
平成 27 年に第 329 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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　県産水産物の安定供給のためには、「栽培漁業」の推進が重要となります。単価の推移を吟味して、種苗生産・

放流が、漁獲量の増大、そして漁業者の所得向上に着実につながるよう戦略的な栽培漁業を展開しなければな

りません。例えば、マダイでは、これまでの放流の成果として、漁獲高が増加傾向にあります。しかし、近年の

単価が天然と養殖で差がない現状を踏まえれば、単価の高い魚種により重点化するなど、現行の種苗生産・放

流の戦略に再考の余地がある。国内外の競争に勝ち残る水産業の実現に向けて、本県の栽培漁業における種苗

生産・放流の考え方とともに、今後、どのように戦略的な展開を図られるのか、所見を伺います。

伊藤 すぐるから

栽培魚業の推進について

　井戸敏三 知事からの回答

　栽培漁業の推進にあたりましては、栽培漁業基本計画に沿って行っております。対象とする魚種や種苗生産
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量と放流量は、資源増大の見込み等を踏まえて設定しています。現在はご質問の中にもありましたように９魚種、

約１千万尾を魚種の特性に応じて適地で集中放流しています。この９魚種はマダイ、ヒラメ、マコガレイ、オニ

オコゼ、サワラ、クルマエビ、ガザミ、アワビ、サザエの９魚種であります。この結果、マダイの漁獲量が大き

く増加し、多くの漁業者の経営安定に寄与し、買い易い価格になったことで消費者にとって天然マダイが身近

なものになり、購買層と需要の拡大につながっています。また、県域を越えて回遊するサワラですが、国と瀬

戸内海１１府県が連携して、資源量の目標を設定しています。種苗生産は国有施設１か所に拠点化して、中間

育成と放流を本県を含む主要６府県で行っています。これにより各県の経費負担を下げる取組をしているわけ

です。その結果、本県の漁獲量は直近５年間で１．６倍まで増加しています。来年度から、漁業者の要望が強く、

量産技術をほぼ確立した高級魚キジハタあるいはアサリ等の計画的な放流を実施していきます。あわせて、放

流した種苗の生存率を高めるため､ 放流技術の開発を進めて参ります。

　さらに、漁獲量や単価の推移、生産経費に加えて、消費者ニーズも踏まえて放流成果の検証を行い、漁業

者の所得拡大と消費拡大につなげる栽培漁業を推進して参ります。栽培漁業は、これからの育てる漁業の一

環として、大変重要な分野でありますし、振興を図っていきたい、このように考えております。

伊藤 すぐるから

向精神薬等の重複処方に対する適正受診指導について

　現在、生活保護法受給者等が重複処方された向精神薬の譲渡

や転売にあり、その乱用が、大きな社会問題の一つになっています。

「スマートドラッグ」とも呼ばれ、禁断症状も強く、より効果の強い

薬を求めて売買に手を出す患者もいると聞きます。当事案が世間を

騒がせ出した本年 6 月には、県薬務課に指摘、その結果、兵庫県

薬剤師会、兵庫県警、神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市保健所薬

務主管課の連名で、「医師が処方した薬は、あなただけの薬です。

絶対に他の人にあげないでください。」との啓発ポスターを作成頂

き、県内処方箋薬局等に掲示して頂いています。また、兵庫県警

ホームページにも掲示されており、一定の成果を得ていると考えて

いますが、さらなるシステム作りが必要です。医療費が無料となる

生活保護受給者から処方された薬を買い取り、ネットを通じての転

売・譲渡は、薬事法違反であるのは勿論の事、薬物乱用他、凶悪

犯罪に繋がるだけでなく、医療費や医薬品を県民の税金が負担し

ている面から考えても憂慮しがたいことです。より一層の適正指導

を行うとともに、県警と情報共有をし、厳しい対処をするシステム

作りが必要と考えます。兵庫県として、向精神薬等の重複処方に対

する適正受診指導について、どのように認識されているのか、当局

の所見を伺います。 啓発ポスター

兵庫県警ホームページに
掲載された注意文



SMILE TSUSHIN   by ITO SUGURU

　太田健康福祉部長 からの回答

　生活保護受給者に対する医療扶助の適正実施の取組として、

平成 23 年度から各福祉事務所に電子レセプト管理システムを

導入し、薬の過剰な投与を受けている方や頻繁に受診している

