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犯罪、再犯防止への取り組み
令和 2 年 7 月15 日　法務大臣へ要望書を提出

　令和 2 年 7 月15 日、森まさこ法務大臣を訪問し、犯罪、再犯防止・更生保護事業推進のため、以下の要
望を致しました。法務省ホームページ、神戸新聞等にも大きく掲載されました。

1. 刑務所・少年院の収容者、保護観察対象者の広汎性発達障害 (自閉症スペクトラム障害 )等の有無を確認し、
同障害のある者に対しては、障害特性を考慮した処遇を実施すること。

2. 矯正施設・保護観察所の職員を始め、再犯防止、更生保護関係者に対し、広汎性発達障害 (自閉症スペ
クトラム障害 ) 等への理解を促す講習等を行い、その処遇方法
等の周知に努めること。

3. 広汎性発達障害 (自閉症スペクトラム障害 )を含め精神障害を
有する者の処遇を充実させるために、精神科医による診断、治
療等の支援体制を整えること。

4. EMDR、条件反射制御法等，脳科学又は精神医学等の最新
の治療法や実践に関する研究及び情報収集を行うこと。

森大臣は、本日伺った貴重な御意見を，今後の対象者の処遇
に活かしていきたい旨述べました。
　上記を踏まえた質問を第 351回定例会の一般質問で行いました。 森まさこ法務大臣と



　先天的な脳の障害である広汎性発達障害 ( 自閉症スペクト

ラム障害 )の認知件数は、平成 6 年 94人から平成 30 年 3,426

人へと急増している。2005 年に発達障害支援法が施行され、

発達障害への支援が本格的にスタートしたが、地域によって

取り組みに格差があり、特に大人の発達障害への支援は著し

く遅れているのが現状である。

　平成 14 年、約 280 万件と戦後最多であった我が国の犯

罪認知件数は、年々減少の傾向にあり、昨年、約 74 万件と

戦後最少を記録した。急激な犯罪認知件数の減少は、近年、

周知が広がった広汎性発達障害 ( 自閉症スペクトラム障害 ) 等

への早期発見・対応の成果であるとも考えられるのではないか。また、減少しない凶悪犯罪や、約 50% という

高い再犯者率については、同障害のあることに気づかず成人した者等への対応が不十分であることが一因である

とも考えられる。

　刑務所や少年院等、矯正施設送致になった者のうち、顕著に広汎性発達障害 ( 自閉症スペクトラム障害 ) 等

の特性が認められた者は、医療刑務所や医療少年院で専門家による処遇を受けていると認識しているが、多く

の気づかれない者は、障害を考慮されず、一般の収容者と同様の処遇を受けているのが現状である。

　一昨年開催された兵庫県独自の取り組みである「第 8 回兵庫県再犯防止関係機関連絡会議」において、収容

者や保護観察対象者で広汎性発達障害 ( 自閉症スペクトラム障害 ) 等のある者の割合を尋ねたが、把握してい

ないとのことであった。すなわち、同障害を考慮しない処遇をしているのが現実である。また昨年度、調査で訪

れた加古川刑務所では、令和元年 12 月 31日現在、収容者中での広汎性発達障害 ( 自閉症スペクトラム障害 )

を含む、( 精神疾患 ) 指標者の比率は、男子 23.3%、女子 47.9% であり、全国的にみても同じ状況であるとの

報告を受けた。

　以上を鑑み、県内の刑務所・少年院の収容者、保護観察対象者等に対し、関係者が広汎性発達障害 ( 自閉

症スペクトラム障害 ) の有無を確認するとともに、同障害のある者に対しては、障害特性を考慮した処遇を実施

できるようにすることが本県における再犯防止・更生保護事業を推進する上で重要であると考えるが、当局の見

解を伺う。

障害特性を考慮した処遇による再犯防止推進について

　井戸知事より

　近年、刑法犯認知件数が減少する中で、再犯者率は上昇しており、安全・安心な社会を築くためには、再犯

防止が重要な課題だ。再犯防止推進法では、犯罪をした者等に対して、矯正施設内や社会復帰後において、心

身の状況など、その特性に応じた指導や支援を行うこと、発達上の課題を有する者のための指導等に関する研
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EMDR 等を応用したプログラムの活用について

　脳科学又は精神医学等の最新の治療法や実践に関する研究について情
報収集を行い、その効果を最大限に活用した創作ダンスを制作し、県内児
童に踊ってもらうことが、広範性発達障害等のある児童、虐待等で前頭葉
に萎縮が生じた児童等の療育に、また、健常児にとっても脳のバランス良
い成長を促すことに繋がるのではないか。

