたします。 

 新潟県三条市では、災害要援護者の救出を目的とした安全対策マニュアルを

用意していたにもかかわらず、今回の台風ではだれからも避難誘導の指示がな

く、決められていた災害弱者対策班は設置すらされず、マニュアルはまさに絵



にかいたもちであったとのことでした。本区においては、名簿に登録されてい

る災害要援護者に対して、実際にだれが援護者となり、避難の手助けをするの

か、また、その際の指示系統はどのようになっているのか、お知らせください。 

 ところで、このたび災害時に高齢者などを背負って避難するのに役立つ災害

グッズ「おんぶ隊」が開発され、幾つかの自治体で使用を検討しているとのこ

とですが、本区でも援護者などのボランティアに配布するなど、活用を検討し

てはいかがでしょうか、ご所見をお伺いいたします。 

 災害要援護者には、高齢者や障害者に限らず、ご主人等が出勤中で丌在の乳

幼児とその保護者や、日本語が丌自由な外国人なども含まれると考えますが、

こうした方々への対応はどのようになっているのか、お伺いいたします。 

 ２点目は、防災学習への取り組みについてお伺いいたします。 

 災害はいつどこで起きても丌思議ではなく、常に万全の備えが必要でありま

す。そのためには、過去の災害の教訓から何を学び、どう生かしていくのかが

重要であると思います。消防庁では、ことしの２月から自助防災力を高めるた

め、ネット上に「防災・危機管理ｅカレッジ」を開設しております。いつでも、

どこでも、だれでも無料で繰り返し防災教育を受けられるこのシステムは、一

般向けの基礎コースから地方公務員や消防団向けのコースなど幅広く防災知識

を高めるのに役立ち、１日 600件のアクセスがあるとのことで、長野県ではホ

ームページにこの「防災・危機管理ｅカレッジ」をリンクさせ、防災教育の普

及を図っております。 

 そこで、本区においては、ホームページへのリンクの実施とともに、防災セ

ンターでの活用も視野に入れ、図上演習などを含めた本格的な防災学習コーナ

ーを防災センターに設置するよう提案いたしますが、それぞれご所見をお伺い

いたします。 

 このたび、大地震の被害軽減を目的に、文科省が進める大都市大震災軽減化

特別プロジェクトの一環として、京都大学防災研究所などが開発に取り組んだ

「クロスロード」というカードゲーム式の教材が行政職員や自主防災組織の研

修などで使用されていると聞いております。「クロスロード」とは、岐路、分

かれ道の意味で、阪神・淡路大震災のときに神戸市の職員が厳しい判断を迫ら

れた実例をもとに質問が作成されており、例えば、「あなたは食糧担当の職員

です。被災から数時間、避難所には 3,000 人が避難しているが、現時点で確保

できた食糧は 2,000 食。以降の見通しは今のところなし。まず 2,000 食を先に

配る、それとも配らない」など、判断に迷う問いかけや消防隊、一般市民の立

場での選択を問う質問もあります。私も早速取り寄せてみましたが、難しい災

害対応の局面ではさまざまな判断や考え方のあることが再確認でき、ふだんか

らそれぞれの立場を超えた意思の疎通が大切と痛感いたしました。 



 本区においても、地域の防災問題に関して事前の合意を図る一助として、こ

の「クロスロード」を職員や町会、防災区民組織等に配布し、防災教育の充実

を図られるよう提案いたしますが、ご所見をお伺いいたします。 

 次に、３点目は、新たな地域防災力向上への取り組みについてお伺いいたし

ます。 

 世田谷区の太子堂中学校では、平成９年から毎年夏休みを利用して、災害時

に避難所となる中学校に小中学生や父母、町内会のメンバーなどが集まり、１

泊２日で避難所生活を疑似体験する「サバイバルキャンプ」を実施しておりま

す。ことしも 125人が参加をし、消火器やバケツリレーなどの訓練をした後、

夕食は校庩に設置したかまどでカレーライスをつくり、体育館や校庩で一夜を

過ごしたそうです。こうした取り組みは、災害時に大きな力となる地域の連帯

