
1. 保護観察対象者の県による雇用を含めた
	 さらなる就業支援について

2. 実教出版の高校日本史 A・B教科書使用について
3. 児童養護施設について
	 (1) 発達障害・被虐待児等に対する支援について
	 (2) 就学前児童等に対する学習支援について
	 (3) 退所児童に対する就業支援とアフターフォローについて	

平成 26 年に第 322 回定例会が開催されました。私、伊藤すぐるは以下の質問をいたしました。

兵庫県議会議員

兵庫県議会議員	伊藤すぐる	県政報告 平成 26 年 4 月

第322 回 定例会
平成 26年 2月 25 日 兵庫県議会ホームページにて

議会の録画映像が観られます。

http://www.hyogokengikai.jp/broadcast/

　最初の質問は、保護観察対象者の県による雇用を含めたさらなる就業支援についてお尋ねします。

　昨年、三年前の一般質問において当事業へのご協力をお願いしたところ、県での相談窓口として企画県民部・地域安

全課を指定頂いたり、自治体として全国で初めて保護観察対象者の就業支援に対して予算を組んで頂いたり、保護観察

での処遇の一環として行う社会奉仕活動の場所の提供、兵庫県再犯防止対策関係機関連絡会議の設立、更生保護事業

に活用可能である更生保護団体や県の各種支援制度相談窓口などを紹介する手引書の作成等、全ての項目に対して温か

いご配慮を賜り、兵庫県の更生保護関係者として改めて感謝を申し上げます。

　また、高齢者、精神障害や精神疾患を持つ刑務所出所者に対しての支援を行う「地域生活定着支援センター」を設立、
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　井戸知事からの回答