方など不適切な受診が疑われる受給者の状況を把握するととも

に、医療機関に協力を求めて適正受診の指導を行っている。

　特に、向精神薬については、各福祉事務所の電子レセプト管理システムを活用して、重複処方が疑われるレ

セプトを抽出し、主治医に適正処方かどうかの確認を行い、生活保護受給者に対し適正受診を図るよう指導し

ている。ご指摘の、重複処方が確認された年度内に改善指導に従わなかった方については、継続して指導を続

けており、平成 25 年度末に指導中であった県内の 66 人の方については、次年度以降に 58 人が改善されている。

残る 8 人は一時期、改善が見られたものの、不安等を訴えて医療機関を重複受診する月があったようなことから、

指導を継続している。

　また、県警察本部とは、毎年、生活保護関係連絡会議を開催し、不正受給対策に向けた連携を進めており、

今後、ご指摘の点も踏まえ、向精神薬の不適正使用についても情報交換等を行う体制を取り、緊密な連携を図っ

てまいりたいと考えている。生活保護受給者による向精神薬の転売は、生活保護制度に対する県民の信頼を損

なう重大な問題である。今後も関係機関と連携し、向精神薬の適正使用の取組を進めてまいりたいと考えている。

要望

　兵庫県は、薬物乱用の防止に関する条例を制定するなど、先進的な取組を行われている。兵庫県がモデル

となってこの問題の解決にあたっていただきたい。

伊藤 すぐるから

動物愛護推進・殺処分減少に向けた取り組みについて

　駆除した鹿の有効利用や、ミドリガメの肥料化検討、命を無駄にしない施策が実施される中、同問題にも積極

的に取り組む事が重要であると考えます。

1. 適正飼養の徹底について

　殺処分減少の達成のため、県当局の考える「適正飼養」とは何であるのか伺います。また、飼い主だけで

はなく、ペット販売業者やブリーダーに対しても適正飼養は重要であると考えますが、それを徹底させる為の

手段として、現在、どのような事を実施しているのか、また、新たな取り組みとして何が有効であると考えるの

か、当局の所見を伺います。

　太田健康福祉部長 からの回答

　適正飼養とは、ご指摘のとおり、他人に迷惑をかけることがなく、健康と安全が確保された状態で生涯飼育



することだとされています。兵庫県動物愛護管理推進計画でめざす「人と動物が調和し、共生する社会づくり」

につながるものと理解しています。適正飼養が普及していくことにより、殺処分数は減少すると考えられています。

その手段として、販売業者等、動物取扱業者に対しては、取扱う動物の数が多い施設で、多くの回数にわたる

監視を実施しています。

　また、「動物の愛護及び管理に関する法律」に基づき、施設の責任者である動物取扱責任者を対象とした研

修会を開催し、適正飼養や販売時の購入者に対する説明の徹底を指導しています。今後も、この監視や研修

会において専門家としての自覚をさらに促し、業者自らがポスター等の啓発媒体等を用いて啓発の一翼を担う

ように働きかけていきます。適正飼養は、まずは、飼い主への指導が必要です。動物愛護センターによるしつ

け方教室や動物愛護フェア、自治体等が行う講習会やセミナーを利用して啓発を進めています。動物虐待や遺

棄事案などについては、警察と連携して対応していますが、新たな取組みとして、警察と連名で虐待等防止と

併せた終生飼養の啓発ポスターを作成し、動物愛護センターのホームページはもとより、警察署、市町等に掲

示してまいります。特に兵庫県警におきましては、虐待や遺棄事案について取り組んでいただいているという実

情でもあります。これらの取組を通じて、飼い主やペット販売業者、ブリーダーのみならず、広く県民に対して、

適正飼養の意義を周知してまいります。

2. 迷い犬・猫対策について

　殺処分数を減少させるには、マイクロチップ挿入や迷子札装着の推

進、啓発活動が有効な手段といえますが、IT を利用した動物愛護セ

ンター HP や県警の落し物検索システムとのリンク等も必要であると

考えられます。このことを踏まえていただいた上で、迷い犬・猫対策

について当局の所見を伺います。

　太田健康福祉部長 からの回答

　殺処分数の減少はもとより、他者への迷惑防止あるいはペット動物の安全の確保のために、犬の鑑札・狂犬

病予防注射済票、あるいは犬・猫の迷子札の装着は飼い主責任の観点からも極めて重要でございます。ペット

が迷い犬あるいは猫になってしまった場合は、すぐに動物愛護センターや警察に連絡するような啓発ポスター

を、狂犬病予防注射の実施時に飼い主に配布をいたしておりますし、動物病院あるいはショッピングセンター