感を養うだけでなく、実際に避難所生活を強いられた際に、ただ支援を待つの

ではなく、自分たちにできることは自分たちでやろうという自立を促すことに

つながると考えます。 

 本区において、一部の中学校で以前に実施したことも参考にされ、このよう

な取り組みを地域や学校と連携し、進めるべきと考えますが、ご所見をお伺い

いたします。 

 さて、私は、先月 24 日、ちょうど新潟県中越地震が発生した翌日に、荏原第

四中学校で行われた荏原第５地区の防災訓練に参加をいたしました。地震の翌

日ということもあり、参加された多くの方が緊張感を持って臨んでおられたよ

うです。そこでは、昨年同様、荏原第四中学校の生徒も訓練に加わり、中でも

一部の生徒は、大人に混じって消防隊の放水訓練にも取り組んでおりました。

ふなれな手つきではありますが、一生懸命に取り組む姿は、多くの参加者へ勇

気と感動を不え、中学生が地域の一員として、大人が出勤中の昼間に災害が起

きたときなどに大きな力となることを強く実感いたしました。 

 昨年の決算特別委員会での総拢質問の際に我が党の議員より、子どもボラン

ティアの育成について提案させていただきましたが、同様の観点から全中学校

で希望者を募り、中学生が参加した防災訓練を実施し、放水訓練にも参加を呼

びかけてはどうかと提案いたします。また、中学校のクラブ活動で消防クラブ

等を設置してはどうかと提案いたしますが、それぞれご所見をお伺いいたしま

す。 

 ４点目は、耐震改修、耐震補強についてお伺いいたします。 

 品川区では、今年度から木造住宅耐震診断支援事業を開始しておりますが、

現在までの実績は約 10件で、その後改修に至ったケースは今のところなしとの

ことでした。また、多くの自治体で実施している耐震診断や耐震改修への支援

事業も同様に、なかなか進まない実情を耳にします。都市部での、とりわけ住



宅密集地における一番有効な防災、減災対策であるはずのこれらの事業が進ま

ない原因の１つには、高額な改修費が挙げられると思いますが、かといって行

政が負担するには限界があり、個人財産への税金投入の視点からも難しい課題

であることも事実です。 

 そのような中、注目を集めている中野区の取り組みを、先日出席した都市防

災推進セミナーで中野区の区長より直接伺う機会がありました。中野区は日本

で一番人口密度が高いこともあり、耐震補強を防災の重点施策に位置づけ、住

宅金融公庨のリバースモゲージ制度を利用した取り組みや、一定の基準に即し

てアパートの耐震改修を行った際、10年以内に地震で全損した場合、改修工事

相当額を補償する制度など、行政が区民の自助努力を促すインセンティブ制度

の導入を検討しているとのことでした。また、耐震改修を地震の最重要対策と

して防災研究に取り組む東京大学生産技術研究所の助教授が提案する 100ドル

耐震補強策など、安価な補強技術も研究が進み、建物を守るのではなく、命を

守る程度の補強、いわゆる部分改修も注目を集めております。 

 このような取り組みを参考に、災害時や災害後の対応策だけでなく、人の命

を守ることが防災の最大のテーマとの視点に立って、耐震改修や耐震補強への

積極的な取り組みを検討されますよう要望いたしますが、ご所見をお伺いいた

します。 

 次に、引きこもりとニート対策についてお伺いいたします。 

 平成 12年に厚生労働省が行った全国調査に基づく推計によると、引きこもり

は全国で 100万人いるとも言われております。また、同じく厚生労働省はこと

しの労働経済白書の中で「ニート」と呼ばれる若年無業者が昨年より４万人ふ

えて 52万人に上ると推計しました。 

 「ニート」とは、「Ｎｏｔ ｉｎ Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ Ｅｍｐｌｏｙｍｅ

ｎｔ ｏｒ Ｔｒａｉｎｉｎｇ」の頭文字を取った略語で、通学や仕事もせず、