1. 保護観察対象者が社会的に自立するには、就労による安定した生活基盤を確保することが必要であり、継続した雇用

に繋がる就業支援を行うことが何より重要である。

2. このため本県では、今年度設立した「兵庫県再犯防止対策関係機関連絡会議」におけるネットワークの構築や建設工事

の入札での「技術・社会貢献評価」における加点制度の充実を図ることにより、保護観察対象者への就業支援の強化に努

めている。

3. 特に、平成 24 年度からは将来にわたる継続雇用に尽力いただいている協力雇用主に対し、保護観察対象者の雇用について

人件費や研修費への支援を行っている。現在までに10 名の保護観察対象者が雇用され、うち 6 名が継続雇用に繋がっている。

　さらに 25 年度からは、新たに協力雇用主の登録拡大に向けた事業所訪問や啓発の取組を「NPO 法人兵庫県就労支

援事業者機構」に委託して実施しており、今年度に入り協力雇用主の登録が大幅に増加するなど、成果を上げている。

4. 来年度はこれらの事業がより実効あるものとなるよう、①協力雇用主に対する雇用に係る人件費等の支援の拡充、②

業種間・地域間で偏りのある協力雇用主の登録拡大に向けた事業所訪問やセミナーの開催、③保護観察対象者に対す

るハローワークへの付き添い支援など、取組の更なる充実強化を図ることとしている。

5. 県による雇用については、制度の周知を図り雇用することから、プライバシーの確保に特別の配慮を要すること、継続

的雇用にどう繋げていくかといった課題があること、また、他の自治体における雇用については、採用に至っていない例

もあることから、これらの状況を十分に踏まえながら、真に保護観察対象者の生活基盤の確保に繋がる就業支援につい

て検討してまいりたい。

新たな施策にも積極的に取り組んで頂いておられます。

　少年院等に送致された少年は立ち直りのための矯正教育を受けても退院後、家庭環境や交友関係、就学・就業問題

など、様々な困難に直面し再び犯罪を犯してしまうことが少なくありません。非行少年の立ち直りを地域で支援すること

は、再犯を防ぎ、犯罪被害を防止するだけでなく、少年を地域社会の一員として迎え入れるためにも必要不可欠であり、

兵庫県にとっても大きな課題であると考えます。

　保護観察対象者への就業支援の取り組みとして現在、県では保護観察対象者を雇用する企業が県の入札に参加するにあたり

加点をする他、協力雇用主を支援するために、保護観察対象者の雇用や能力アップに関する研修実施の支援等が行われています。

　現在、我々は就業支援を行うため、保護観察対象者を雇い入れてもよいという企業や事業主、協力企業を紹介してい

ただける方、同事業に対し協力をしてくれる方を中心とした「協力雇用主会」を発足し、試行錯誤を重ねながらではあり

ますが、地道に支援活動を行っております。協力雇用主会とは保護観察対象者や更生緊急保護の対象者の前歴にこだわ

らず、積極的に雇用・就業支援することで、その更生を援助している民間の協力者です。

　現在（25 年 11 月末）、全国に 12,123 社、県内 391 社の協力雇用主の登録があります。

　一昨年度に一般質問で述べた通り、就業する者の再犯率は低く、そうでない者の 1/5 であります。防犯の為にも当事

業の重要さが理解できると思いますが、就業先の確保は困難を極めているのが現状です。

　行政機関の取り組みとして、法務省では昨年5月に保護観察対象者を非常勤職員として最長6か月間雇用する事を実施し、

自治体においても、京都府、 奈良県、千葉県勝浦市、静岡県掛川市、三重県名張市、大阪市、吹田市、東大阪市、枚方市、

八尾市、松原市で非常勤職員として事務補助を担当させるなどして、その間に就労先探しの支援等を行っております。

　こうした状況を踏まえ、本県としてもこれまでの取り組みを踏まえ、兵庫県らしい、県での雇用も含めた、さらなる就

業支援について、知事のご見解をお尋ねいたします。