等での協力を得て掲示もいたしております。飼い主が不明の犬・猫を引き取り等した場合には、法令に基づく

公示に加えて、動物愛護センターのホームページにおいて、写真を含めた収容動物情報を掲載し、飼い主への

返還に努めております。ご指摘の、県警の「落とし物検索システム」とのリンクにつきましては、動物愛護センター

のホームページに兵庫県警察や他府県のホームページへのリンクを貼付け、飼い主が行方不明になった犬猫を

迅速に探し出せるように一層の便宜を図ることといたしました。

　現在、マイクロチップにつきましては、複数の規格がございます。国が公的機関によるデータの一元管理体

制の整備について検討中であるときいておりますが、しかし、既にマイクロチップを装着している飼い主がおら

れることから、マイクロチップリーダーを動物愛護センターに設置して、可能な限り飼い主への返還に利用いた

しております。今後は、動物愛護センターのホームページを活用して、迷子札あるいはマイクロチップの概要を

紹介するなど、所有者明示の啓発にさらに努めてまいります。

マイクロチップや迷子札に加え
システム作りを



SMILE TSUSHIN   by ITO SUGURU

　太田健康福祉部長 からの回答

　殺処分の減少には適正飼養のさらなる啓発、適正譲渡の拡大・拡充が必要でございます。そのためには、

ボランティア団体等との連携は極めて重要と考えております。啓発については、ボランティア団体や、一般県民

から県が委嘱し地域で活動していただいている動物愛護推進員の協力いただいて、学校への出張啓発などを

実施いたしております。また、獣医師会等と連携した研修会あるいはラジオ関西の番組で、災害時の同行避難

などの啓発を行いました。今後は、NPO 法人が主催するイベント等において関連の民間企業と連携したしつけ

の啓発等を行ってまいります。

　犬・猫の譲渡につきましては、現在、適正譲渡をしていると認められるＮＰＯ等５団体を登録団体といたして

おりまして進めております。この団体において譲渡対象動物の健康チェック、シャンプー等の衛生保持、基本

的なしつけ等を行い、新たな飼い主へ正しい飼い方も啓発していただいております。ご指摘のペットショップ等

における里親募集コーナー等の設置は、殺処分減少に有効と考えられますことから、これらの民間企業の活用

も念頭に、協力団体を増やしてまいります。今後も、ボランティア団体や民間企業等の協力を得ながら県民に

向けた啓発事業を展開いたしますとともに、適正譲渡や適正飼養の地域での拡大に努め、結果としての殺処

分の減少をめざしてまいります。よろしくお願いいたします。

3. ボランティア団体・民間企業等との連携について

　埼玉県では、イオン他、多くの企業が当事業に協力をし

ています。イオンは、「ご当地ワオンカード」を作成し、発

行手数料３００円で同カードを購入し、それを使用し全国

のイオン系店舗で買い物をした場合、使用金額の 0.5% 同

事業に寄付されるというシステムです。ちなみに昨年度の

歳入は、850 万円であり、その寄付金は、譲渡する犬猫

の全てにされる避妊・去勢手術、マイクロチップ装着等に

使用されているとの事です。

　ペットショップ「ペコス」には、子犬たちが展示販売されているその隣に、「ライフハウス」と名付けられた常設

の里親募集コーナーがあります。「保護　猫カフェ　猫かつ」は、動物愛護センターに保護された猫を引き取り、

店舗内で保護すると共に、猫好きの人が保護猫と戯れる場所を有料で提供している店舗です。常時５０頭前後の

保護猫がいます。顧客が同店舗で気に入った猫を見つけ、里親として猫を引き取ることが可能なシステムになって

います。殺処分減少は、行政の力だけでは不可能であり、県民は、勿論、議会、ボランティア、NPO 団体、民

間企業等、同じ価値観を持つ同士の協力と連携が不可欠であると考えますが、現在の取組状況とともに今後、ど

のような連携を考えておられるのか、当局の所見を伺います。

伊藤すぐるからの再質問

　再質問１問させていただきます。実際に殺処分数が減っている自治体があります。埼玉県もそうですし、熊本、

横浜、神奈川が激減しています。でも、そういう自治体というのは、やはり、知事なり市長がそのことに関して

企業や団体と連携した
マッチングシステムの導入など



伊藤すぐるからの意見

　私からも県民の皆様にお願いさせていただきます。ほんとに殺処分減少というのは県民の皆様の協力がなけ

れば達成できないと思いますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。そしてこれが、防犯にもつながり、