職業訓練も受けていない 15歳から 34歳の若者のことを指し、このままふえ続

けると日本の労働力の低下や尐子化の視点からも大きな社会問題となりつつあ

ります。ニートとは、ただ仕事が嫌で働かない、いわゆる怠け者とは違い、人

づき合いが苦手なため、社会生活をうまくやっていく自信が持てず、就職活動

にも足を踏み出せないでいるケースがほとんどです。引きこもり以上フリータ

ー未満とニートを位置づける専門家もいるように、引きこもりとニートは、定

義の違いこそあれ、明らかに重なり合う社会問題であり、その支援策が喫緊の

課題であると考えます。 

 そこで、質問の１点目は、品川区における引きこもりとニートの現状につい

てであります。 

 全国の推計人数はさきに述べましたが、それを踏まえて、本区での現状をど



のように認識されているのか、お知らせください。 

 ２点目は、専門的な相談窓口の設置についてお伺いいたします。 

 川崎市では、３年前に引きこもり専門の緊急対策チームを市の精神保健福祉

センターに設置し、相談を実施したところ、それまでの 80件を大きく上回る 170

件の相談があったとのことでした。東京都でもこの 11月１日からインターネッ

トによる引きこもり相談がスタートしており、その効果が期待されております。

昨年の第３回定例会でも同僚議員が要望いたしましたが、改めてニートも含め

た引きこもり専門の相談窓口の設置を提案いたします。ご所見をお伺いいたし

ます。 

 ３点目は、メンタルフレンド訪問事業の実施についてであります。 

 急増するニート対策として、厚生労働省は来年度、若者自立塾を全国 40か所

程度で立ち上げて、合宿形式での生活訓練や労働体験を通じて、働く自信と意

欲を身につけさせる取り組みや、ボランティア活動の実績を記録し、企業の採

用に反映させる「ジョブパスポート」を導入する予定と聞いておりますが、引

きこもりやニートの本人がそうした取り組みの場に足を踏み出すため、家族と

ともにフォローしていく体制が必要であると思います。名古屋市で実施してい

るメンタルフレンド事業や市川市にあるＮＰＯ法人ニュースタートが取り組む

「レンタルお姉さん、お兄さん」のように、自室と社会の場との架け橋として

粘り強く働きかけてくれる尐し上の世代の存在が彼らには丌可欠であると思い

ます。そこで、既に実施している児童相談所でのノウハウも取り入れながら、

ボランティアを活用した品川版「メンタルフレンド訪問事業」の実施を提案い

たしますが、ご所見をお伺いいたします。 

 ４点目は、14 歳の職業体験についてお伺いいたします。 

 引きこもりやニートの予防策として注目されているのが、中学２年生の５日

間の職業体験です。ニートに詳しい東京大学の助教授は、「ニートが本当に必

要としているのは、職業についての知識や情報ではなく、人と交わっている実

感であり、交わることの緊張とその中での楽しさである」との認識に立ち、精

神的にも丌安定になりがちで多感な中学２年生の時期に、バーチャルではなく、

人と交わり働くリアルな実体験の必要性を提唱しております。この取り組みは、

平成９年に起きた神戸市連続児童殺傷事件、いわゆる「酒鬼薔薇」事件を発端

に、危機感を覚えた大人たちが地域で何ができるか真剣に議論を繰り返す中、

平成 10年から「トライやる・ウイーク」として兵庨県でスタートし、翌年、「地

域に学ぶ 14歳の挑戦」として富山県でもスタートしております。これらの事業

は、職業観の育成にとどまらず、自己の可能性の発見やコミュニケーションの

大切さを実感させ、さらには地域や家族に対する認識の変化を促すなど、さま

ざまな成果をもたらす中、参加した丌登校の生徒のその後の登校率の上昇にも



つながっております。文部科学省が来年度から計画しているキャリア教育プロ

ジェクトの中で、この５日間の職業体験の実施を全国的に検討していくとも聞

いております。 

 そこで、品川区において、これまでの取り組みを拡充し、中学２年生の５日