　次の質問は、実教出版の高校日本史 A・B 教科書使用についてお尋ねします。

　この教科書の注釈に記載されている「国旗・国歌法をめぐっては、日の丸・君が代がアジアに対する侵略戦争ではた

した役割とともに、思想・良心の自由、とりわけ内心の自由をどう保障するかが議論となった。政府は、この法律によっ

て国民に国旗掲揚、国歌斉唱などを強制するものではないことを国会審議で明らかにした。しかし、一部の自治体で

公務員への強制の動きがある。」の部分については、学習指導要領に合致していない記述があるとの問題提起があり、

全国的に議論となったのは皆様もご存じの事だと思います。

　本県教育委員会が作成する「指導の重点」においても、「機会あるごとに国旗を掲揚し、国歌を斉唱するとともに、

外国の国旗や国歌に対しても敬意をはらうよう指導する。」とあります。この教科書の当該記述は国や県の教育指針と

は明らかにかけ離れており、生徒を困惑させる事にもなり、適切な教育が行える教科書であるとは言い難いと言えます。

　東京都教育委員会は昨年 6 月、この教科書に都教委の考えと異なる部分があるとして「使用することは適切ではない」

との見解を発表しました。

　神奈川県教委も同年 7 月、採択を希望する校長に再考を求めた結果、採択ゼロとなり、埼玉県では 8 月に指導資

料集の併用を条件に 8 校がこの教科書の使用を採択。その後、県議会文教委員会が再審査を求める決議を行い、教

育委員長が辞任する事態となりましたが、後任の委員長は採択校を公表し、再審査は行わない方針を決めています。

　この教科書を読み進めていくと問題点は多岐にわたると考えられます。

　領土に関してですが、北方領土・竹島・尖閣諸島が日本固有の領土であることは事実であり、竹島については外務

省がホームページで韓国に不法占拠されていることを明記しています。それにも関わらず数社の教科書では北方領土と

竹島が不法に占拠されている事を明記していないばかりか、ロシア、韓国、中国による領有の主張に、あたかも日本と

同様の正当性があるかのような記述をしているものもあります。そして実教出版の高校日本史 A・B にいたっては、我

が国が直面しているこの問題について、記述どころか、北方領土・竹島・尖閣諸島という単語すら出てきません。

　下村文科相は「子供たちが日本の領土を正しく理解することは重要だ。国家として当然」と述べています。その通りであります。

　自国の領土や歴史を正しく記述することと、外交的な配慮は関係ない。他国におもねるような記述こそ問題ではないでしょうか。

　これまで、領土や領海についての教育がおろそかにされてきた結果、北方領土や竹島、尖閣の地図を見せ、国境線

を聞いた調査では、高校生のほか大人も正解者は少ないのが現実です。

　内閣府が昨年行った尖閣に関する調査では、９割の人は名称を知っていたが、沖縄県にあると答えられたのは６割

台でした。領土を正しく理解し、関心を深める教育を進めるべきであります。

　また、自国の歴史については、どこの国の教科書も自分の国に誇りを持てる記述になっていますが、実教出版の教

科書は、日本の歴史を否定的に扱う記述が随所に見られます。

　日本は中心にいる悪い人たちが、まわりの弱い人たちを押さえつけ苦しめる事で発展してきた。日本人とは常に加害者

であったかのような印象を意図的に与える内容になっています。そして先の戦争において日本人が朝鮮や中国などの人たち

に、どんなにひどい事をしたかという事に繋がっており、こんな歴史を学んだ子ども達が、どうして日本を好きになる事が

できるのか ? 自分の育った国をおとしめる内容ばかりでは日本の歴史への興味、関心すら失ってしまうのは明らかです。

　グローバル社会に適応した人材を育成する事が重要となっていますが、まず、自国の歴史や文化を正確に理解し、諸
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　山口教育委員長・高井教育長からの回答

