
1. 一部執行猶予制度の導入に伴う県の取組について

2. 性犯罪防止対策について

3. 児童虐待ゼロに向けた取組の推進について

4. 医師・看護師・介護職員の連携について

平成 27 年に第 326 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。
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　主に薬物事件等を起こした受刑者を対象に、刑の執行を一部猶予して早期の社会復帰を促す「一部執行猶予

制度」の導入が決まった。この制度は、社会復帰した元受刑者の『再犯』を減らすことを目的としている。現在、

仮釈放された者の 30％が、満期釈放者だと 56％もの人が５年以内に再犯で矯正施設に戻ってきている。この制

度の課題としては、従来よりも対象者が増え、長期間、保護観察が行われることになる。そのため、体制強化は

不可欠であるが、より有効な処遇を行うためには、プログラムの充実や効果の検証も必要で、受け皿となる医療・

福祉機関を確保し、連携を深めることも必須である。

　兵庫県は現在、当事業の充実及び再犯防止を目的とする全国に先駆けた取り組みを積極的に行っており、「一

部執行猶予制度」施行に向けた受け皿作り、保護観察官、保護司等の人材確保、資質向上に向けた研修の充実等、
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　井戸知事からの回答

　再犯防止が安全で安心な地域社会実現に重要な課題になっている。一義的には国の事業であるが、地域の

総合行政を担う行政主体として、県では一定の可能な支援も行っていきたいと考えている。一昨年、全国初の

取組として県内関係機関が連携して効果的な支援策を検討する場として「兵庫県再犯防止対策関係機関連絡

会議」を立ち上げた。昨年 11 月に連絡会議の場において「刑の一部執行猶予制度」の導入に伴う課題等につ

いて情報共有を図ってきた。また、12 月には、法務省と厚労省に対して、保護観察官等の増員や更生保護施

設の拡充、医療・福祉施設の確保等受入体制の強化について申し入れを行っている。

　制度導入に向けて、特に、薬物依存者の保護観察期間の長期化に対応する「薬物処遇プログラム」の開発や

専門職員を配置した「薬物重点更生保護施設」の拡充等を国に強く要望していく。保護観察所と一体となって連

絡会議の場を活用し、医療機関や保健・福祉機関の連携体制の構築など可能な支援策について検討を進めていく。

　適切な地域社会での受け入れ体制と本人達の意思の強化ということが肝要となるので、県としても地域社会

のみなさんと一緒に協力していきたいと考えている。

支援体制を整えることを国に働きかける必要があると強く感じるとともに、県としても可能な支援に取り組んでい

くことが、安全安心な兵庫の実現にも資するものと考える。そこで、このたびの一部執行猶予制度導入を受けて、

県としても積極的な取り組みを行う必要があると考えるが、当局の見解をお伺いする。

　兵庫県警が一昨年１年間に認知した強制わいせつ事件は 346 件で、前年より15％増加した。性犯罪全体の

昨年の認知件数は 386 件で前年より増加している。被害者を年齢別に見ると、被害者の 50.5％を未成年者

が占め、さらに 12 歳以下が 17.9％と高い水準となっている。法務省では、平成 18 年から、刑務所などで性

犯罪者の更生プログラムを導入した。海外で再犯防止に関する効果が実証されているものを参考に、我が国の

法律や刑事施設の運営システム等の違いを考慮して修正したものであるが、同省が平成 24 年に公表した検証

結果によると、出所後の再犯率は受講者が 12.8％で、非

受講者 15.4％より低かったものの、顕著な効果は実証でき

なかったとのことである。法務省は 13 歳未満の子供に対

する暴力的性犯罪で刑を執行された者が出所する１か月前

に警察庁に情報提供し、帰宅予定先の住所を管轄する警

察署が再犯防止措置対象者として情報収集等にあたるよう

図っている。ただし、警察以外の機関には情報は提供さ

れない。そのため、行政、学校、地域、親が連携をとり、

子供への指導を徹底したり、人混みの中では子供から目を
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離さないようにしたり、人気のないところで遊んでいても、常に親の目を光らせるなどの地道な取組を行ってい