それから命を大切にする教育にもつながるというように私は確信しています。どうぞよろしくお願いいたします。

伊藤 すぐるから

難病患者の方の QOL の向上について

　医療費助成の対象となる難病（指定難病）について、今年の７月に医療費助成の対象に「先天性ミオパチー」

や「筋ジストロフィー」など 196 疾病が加わり、306 疾病が対象となりました。これらの指定難病だけでも全

国で約 150 万人もの患者の方がおられ、日々、戦われているわけです。難病患者の方の支援については、金

銭的支援はもちろん重要ですが、それだけでは心身の負担が軽くなるわけではありません。難病患者のニーズ

を汲み取り QOL の向上を目指した施策の充実も重要です。

　「先天性ミオパチー」や「筋ジストロフィー」を例にとると、これらの病気は、症状が進行すると呼吸ができ

なくなるため、多くの患者の方が「気管切開」によって人工呼吸器を装着しています。しかし、この気管切開に

よる人工呼吸器の装着は、寝たきりになることでもあります。多くの患者の方が切実に願う事は、息をすること、

食事をすること、言葉を話すことであります。北海道の八雲病院では、気管切開をしない人工呼吸療法のひと

　兵庫県が殺処分が多いのはそれなりの背景があるわけでもございます。つまり、動物愛護センターのネット

ワークを全県に張り巡らし、そして引取りのシステムを作り、その引き取った犬や猫に対する対応をそれなりに、

新たな飼養者の発見に努力をしてきているわけでありますが、それが、なかなか新たな飼養者の引き受けにま

で至っていないことが、結果として多くの殺処分になってしまっているという実情があります。そのような意味か

らですね、動物愛護センターのネットワーク自身はこれからもしっかりと維持しながら、今、ご指摘いただきま

したように、新たな飼養者の開発・発見にどうつないでいくか、このへんが一番の課題であろうと認識しており

ます。県にいろんな意見が寄せられておりますが、殺処分に対する意見、毎月のように全国から意見としてちょ

うだいしています。そのような意味で、私としてもしっかりとボランティアの皆様や県民のご協力を得ながら進

めていきたいと考えています。先日テレビで見ましたが、埼玉県では警察犬の訓練にまでですね、引取り犬が

活用されようとしているというような事例まで紹介されていました。そのような意味で、大切な命を守りながら、

人間との共生を進めていく、これを基本として対処していきたい、このように考えています。

井戸知事からの再答弁

積極的に取り組んでいるということを公言している場合が多いです。先ほど数のほう発表させていただきました

が、兵庫県、平成２５年度、殺処分数全国ワースト１でございます。今日、先ほどからの答弁で積極的な答弁を

いただきまして、確実に減るだろうというのは、実感しました。ただ、知事に、この問題につきまして重要に考

えていただいて、県民の皆様の協力を得ないと出来ないことでありますので、ひとことその意気込みのコメント

を聞かせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
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伊藤すぐるからの意見