　グローバル化が進行する社会において、領土問題や歴史認識等について適切に指導することは、議員のご指摘のと

おり次代を担う子供たちの育成に欠かせないものであると考えております。

　教科書選定は高校進学率が 98％を超える中、150 校の県立高校では、全日制と定時制、普通科と職業学科、進学、

就職の生徒の希望等により、高校毎に学習内容が大きく異なります。このため教科書選定にあたっては、出版社によっ

て特徴のある検定済教科書の中から、各高校の教育目標、教育課程、生徒の実態に配慮し、自校の生徒に最も適切

な教科書を選ぶことが肝要であると考えております。

　平成 26 年度教科書採択にあたっては、全県立学校へ①地理歴史科に係る近現代の学習について、あくまで学習指

導要領及び同解説を踏まえ実施することが原則であります。②特に実教出版株式会社「高校日本史」教科書使用高校

へは、国旗・国歌の丁寧な指導を図書使用に際しての留意事項として付すことを条件とし、ご指摘の 10 校も含め、各

校の選定理由等を審議の上、妥当であると判断し、教育委員会として平成 26 年度使用教科書を採択いたしました。

　なお、北方領土・竹島・尖閣諸島の取扱いについては、学習指導要領解説が本年１月に改正され、我が国が国際法

上の正当な根拠に基づき竹島、尖閣諸島を正式に編入した経緯を取り上げ、領土に関する指導の充実を図ることとさ

れました。このことを受け、全県立学校あてに領土に関する指導の徹底を図る通知を１月に出したところです。

　今後とも、これらのことを踏まえ学習指導要領に基づく指導を徹底し、自国の領土や領土問題について理解を深め、

国民として自覚を高めるとともに、高い志を持って国際社会に貢献できる人材の育成に努めてまいりたいと思います。

再質問
　留意事項を付けなければならない教科書が本当に良い教科書なのでしょうか。

　東京都、神奈川県の教育委員会の判断は兵庫県と全く違います。これは兵庫県としてはおかしな判断であったとい

う認識なのでしょうか。

再答弁
　委員長がお答えしたように、実教出版の教科書は大変教えやすい中身、見やすい、わかりやすいということで大変

優れた点がございます。それをメインに学校は選定をしたが、一部の記述には少し誤解を招くところもあるということで、

その至らざるところを通知できちんと知らせて、きわめて異例の通知でありましたが、指導の留意事項を伝えたところ

でございます。それに沿って指導が適切にできるのであれば、教育基本法、ひょうご教育創造プラン、指導の重点に沿っ

た指導ができるものと考えております。

　ちなみに、東京都、神奈川県においては、そのようなことをせずに最初から使わないということを選択されたと理解

しております。

再質問
　たぶん教育長はこの教科書を読んでいないのではないかと感じます。内容がいいということは考えられない。実際、

この教科書を読んでみますと、問題点はそこだけではない。たくさんあります。東京都、神奈川県の教育委員会の方々

は、きっちりこの教科書を読んで判断されたのではないかと考えます。

　それと、各高校がその教科書を選定し、教育委員長が使っていいと判断をされました。各県立高校の校長先生は教

外国の方 と々議論になった際にも自信と誇りを持ち自国の事を語り意見を述べる事が出来なければならないと感じます。

　そこで、これまで述べたことを踏まえ、本県で実教出版の高校日本史 A・B を使用する県立高校が 10 校あることに

ついて、教科書採択の権限を有する教育委員長のご見解をお伺いします。

育委員会の一員であります。その教育委員会の一員である校長が、兵庫県の教育指針とかけ離れた教科書を選定をす

ることは問題であると考えます。

再答弁
　繰り返しになり恐縮ですが、各学校長の責任において、当該高等学校の生徒に一番教えやすい教科書を選定すると

いう仕組みをとっています。その中で教えやすさに力点をおいて、学校長が選定をしたのは妥当であると考えております。

コメント
　ぜひ、教育長にもきっちりとこの教科書２冊を読んでいただきたい。大人が規範意識を高くもって子どもに教育をし

ないと、すべての原点は教育にあると思うので、ぜひその点をよろしくお願いいたします。
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　　まずは、発達障害・被虐待児等に対する支援についてです。

　文部科学省の調査では、全国公立小中学校の通常学級に在籍する児童生徒のうち、人とコミュニケーションがうま

く取れないなど、発達障害の可能性のある小中学生が 6.5％に上ることが分かりました。推計で約 60 万人に上り、40

人学級で１クラスにつき２、３人の割合になります。　

　一方、児童養護施設における実態調査では、約 30％が発達障害等により特別な支援が必要な児童となっています。

　発達障害のある児童のなかには、何をするにも一つひとつの動作に声かけが必要であり、夜尿もあり、一人では寝

られず、職員が寝付くまで付き添う場合もあるなど、他の児童より配慮や支援が必要な場合や、対人関係でも様々な

不適応を示すことがあります。特に異性関係・性的問題行動に関しては障害特性が明確に現れていると考えられるケー

スもあり、対応がしっかりとなされない場合には、触法行為や性的被害・加害となる可能性が懸念されます。

　こうしたことから、児童養護施設における発達障害児支援は、不適応行動の悪化を防ぐ上でも、きわめて重要ですが、

施設における現状の一番の問題点は職員の過大な仕事量と人員不足であります。

　また、入所児童の過半数には被虐待体験があって、発達障害が被虐待のリスク要因となる可能性があることや、非

行との関連性も指摘されています。

　現在、こども家庭センターでは、発達障害のある子どもの相談において、家族に対し、その障害特性への理解を

深める指導を行うことでリスク要因の軽減を図るとともに、虐待を理由に一時保護をした発達障害児等の心理的ケア、

親指導に取り組んでいます。

　親子の再統合という観点からも保護者を含めた包括的な支援が必要であるとともに、児童養護施設には被虐待の

影響から発達障害的な特徴を示す児童も多く、そうした児童への特別な配慮も不可欠となっています。

　しかし、発達障害の特性等を深く理解しているはずの行政が、発達障害を有する児童を預かる施設や職員の状況を

理解できておらず、発達障害児の入所の増加により増々養育への対応が困難になっている現状を踏まえ、職員の加配

に対する支援をしていないのは問題であると考えます。さらに、発達障害児・知的障害児への支援について現在、措

置が重なるとの理由で児童発達支援事業や放課後等デイサービスを利用する事が出来ないことから、児童養護施設に

入所している児童についても利用出来るような仕組み作りも重要であると考えます。

　そこで、児童養護施設に入所している発達障害・被虐待児等に対する支援について、当局のご見解をお伺いします。
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　井戸知事からの回答