くことは重要である。

　現在警察においては、性犯罪の被害者に対するケアは十分行っているところであると承知しているが、性犯

罪等の前兆とみられる事案などの犯罪情報を有効に活用し、子供が性犯罪の被害に遭うことのないよう防止対

策についても万全を期すべきと考えるが、所見を伺う。

　井上本部長からの回答

　子どもを対象とした暴力的な性犯罪などは、その心身に深刻な影響を与え、保護者や地域住民の方々に　

大きな不安感を与える卑劣なものであると認識している。県警察では、事案が発生した場合は、素早くその情

報を発信するとともに、犯行予測地域におけるよう撃捜査などを行い、事件化が可能なものは検挙し、それに

至らないものであっても警告を行っている。平素から、関係機関・団体と連携した登下校時の見守り活動や体

験型被害防止教室など、きめ細かな防犯対策を行っている。

　再犯防止措置については、対象者宅を定期的に訪問し、再犯の危険性が高い対象者の把握や更生への指導・

助言等を行っているところである。今後とも、子ども・女性が性犯罪の被害に遭わないよう、これらの対策を

一層強力に推進する。

（１）発生予防に係る取組の一層の推進について

　児童虐待は、ケースにより処遇も様々であるが、同じ事案がこども家庭センターにより対応が異なるようではい

けない。ましてや児童虐待か否かの認定については、共通の判断基準を作ることが重要であり、関連部局が共通

の価値観と認識を持って対応しなければ、達成は困難である。

　県で取り組まれている施策の多くは、事後の対応であるが、事前の施策に重点を置くべきであると考える。そ

れは、事後の対応が完璧であっても、子供は既に虐待を受けており、辛く悲しい目に遭っているのが現実だ。起

こる前にいかにして止めるかが、大きな目標であり、課題である。

　関係者が共に協力し合えるシステムや団体を立ち上げ、会合や勉強会を実施する等が大きな成果につながるの

ではないかと考える。

　本県には「兵庫県児童虐待等対応専門アドバイザー」が９４名委嘱されており、その中には、ご自身の被虐待

の実体験を元に自叙伝の執筆や「大人の心を助ける」講演活動を積極的かつ精力的に行われ、その活動が全国

的である島田妙子氏のような方もいる。こうした方々の力を積極的にお借りして、より一層の取組を進める必要が

あると考える。

　そこで、ぜひ、横のつながりをもった団体を立ち上げ、児童虐待ゼロに向けて心を一つに、目標達成に向けて

進むことを強く願うが、知事の見解を伺う。
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（２）児童虐待 再発防止の取組について