　現在、こういう難病で戦ってらっしゃる方は呼吸療法の選択ができない状況で、気管切開されてしまうという

現実であるとお聞きしている。本当にＮＰＰＶでの呼吸療法を受けたい人は函館にある八雲病院に行かなくて

はいけないと　いう状況であるとお聞きしています。ぜひとも、現地へ行って頂いて、見てもらうと分かりますが、

この療法を受けてらっしゃる患者さんは電動車いすを自由に動かして野球をしたり、ホッケーをしたりとか、非

常に生き生きとしている。ぜひとも、兵庫県でもそのような取り組みを推奨して頂きますようにお願いして私の

質問を終わります。

　太田健康福祉部長 からの回答

　難病の方に対するＱＯＬ、生活の質の向上をめざして本

県では、健康福祉事務所を核にいたしまして、訪問指導、医療相談等を実施いたしまして、疾病に対する不安

の解消、あるいは、在宅療養支援会議等を通じて、療養生活全般の支援を行ってまいりました。特に、人工

呼吸器を装着した神経難病の患者さん等の療養生活を支援するため、平成１４年から神経難病医療ネットワー

ク支援事業を開始いたしました。３つの拠点病院、尼崎総合医療センター、公立八鹿病院、国立病院機構兵

庫中央病院でございますが、１４の専門協力病院等が連携いたしまして、入院病床の確保など支援体制の充実

を図っております。このうち例えば、拠点病院でございます公立八鹿病院では、重度の筋ジストロフィー患者さ

ん等に質の高い医療を提供しています。県は「難病患者保健指導者養成研修」を委託して、健康福祉事務所

保健師等を対象に、ＮＰＰＶを含めた呼吸器の取扱い、リハビリの実習、訪問看護の同行実習、あるいは、吸

引方法等の在宅医療に向けた病棟実習など実施をいたしております。

　さらに、人材の資質向上に取り組むために、これも拠点病院の一つである県立尼崎総合医療センターに設

置いたしております難病相談センターが中心となって、医療機関や、訪問看護ステーションにおける看護師等

医療従事者を対象とした研修会を実施いたしています。今後とも、先天性ミオパチー、筋ジストロフィーなど、

新たに医療費助成の対象となった疾病の患者が抱える様々な課題に対応できるよう、引き続き関係の医療機関

等とも協力をしながら、支援体制の構築に努めてまいりたいと考えております。

第 329 回 定例会

つにＮＰＰＶ（非侵襲的陽圧人工呼吸器「鼻マスク」）という方法を採用しています。NPPV による呼吸ケアで現

状を維持、病気の悪化をできるだけ遅らせ、できる限り寝たきりにならないようして生活の質を高める事ができ

ています。本格的な呼吸器の調整や呼吸リハビリと、助言

を行う専門病院等が必要不可欠であり、全国的にもまだま

だ少ないのが現状とのことですが、今後の拡がりを期待し

ています。そこで、述べてきたこともふまえていただいて、

難病患者の方の QOL の向上に向けた取組状況を伺うとと

もに、課題を踏まえた今後の取組展開について所見を伺い

ます。

難病患者の方の QOL 向上

不安の解消
呼吸ケア

金銭的支援
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中小企業の振興に関する条例を制定しました。

伊藤すぐる、県政での今年の成果。

　中小企業の振興に関する施策を総合的に推進するとともに、「地域創生」を実効あるものとし、地域の経済の

発展、雇用の促進及び県民生活の向上を図るため、議員提案による「中小企業の振興に関する条例」を制定し

ました。個別分野の政策に関して、議員提案条例が制定されたのは初めてです。１０月２９日の本会議において上

程、可決しました。

　里親さんが里子さんを海外旅行へ連れて行く際、親子関係を証明する書類は、日本

語での記載となっています。出国時には問題無いのですが、他国への入国審査時、親

子関係にあるにも関わらず、名字が違う事から問題が生じる事が多いとの事。誘拐や人

身売買などと考えられるようです。海外旅行時に申請をすれば、英文での親子関係を証

明する書類を発行するよう県に要望しました。実現しました！知事より記者発表もありま

した。全国初です。

　「医師が処方した薬は、あなただけの薬です！絶対に他の人にあげないでください。

ポスター完成致しました！

昨年、私が 3 年前に問題提起した危険薬物防止条例制

定で、県内の危険薬物販売店がゼロになる成果を出す事

が出来ました。しかし、最近、病院を回るなどし、過剰

に処方させた向精神剤等のインターネット売買や、それ

を摂取した者の犯罪や事件がニュースになっております。

そこで、薬務課、県警と相談。この度、写真の内容のポ

スターを処方箋薬局等に掲示すると共に、県警ホームページでも紹介してもらえる事が実現しそうです。

一歩一歩ですが、保護司の県会議員として、犯罪の無い明るい社会実現の為、前進して参ります。

1 「地域創生の推進」に向け、中小企業、特に小規模企業の振興に積極的に取り組みます。

2
「地場産業の振興」や「商店街の活性化」も対象とし、財政上、金融上、税制上など、行政として執りう

る措置を総動員して、中小企業の振興を推進します。

3
計画の策定等にあたっては議会の議決を必要とし、また、実施状況の報告も求めるなど、中小企業の振興

に議会も積極的に関与していきます。

英文証明書についての新聞記事

啓発ポスター

兵庫県警ホームページに
掲載された注意文