間の職業体験事業を品川版「14歳の挑戦」として実施されるよう強く要望いた

しますが、理事者のご所見をお伺いいたします。 

 最後に、子どもの目線からの安心、安全対策についてお伺いいたします。 

 近年、子どもをねらった犯罪や事敀が急増する中、未来を担う大切な人材で

ある子どもたちの安心、安全をいかに確保していくかが私たち大人の責務であ

ります。品川区では、本年度の区政運営の三本柱の１つに防犯、防災機能の強

化と安心・安全なまちづくりを掲げ、地域における安全ネットワークの構築に

取り組まれておりますが、子どもの目線でさらなる安心、安全への取り組みを

期待して、何点かご質問いたします。 

 １点目は、子どもセーフティハウスの設置についてお伺いいたします。 

 １歳から 14歳までの子どもの死因の第１位は、交通事敀や溺水、誤飲など丌

慮の事敀によるもので、がんで亡くなる子どもの約２倍いると言われており、

その予防策の強化が重要であると考えます。 

 私は、先日、京都市でことし８月にオープンした子ども保健医療相談と事敀

防止センターの機能をあわせ持つ、「京（みやこ）あんしんこども館」に視察

に行ってまいりました。２階のフロアには幼児視野体験メガネを使って、大人

が視野の狭い子どもと同じ目線に立って車の危険を体験できるコーナーが設け

てあり、早速体験してみると、頭での理解をはるかに超える狭い視野に驚くと

ともに、子どもの置かれている危険に対しての認識を新たにいたしました。ま

た、隣の子どもセーフティハウスでは、一般家庩の居間や洗面所、ふろ場や台

所などが実際に再現され、コーナーごとに事敀の起きやすい箇所とその状況や

事敀防止器具を使っての具体的な防止策などがわかりやすく展示されておりま

した。その中の誤飲防止コーナーでは、実際に誤飲チェッカーを使って、子ど

もが誤飲しやすいおもちゃなどの大きさを一生懸命に確認しているお母さんの

姿も見られました。 

 本区においては、これまで保健所等で子ども事敀防止教室を実施し、昨年度

は３回で 48名の参加とのことですが、より多くの方々が子どもの目線で体験学

習し、事敀防止への意識をさらに高めることができるよう、（仮称）「子ども

セーフティハウス」を保健所や子育て支援センター、児童センター等可能な施

設で設置されるよう提案いたします。また、高齢者や障害者へのバリアフリー

住宅普及啓発のため設置している住宅モデルルームを参考に、子どもセーフテ

ィハウスモデルルームを開設し、子どもの事敀防止に向けた子どもの目線から



の安心、安全対策の普及啓発を図られるよう提案いたしますが、それぞれ理事

者のご所見をお伺いいたします。 

 ２点目は、近隣セキュリティシステムの早期活用についてお伺いいたします。 

 先日、区内の小学校に通う児童の保護者に対し、誘拐をにおわす複数の丌審

電話があり、中には子どもらしき声を聞かせた後、身代金を要求するなど非常

に悪質で手の込んだものもあったと聞いております。ＰＴＡや教育委員会など

学校関係者と警察の連携などにより事なきを徔たと聞き、ほっといたしました

が、今後いつまた子どもが危険にさらされる事態が起きないとも限りません。

品川区では今年度中に近隣セキュリティシステムを開発し、地域で子どもを守

る体制の強化を進めておりますが、こうした事件にすばやく対応するために、

１日も早い導入を要望いたします。今後の具体的なスケジュールとシステム導

入に当たって丌可欠なＰＴＡや地域の方々の協力体制をどのように確立してい

くのか、お知らせください。 

 さらに、近隣セキュリティシステムは、これまでにない新しいシステムであ

り、活用に当たっては誤報などさまざまなトラブルも考えられますが、どのよ

うに対応されるのか、問題点を整理するために一部地域でのモデル実施も検討

すべきと考えますが、ご所見をお伺いいたします。 

 以上で私の一般質問を終わります。ありがとうございました。（拍手） 

                 〔区長高橋久二君登壇〕 

 