　県の子どもに関する施策は、新ひょうご子ども未来プラン、

ひょうご・子ども子育て未来プランに基づき、進められている

が、虐待した保護者に対する指導・支援については特に書か

れていない。一時保護した後、家に帰した数日後に子供が殺

されるという事件も発生したことがあり、今後も同じようなこ

とが起こらないとは限らない。

　児童虐待を行った親等の心の改善プログラム作成や、そうした親等の居場所づくりとして、同じ悩みを持つ者

同士、あるいは、地域の子育ての先輩たち、兵庫県児童虐待等対応専門アドバイザーと交流できる施設の整備

も効果的であると考える。

　そこで、県では、これまで虐待を行う保護者の指導・支援としてどういう取組を行ってきたのか、今後どのよう

に取り組もうとしているのか伺う。

　太田健康福祉部長からの回答

　児童虐待は子どもの権利侵害であり、虐待した側である保護者への支援・指導は、家族再生に向けた重要な

要素である。このため、県では、各こども家庭センターに、虐待をした親への指導・支援を行う家族再生支援チー

ムを設置した。また、全国に先駆けて開発した「家族再生支援プログラム」を活用し、個別面接指導、家族合同

面接指導、ペアレント・トレーニング（親のグループ指導）といった、個別・集団指導を実施し、家族再生に取

り組んできた。ただ、策定から10 年が経過し、その後、様々な指導技法等も開発されてきた。昨年度、プログ

ラムを改訂し、関係機関の支援者が活用する「家族支援のガイドライン」を策定した。

　このガイドラインには、様々な面接や集団指導の手法のほか、子どもや親の状況を客観的に把握できるような

チェックリストや記録表等を盛り込んでいる。さらに、こども家庭センター職員のみが活用していたものを、施設

　太田健康福祉部長からの回答

　児童虐待防止には、関係機関の連携はさらに重要である。このため、地域における見守り活動であるＳＯＳキャッ

チシステムを充実するとともに、昨年度は、県警と児童虐待事案に係る連携に関する協定を締結しました。関係

機関の連携強化に努めていく。

　児童虐待専門アドバイザーについては、弁護士、精神科医、児童福祉・心理学の学識経験者等に委嘱し、こ

ども家庭センターでの個別事業への専門的アドバイスをいただくほか、地域の児童委員や関係機関が開催する研

修会へ講師として派遣するなど、積極的に活用している。また、個別の事案に適切に対応するためにも、困難事

例の研修など、各市町が設置する要保護児童対策地域協議会の機能強化を推進している。

　児童虐待は、危険な環境にある子どもは一刻も早くその状態から救い出すことが、何より大切である。そのこ

とを基本としながら、こども家庭センターを中心に関係機関との連携強化を図っていく。　

児童虐待を行った親の支援は？

心の改善プログラム

交流施設の整備
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　井戸知事からの回答

　児童虐待の事前の対応については、大変難しいと感じているが、問題は、虐待にあっている子どもたちの情報

があっても中々把握できない事態が続いていた。そのため地域における見守り活動であるＳＯＳキャッチシステム

を作って、医師・学校・近所の方々が何か変だと感じたら、直ちにこども家庭センターを含めた関係機関に連絡して、

大事に至る前に適切な対応をするようにしている。

　事後の問題でも担当の現場職員は、どうしても「家族が大事だ」「親子で生活をさせたい」という想いに駆られ

てしまうが、それを一緒にしない方がいい場合もあることを第三者機関で判定をしていただいている。

　もう一度再点検をして、的確な対応ができるようにしていきたいと考えている。

　井戸知事からの回答

　高齢化が進展し、慢性疾患や複数の疾患を抱える在宅の高齢者の増加が見込まれる。このため、高齢者を地

域で見守っていく在宅医療に関わる医師や看護師等をはじめとして、介護福祉士やケアマネージャー等、介護も含

　２次、３次救急病院に緊急性のない患者が多く来ることは、その機能を本当に必要な患者の治療に生かせな

くなる心配があるほか、医師・看護師の負担が大きくなり、医療スタッフの減少へとつながり、救急医療に支障

をきたす悪循環となる可能性がある。また、救急搬送にしても同様で、緊急性のない患者の救急搬送は、本当

に必要な患者への対応に支障をきたすことも考えられる。

　こうした状態を解消していくためには、近くの診療所の「かかりつけ」の医師を決めておくということが重要だ。