　児童養護施設には、情緒や精神面に課題を抱える児童が多数入所しております。このため、適切な援助を行う必要があり

ますが、専門性を有した人材の充実や、子どもの特性に応じた施設整備、関係機関との連携が不可欠だと考えています。

　全施設に、入所児童にカウンセリングを行う心理療法担当職員と、被虐待児等に対する個別対応職員を、本県では配置しています。

　さらに、24 年度には児童指導員の配置基準が、児童６人に１人から 5.5人に１人に引き上げられたところです。現在、国で

は消費税率の引き上げに伴い、この配置基準を児童４人につき１人に引き上げることを検討しています。

　また、各部屋の個室化やグループホーム等の小規模化を進め、職員の加配、１ユニット２人、により、児童を家庭的な養

育環境のもとで育てることができるよう支援しています。さらに、職員を基準以上に配置している施設に対しまして、県独自

に人件費の一部を補助するなど、処遇の向上を図ってきました。

　現行制度ではご指摘のように、発達障害児などへの支援について、現在、措置が重なるとの理由で障害児通所サービスを

利用することができないとされています。本県では、これまで施設職員の加配に加えて、児童養護施設や専門関係機関の職

員による研究会や、被虐待児の処遇研修等により職員の専門性を確保し、施設機能の向上に努めてきました。

　今後、こうした取組に加え、現行制度の枠に捉われることなく、発達障害児に対する最も有効な処遇のあり方といった観

点から検討も行い、必要ならば国に対して積極的に提案してまいります。

コメント
　児童養護施設に対する支援は、一般的には生活支援と考えられているが、児童養護施設の職員の方々は生活支援と思っ

て児童に接している方は一人もいない。療育であったり、教育であったりということかと思いますので、是非、支援ではなく子

どもたちに対する投資という認識で積極的に取り組んでいただきたい。

　次は、就学前児童等に対する学習支援についてです。

　現在、健康福祉常任委員会では「子どもの貧困対策の推進について」を特定テーマとして取り組んでいます。子ど

もの貧困は世代を越えて連鎖を呼ぶ特性があると言われており、解決へ向けては大きな壁をいくつも乗り越えなけれ

ばなりません。その最初の一歩となるのは言うまでもなく教育であります。

　現在、児童養護施設において児童の低学力の問題があり、学習遅滞児の割合は約 30% となっています。施設で

生活を送る子ども達は家庭養育に恵まれず虐待等、多くの問題も抱えており、学校教育スタート時において同年齢の

学力を身に付けていない場合、追いつくのが困難な事が多く、社会に出た後も孤立と貧困の問題を抱えているのが顕

著であるとのことです。

　就学前や小学校低学年の児童の学習支援であれば、施設職員が指導する事も可能であると考えられがちですが、

施設職員が幼少期の基礎学力をつけるノウハウを習得しているとは言い難く、実際には前質問でも述べた通り、職員

は施設等での養育で手一杯であり、教育活動に集中できる時間がないのが現実であります。

　児童養護施設で暮らす子ども達が夢を持ち、将来の大きな礎となりうるのは教育であり、その最初の一歩であるの

は就学前の学習です。就学前や小学校低学年の児童に対する学習支援は子どもの貧困他、多くの問題解決の糸口に

なると確信できますが、当局のご見解と対応についてお伺いします。

伊藤 すぐるから

就学前児童等に対する学習支援について
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　太田健康福祉部長からの回答