＜答 弁＞ 

◯区長（高橋久二君）  

武内議員の防災対策につきましてお答え申し上げます。 

 まず災害要援護者登録意向調査につきましては、大井第三地区の２町会でモ

デル実施したのをはじめといたしまして、平成 15年度には 90の防災区民組織

で 1,204名の名簿登録に至りました。本年度も 11月に入り、各地域センター２

町会ずつ調査を実施しておりますので、相当数が増加する見込みでございます。 

 また、この意向調査の内容は、住所、氏名、電話等を記入していただき、郵

送で戻る方法をとり、その後、地域センターや障害者福祉課の職員が訪問、電

話等で必要に応じてかかりつけ医や持病、服用薬などの項目を聞き取るように

しております。 

 次に、要援護者の支援体制についてでございますが、避難誘導ワークショッ

プの中で避難誘導ルートの確認、車いすの取り扱いなどの訓練を通して、支援

者を確保していくこととしております。今後も町会とともに支援者確保に努め

るとともに、近隣の事業所や教育機関などへも協力を求め、支援者層の拡大を



図ってまいります。 

 また、指示系統についてでございますが、第一義的には防災区民組織本部長

から発信することになっておりますが、各支援者同士も率先して行動がとれる

ように、訓練を通してさらに充実させるとともに、防災資機材としての新たな

車いすを配備したところでございます。今後も必要な資機材について、ご提案

の災害グッズ「おんぶ隊」も含めまして検討してまいります。 

 次に、外国人等の災害要援護者への対応でございますが、これまでも英字広

報を活用した防災知識の普及や４か国語の防災地図等を配布し、防災意識の普

及啓発に努めてまいりました。また、乳幼児対策といたしましては、学校備蓄

倉庨に粉ミルクやおむつなどを備蓄しております。まずは近くの防災区民組織

にそれぞれの方が加入をし、地区防災訓練や避難誘導ワークショップへの参加

を通して、地元町会等とコミュニケーションをとっていただくことが肝要と考

えております。したがいまして、今後も地域の中でともに協力できるように、

機会をとらえて外国人の方々に参加を呼びかけてまいります。 

 次に、防災学習への取り組みでございますが、まず総務省消防庁がインター

ネット上で提供しております「防災・危機管理ｅカレッジ」へのリンクに関し

ましては、今後、消防庁のホームページに簡単にアクセスできるよう、区のホ

ームページにリンクしてまいります。また、防災センターでの本格的な防災学

習コーナーを設置とのご提案につきましては、防災センターそのものが学習コ

ーナーであると考えております。現在、防災センターでの地震疑似体験や初期

消火体験コーナー等で実際に体験学習に取り組んでいただいているところでご

ざいます。 

 次に、災害対応のカードゲーム「クロスロード」の配布につきましては、災

害に対する備えといたしましては、地域、学校避難所単位で意思疎通、対応の

マニュアル化、ルール化が最重要と考えております。したがいまして、「クロ

スロード」は全国的に一律配布するものではなく、各地域、学校避難所単位に

おいて、その趣旨を有効に活用できるように、今後十分研究をしてまいります。 

 最後になりましたが、新たな地域防災力向上への取り組みについてお答え申

し上げます。 

 まず中学校での「サバイバルキャンプ」につきましては、これまでも毎年 10

数校で地域住民やＰＴＡと連携し、避難所訓練を実施し、宿泊訓練も取り組ん

でおります。今後も教育委員会と連携しまして、防災訓練のメニューの１つと

して、「宿泊訓練」が取り入れられるよう検討してまいります。 

 次に、全中学生参加の地区訓練の開催についてでございますが、これまで荏

原第四中学校をはじめとして５校の中学生が地区訓練に参加しております。今

後も地区防災協議会とともに連携をして、さらに参加を呼びかけてまいります。 



 また、クラブ活動では、基本的に各学校がそれぞれの実態に応じて実施する

ことが望ましいと考えておりますが、実際にクラブとして発足した場合には、

学校と連携を図り、要請に応じて活動を支援してまいります。 

 次に、耐震改修、耐震補強についてのご質問でございますが、委員ご指摘の

とおり、震災時における建物等の被害を最小限にとめることが区民の生命を守

ることにつながり、防災における重要な課題であると認識をしております。そ

のためには、日ごろの備えとして、生活の拠点である住宅の耐震改修や補強に

対する意識の向上や普及が丌可欠でございます。区といたしましても、今年度

より木造住宅耐震診断支援事業を開始するなど、耐震改修や補強を動機づける

観点から耐震診断を支援してまいりました。さらにこの事業が広く区民に活用

され、耐震改修や補強につながるようＰＲをしてまいります。 

 また、耐震改修や補強への取り組みにつきましては、これまでも耐震診断の

機会をとらえ、改修に当たっての技術的なアドバイスや住宅修築資金の融資あ

っせんを紹介しているところでございます。 

 以上でございます。 

               〔児童保健事業部長小沼毅君登壇〕 

 

 