それに加え、地域の看護師、介護職員がかかりつけ医と同等の立場で医療や介護のことについて情報交換でき

るシステムを構築することができれば、より多くの問題は改善されると考える。

　また、地域の医師・看護師・介護職員が同等の立場で意見交

換・情報交換ができれば、人材不足である介護職員の地位向上に

もつながり、将来、社会福祉士や介護福祉士等になりたいとの夢

を持つ子供たちが増えるのではないだろうか。

　そこで、医師・看護師・介護職員が地域医療・介護をともに考え、

情報交換するシステムを地域ごとに構築する重要性を感じるが、当

局の見解を伺う。
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医師・看護師・介護職員の連携について　　　　　

や市町の職員にも拡大することにより、事案の共通認識が高まるよう工夫した。今後も、引き続き、このガイドラ

インに沿った取組の充実を図り、施設入所等をしている子どもの家庭復帰の意向を軸に、施設、こども家庭セン

ター、市町等が連携し、家庭復帰を含む家族再生に向けた取組を行う。

地域の医療関係者が一丸となることが必要

介護職員看護師医師



伊藤すぐるの新たな取り組み
「新たなバイオマスエネルギーの活用について」

　我が国は、エネルギー源の中心となっている化石燃料に乏しく、その大半を海外からの輸入に頼るという根本

的な脆弱性を抱えており、エネルギーを巡る国内外の状況の変化に大きな影響を受けやすい。国民生活と産業

活動の血脈であるエネルギーの安定的な確保は、国の安全保障にとって不可欠なものであり、常に大きな課題で

ある。さらに、国際的な地政学的構造の大きな変化に直面する現在、その環境は厳しさを増している。

　平成 25 年度のエネルギー白書は、原発停止の長期化で化石燃料への過度の依存が続く実態を浮き彫りにし

た。化石燃料の輸入の増加は、電気料金を始めとしたエネルギーコストの増大、経済活動や家計に負担をかけ、

雇用や可処分所得へも影響が及び悪循環となる。政府は、太陽光や風力など再生可能エネルギーの導入拡大を進

めるが、電源構成に占める再生可能エネルギーの割合は、平成 25 年度に２．２％とごくわずかであり、原発を代

替するには力不足だ。原発再稼働の見通しが立たない中、電力供給の安定と、増加傾向にある温室効果ガス排

出量の削減をどう両立させるかの展望を見いだせず、エネルギー政策に確固たる定見やビジョンが存在していると

は言えない状況である。東京電力福島第一原子力発電所事故で被災された方々の心の痛みにしっかりと向き合い、 

めた多職種の連携が重要になってきている。我 と々しては、高齢者等の不要不急の受診抑制のために、在宅医療

の担い手である地域の、かかりつけ医をはじめとする医師の皆さんへの研修や、在宅医療に関するフォーラム等で

県民への普及啓発を行ってきた。

　平成27年度からは、タブレット端末等を活用した、多職種間での情報共有基盤の整備を行う。２番目に在宅医療・

介護に関する関係者の相談を受ける在宅医療・介護連携支援センターを県医師会に設置することを支援していく。

　また、３番目に市町が設置する「地域ケア会議」において、要介護高齢者などを地域で支え合うための協議を行っ

ていく。これら、医療と介護の提供体制の強化・連携を進めて、県民の安心できる体制に努めていく。

医師やそれぞれの関係の職種の皆さんのネットワークをきっちりと作り上げながら運用していきたい。

伊藤すぐるからの再質問
　ネットワーク作りは大切だが、それよりも、顔と顔を見て、その人達が話をする、顔見知りになるということが重要

だと思う。顔見知りであれば、こういうときにこの先生に聞いてみよう、こういうときはあの看護師さんに聞いてみよう、

あの介護士さんに聞いてみようとなる。ただ本当にシステムだけ作ってもうまく機能しない。その点はどのように考え

ているのか。

井戸知事からの再答弁
　おっしゃるとおり、入れ物をいくら作っても、なかなか具体的に懇切適時な対応ができるか保証がない。在宅

医療・介護連携支援センターに連携拠点を置くわけだが、単に拠点を置いただけではご指摘のような機能を発揮

しないということがあるので、センターとしていつでも関係者の相談に乗れることができる体制を作ろうということ

である。入れ物にきちんと魂を入れていく、そのような対応を心がけていきたい。

第 326 回 定例会
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寄り添い、震災前に描いてきたエネルギー戦略は白紙から見直し、原発依存度を可能な限り低減する。ここが、