　児童養護施設に入所しております児童は、虐待や貧困により恵まれない教育環境にある方が多く、基礎学力の定着に

課題がある場合には適切な教育を保障する必要があると考えております。

　この中、国では、貧困の状態にある子どもの健やかな養育環境の整備と、教育の機会均等を図りますために、本年１月

に「子どもの貧困対策の推進に関する法律」を施行し、教育支援、生活支援等を総合的に推進することといたしております。

　県におきましても、こうした状況を踏まえ、特に幼少期の、児童の基礎学力が定着する時期における教育が重要である

との認識のもと、幼少期の児童に対する学習支援として、学習しやすいよう各部屋の個室化を進めますとともに、学習机

やランドセル等の学用品の購入を進めてまいりました。

　また、大学生による学習支援ボランティア、発達に応じた学習プログラムの導入などへの支援、パソコンの設置、参考

書など学習に必要な書籍等の充実を図ってまいりました。

　さらに、来年度からは、これらの取組に加え、全国に先駆け、各施設に学校教員・幼稚園教諭ＯＢ等による学習支援ス

タッフを配置し、基礎学力を強化するなど、一層の学習支援を行うことといたしております。

　今後、国では子どもの貧困対策を推進するための大綱を策定することとしており、県ではその内容を踏まえ、学習遅滞

児を含め、児童養護施設入所児童の学力や進学率の向上を目指し、児童の学習支援を積極的に進めてまいりたいと考え

ております。

コメント
　思ったより良い答弁であった。

　以前、高校に通っている、児童養護施設でお暮らしの生徒さんと話をする機会があり、「職員の方々に何か希望はないか、

言いたいことはないか」と伺ったところ、「仕事が終わったら早く家に帰って下さい。元気な顔でまた明日来て下さい」とのこと

であった。本当に児童養護施設の職員の方々の仕事量は大変なものです。是非ともこれからも色々な面で支援をお願いしたい。

　次は、退所児童に対する就業支援とアフターフォローについてです。

　児童養護施設で生活する児童の高校卒業後の動向は平成 25 年３月では、進学が 28.9%、就職が 68.9%、その他

が 2.2% であります。約 7 割が就職しており、数字を見ると取り立てて問題は無いように感じますが、3 人に 1 人が発

達障害等により特別な支援が必要である事を考慮すると、長く就業を続け自立、自活しているとは推測し難く、支援

が重要であると考えます。

　ある施設で状況を伺うと、女子については特に問題が深刻で、退所後、適当とは考え難い職場や性風俗といった仕

事につく子ども達がいると聞いています。

　現在、児童養護施設で大切に育てられている子ども達が社会に出ても、将来に夢を持ち、その夢に向かって歩んで

いける兵庫県でなくてはなりません。

　児童養護施設退所児童に対する就業支援や、就業先に対する支援など、退所児童のアフターフォローの必要性を強

く感じますが、県当局のご見解と対応についてお伺いします。

伊藤 すぐるから

退所児童に対する就業支援とアフターフォローについて
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　太田健康福祉部長からの回答

　児童養護施設の退所者の自立に当たりましては、こども家庭センターのケースワーカーが、本人を交え、学校、施設、

保護者等の関係者と今後の進路について話し合いや調整を行いますほか、退所後の進学・就職や資格取得のための

費用、最大約 32 万円でございますが、これを支給し、円滑な社会への巣立ちを支援しています。

　また、22 年度からは毎年、県の中小企業団体中央会のご協力を得まして、就職支援セミナーを開催し、より着実

な就職に結びつくよう取組を進めてきました。

　さらに、就職後は、定期的に施設の職員が就職先に訪問したり、電話をかけるなどによって、児童の状況把握に努

めるなど、アフターフォローを行っているところでございます。

　来年度からは新たな取組といたしまして、退所児童の生活状況や抱えている課題、ニーズ等を把握し、今後の支援

に繋げますため、過去５年間に退所した方々に対して、アンケートやインタビューにより、実態調査を行うことといたし

ております。

　この実態調査の結果から、退所者の円滑な自立に向けた具体の支援方策を検討したい、その結果を 26 年度中に策

定いたします「新ひょうご子ども未来プラン」の次期計画に盛り込み、施設を退所した児童がしっかりと自立し、将来

に夢と希望を持って安定した生活を継続できるように支援をしてまいりたい、そのように考えております。

再質問
　就業先へ定期的に連絡を入れる、との答弁をいただきましたが、連絡が取れる子というのは、あまり心配がいらない。

就業しているかどうか、どこにいるのかも分からない、という子どもたちのアフターフォローが重要だと考えます。その

点についてはいかがか。

再答弁
　確かに、現在我々がこの方法でアンケート・インタビュー調査をしようとしている者は約 300 人おられますが、その

中で今、議員ご指摘のようになかなか連絡が取れないということもあるとは思います。それにつきましては、事前に、ケー

スワーカーが調整を行って、なるべく多数の方を把握したいと思っておりますので、ご意見については肝に銘じて調査

をしていきたいと考えております。

コメント
　現在、兵庫県には、清水が丘学園という、小学生・

中学生が主に入所する施設がありますが、先ほど申

したような子どものアフターフォローに当たるような

施設は、兵庫県内では、神戸市垂水区の自立援助

ホーム子供の家が一つあるだけであり、こういった

施設を県で造っていただきたい。