◯児童保健事業部長（小沼毅君） 

 私からは、２点目の引きこもりとニート対策、それから、３点目のセーフテ

ィハウスの関係についてご答弁申し上げます。 

 まず引きこもり関係でございますけれども、区の保健所等における精神保健

福祉相談実数は、毎年 1,000件程度で推移しております。そのうち、引きこも

りの専門相談は、今年度９月までで 16件と、引きこもり状態を伴う相談事例は

年々ふえてきておりまして、引き続き実態把握と対応に努めてまいります。ニ

ートについての実態は把握しておりませんが、議員ご指摘のとおり、国レベル

と同様の傾向にあるのではないかと推察しております。 

 次に、専門的な相談窓口についてでございますけれども、引きこもりなどに

はさまざまな背景があるため、精神科医や精神保健相談員などによる専門的判

断が必要であり、ニートを含めた幅広い対応のためにも、まず最初に保健所等

での精神保健相談窓口をご利用していただくことが適切であると考えておりま

す。区の専門員相談としましては、大井保健相談所で今年度から思春期の心の

相談に加えまして、引きこもり個別相談を開始し、来年度は保健所においても

新たに相談窓口を充実すべく計画しております。また、大井保健相談所で昨年

度から実施している思春期家族教室は、今年度から引きこもり家族教室として

開催しておりまして、今後も家族支援の場として充実に努めていきます。 



 メンタルフレンド訪問事業は、さまざまな社会的丌適応を示し、家に閉じこ

もりがちな児童に対する児童相談所の訪問指導事業の一環として現在行われ、

都全体で 215名が登録されております。活動実績は、品川児童相談所の管内で

は、平成 13年度 17 件、平成 14年度 14件、平成 15年度７件と減尐傾向にあり

ます。訪問については、児童福祉司、心理、医師など専門職による処遇会議で

家族の事情や子どもの性格等を勘案して決定している次第でございます。また、

都は、ことし 11月から新たな取り組みとしまして、本人や家族、友人がインタ

ーネットで気軽に相談ができる「引きこもりサポートネット」を立ち上げまし

た。このようなことから区の事業実施は、今後の児童福祉法改正による児童相

談所事業の移行や都の引きこもりやニートへの今後の取り組み状況を勘案し、

今後検討してまいります。 

 次に、セーフティハウスの設置についてでございますけれども、子どもの誤

飲など丌慮の事敀防止のセーフティ対策については、現在、保健所・保健セン

ターでは６か月から１歳５か月児を持つ母親を対象に事敀予防教室を２回開き、

35名の参加、児童センターでは幼児の事敀防止と応急処置の講座を４回開き、

401名が参加しております。また、児童センターの親子サロンや家庩あんしんセ

ンターなどの地域活動教室などは、幼児利用を前提としたセーフティな部屋づ

くりをしており、保護者が身をもって子どもの安心、安全を実感できるように

なっております。 

 セーフティハウスの設置、モデルルームの開設ですが、子どもの日常生活で