エネルギー政策を再構築するための出発点である。エネルギー構造を最適なものとすることは、簡単に解決策を

見つけ出せるものではなく、詳細な状況把握と戦略的な課題解決に向けた戦的かつ現実的な取組によって初めて

実現できるものであり、エネルギー政策に奇策は通用しない。

　本県においても、風力、太陽光、バイオマス発電等エネルギー政策に対して積極的に取り組んでいるところで

あるが、私が特に注目しているのは、石炭火力発電におけるバイオマスの混焼である。本県では、関西電力が県

森林組合連合会、朝来市や県みどり公社とともに生野工業団地内で 5,000 ｋｗの発電所を整備し、年間約 5.4

万ｔの未利用木材燃料チップを使って来年度末に運転を開始できるよう準備が進められているところである。これ

は、温室効果ガスの削減、林業振興の意味でも意義のあることだと考えているが、特別の施設を整備する必要

があり、そのコストや木材の供給能力から考えても、一般的であるとはいえないと考える。

　全国的には、石炭火力発電所の燃料にバイオマスを混焼するという方式があり、効果を上げているという。石

炭の代わりにバイオマスを入れれば、その量が多いほど温室効果ガス削減に寄与するのは、もっともなことであ

る。そこで、県内火力発電所への混焼の推進を図る方がより安価で普及しやすいのではないか、と考える。本県

では、平成 32 年度の導入目標を定めた新兵庫県バイオマス総合利用計画を平成 24 年度に策定している。その

内容を見ると、廃棄物系バイオマス、未利用系バイオマスと区分されているが、その中身を見ると、特に食品廃

棄物、生ゴミなどは、人口の減少や高齢化の進展に伴って今後減少することになると考えられる。したがって、新

たなバイオマス資源の研究、確保が求められると考える。

　兵庫県としても、風力、太陽光、バイオマス発電等エネルギー

政策に対して積極的に調査、研究をしているが、ここで一つ紹介

したい燃料がある。インドをはじめミャンマーなどでも既に栽培さ

れている「トウゴマ」である。日本の研究者が改良を重ね、種子

の熱カロリーは石炭と同等、茎を含めその他の部分でも、木質チッ

プを凌ぐとの調査結果が出された。メタンハイドレートより遙かに

現実的であるトウゴマ利用によるバイオマス発電が、未来に向け

て、我が県の挑戦が我が国の国民生活と経済・産業を守るための責任あるエネルギー政策の第一歩となり世界

の子供たちの将来を希望に満ちたものとすると考える。

トウゴマ



伊藤すぐる事務所
〒 654-0024　神戸市須磨区大田町 2-2-8
ロイアルトップレジデンス 1F-B
TEL.FAX 078-736-2858

県議会自民党控室
〒 650-8567　神戸市中央区下山手通 5-10-1
TEL 078-362-3725  FAX 078-351-0136

ご意見・ご感想をお聞かせ下さい。

伊藤すぐる公式ウェブサイト
http://ito-suguru.net/

facebook「伊藤 傑」
http://www.facebook.com
/suguru110

twitter「伊藤 すぐる」
@suguru_i0424

E メール
hyogokengikai.ito.suguru
@gmail.com

・里親募集記事連載回数を増加

・乳幼児の里親マッチング期間の短縮

・県行政における更生保護関係の窓口設置

・再犯防止関係者連絡会議設立

・更生保護関係者用手引き作成

・社会貢献活動場所情報の提供

・サポートセンター設置場所紹介

・保護観察対象者の雇用主に対する助成

・入札・契約　配点６点から１６点へ ・危険薬物防止条例　施行

・靖国神社・遊就館へ修学旅行で訪れた事を
間違いであるとした宝塚市教育委員会へ 
抗議。

※答弁は間違いであったとの回答あり

・間違った歴史の記載のある歴史教科書の使
用に対し、県教育委員会に徹底抗議

※使用校が激減

・交通機動隊前歩道設置

・高倉町登山道がけ崩れ部補修

・竜が台信号機取り換え

・六甲山系滑落危険場所への表示設置

・治山ダム補修緑化

児童福祉更生保護関係

その他の活動

地域への成果

伊藤すぐるの 4年間 主たる成果