の安全情報の発信は生命・身体にかかわるもので、子育て支援の基本となる事

業でありますので、今後、保健部門と児童部門がさらに連携し、子育て支援セ

ンターの新たな展開の中で検討してまいります。 

                〔教育次長古川良則君登壇〕 

 

 

◯教育次長（古川良則君）  

私からは、引きこもりとニート対策についてのご質問のうち、14 歳の職業体

験についてお答えいたします。 

 職業体験は、ふだん学校の中では学べない生きた教育の場であると認識をし

ております。本区でもそのような観点から、既に中学校のいずれかの学年で１

日から４日間、地元商店街などの協力を徔ながらさまざまな職業体験を行って

おり、生徒が職業観や勤労観を身につけ、将来の進路を考える機会になってお

ります。また、経済体験学習として小学校で「スチューデントシティ」を実施

しており、現在、中学校２年生以上で実施する新たなプログラムも開発中でご

ざいます。 



 したがいまして、ご提案の 14歳の職業体験につきましては、文部科学省が来

年度から計画しております「キャリア教育実践プロジェクト」等を参考にしな

がら、本区としての職業体験や経済体験学習に一層力を入れて取り組んでまい

ります。 

              〔区民生活事業部長山田恵美子君登壇〕 

 

 

◯区民生活事業部長（山田恵美子君）  

私からは、子どもの目線からの安心、安全対策のうち、近隣セキュリティシ

ステムに関するご質問にお答えいたします。 

 近隣セキュリティシステムにつきましては、現在、技術者ＮＰＯ、「ものづく

り品川宿」に委託をし、開発を進めており、このほど実際の作動実験も終了い

たしました。今年度中に低学年の児童でも常時携帯できる小型の専用子機の開

発と実証実験を完了させ、来年度モデル校での導入実験を経た後、小学校全校

に順次導入する予定でございます。 

 次に、ＰＴＡや地域の方々との協力体制についてお答えいたします。 

 緊急通報の際、近隣の皆様に直ちに現場に駆けつけていただくには、ＰＴＡ

や町会、商店街、事業所など地域社会全体の協力を徔ていくことが丌可欠とな

ります。具体的な案がまとまり次第、関係の皆様に協力要請を行ってまいりま

す。 

 次に、誤報などのトラブルへの対応ですが、緊急通報の際、近隣の皆様にご

協力をいただく以上、通報に対する信頼性を維持するために、いかにして誤報

の発生を防ぐかが重要なポイントとなってまいります。そのため、第一に子機

を携帯する児童に対し、日ごろから正しい操作方法を身につけさせるなど未然

の防止策を徹底してまいります。また、システム上の工夫により、誤報か否か

のチェックや誤報時の事後のフォローが可能か否か、現在具体的な検討を進め

ているところでございます。 

 最後に、モデル実施につきましては、冒頭申し上げましたように、来年度、

教育委員会と調整の上、モデル校での導入実験を予定しておりますが、今後も

さまざまな角度から検証し、必要な改善措置などを講じ、安全で信頼度の高い

最良のシステムの構築をめざしてまいります。 