　EMDR 等を応用したプログラムの活用について、当局の見解を伺う。

　入江 福祉部長より

　本年度、トラウマ研究の専門機関である兵庫県心のケアセンターにおける研究テーマの一つに、問題行動を

起こしている発達障害児に対するＥＭＤＲ等による治療的アプローチの研究を取り上げ、先行研究の収集等を開

始した。発達障害児に対する治療方法としての実現可能性を注視しながら、ＥＭＤＲ等を応用したプログラムの

活用について引き続き研究していきたい。

修を充実すること、関係機関の連携強化を図ることがうたわれている。発達障害は、見た目では判別しにくく、

必要な支援等が届きにくいとの指摘もある。関係者がその特性に気づき、適切な指導や支援を行っていかねば

ならない。 

　地域安全まちづくり推進計画では、更生支援と再犯防止対策の推進を柱の一つに位置付けるとともに、再犯

防止関係機関連絡会議を設置して、国、県、市町の関係機関や更生保護関係団体等が連携して、就労、住宅、

福祉等の支援を行い、再犯防止に取り組んでいる。 

　今後、この会議を活用しまして、専門家による講習を実施するなど、矯正施設、保護観察所職員などの関係

者が広汎性発達障害、自閉症スペクトラム障害について理解を深め、その障害特性を考慮した適切な処遇につ

なげていけるように、更生保護と再犯防止対策の対応を図っていく。 

Q より多くの県民に対して安全で効率的なワクチン接種体制をどのように確保していくのか ?

新型コロナウイルス感染症の医療・検査体制に係る県の取組について

(1) ワクチンの安全な接種体制について

　井戸知事より

　ＤＮＡワクチン等の新たな手法による開発も試みられており、早期の開発、薬事承認、十分な生産体制が今

後望まれている。国民への円滑な接種を実施するため、国の主導のもと、国、県、市町が役割分担し、身近な

地域において接種を受けられる仕組みや、健康被害が生じた場合の適切な救済措置を含めて、必要な体制の確

EMDR…
眼球運動による脱感作と再処理療法	



Q 診療・検査医療機関をかかりつけ医とする発熱以外の他の患者がコロナ感染を恐れ、受診を控え、収益の大

幅な減少につながる可能性がある。また、新型コロナウイルス感染症の検査を積極的に行っている民間のクリニッ

クや医療機関からは、検査を行う資機材が不足しているとの声をきく。資機材等の支援を行うべきだと考えるが、

当局の所見を伺う。

(2) 診療・検査医療機関について

　藪本 健康福祉部長より

　マスク、フェイスシールド、防護服等のいわゆる個人防護具については、国が無償配布することになっている。

綿棒他、資器材等も、検査を行う上、当然必要であるので、国に対して十分な量を確保するよう、強く要請して

いく。販売可能な業者等、情報提供し協力を求め積極的にその確保に向け支援していく。

保に向けて検討中である。ワクチン流通等については、地域の卸売業者との調整や国との連絡調整、接種スケ

ジュールの広域調整などを進めていく。併せてワクチン不足の解消の仕組みを作っていく。今後とも医師会や市

町等との連携し、安全で効率的な接種体制の構築に向けて取り組んでいく。

　伊藤すぐるより

　傍聴席に大類隼人というドクターが来られている。兵庫県出身で神戸市内に新型コロナ感染症の検査できるクリニッ

クをされている。現在、日に何十人もの検査を安価で行っている。診療・検査医療機関を今後、指定するとのことなので、

志の高い方に協力していくことが重要であり、県民のために不便なく働いて頂ける

よう、お願いしたい。　

　現在、懸念されていた第三波、新型コロナウイルス感染症拡大との事態
を迎えています。出口が見えない大変厳しいものです。軽症であっても肺
炎の要因になる等、軽視は出来ません。しかし過去にも日本では、感染症
に対しての対策を講じ、重症化率が低かったという事実、があります。

　それは、皆が高い認識を持ち、努力して来られた成果であると考えます。
また、現在の検査や医療体制は、過去と比べ格段に向上しており、今一度「感
染症」に対して認識を新たにすべきであると考えております。感染症は確
かに人から広がるものですが、予防してもリスクがあり、感染した人に罪
はありません。
　予防の努力をすること。過度に恐ず検査や治療をすることが、国難とも
いえる今の状況を乗り越えるために、重要ではないでしょうか。

新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて 
大類 隼人

大類 隼人
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　入江 福祉部長より
　ユニバーサル社会の実現に向け、障害のある当事者の意見やニーズを十分把握した上で各種施策を推進する

必要である。審議会の委員等やアドバイザーへの登用も検討していく。今後ともこうした取組を通じ、障害のあ

る当事者の意見やニーズを踏まえた実効的な施策を推進していきたいと考えている。

　服部 県土整備部長より

　関係部局と連携して、建設関連産業における就労可能性を考慮した

上で、加点評価の有効性を検討してまいりたいと考えている。

　井戸知事より

　加点の課題については、難しい話ではない。きっと服部部長が検討

してくれるのではないかと考える。 やりますと同じ答弁をしたつもりで

あるので、ご理解いただきたいと思う。

　伊藤すぐるより

　検討するとのことだが、今、知事の口から、やりますと言っていただけ

ればありがたい。

　昨年度、健康福祉常任委員会より当条例に基づく新たな取り組みとし

て、分身ロボット OriHime の活用を提案し、今期より実現する運びとなっ

た。県では、現場での導入につながるよう、今年度から福祉のまちづく

り研究所において常設展示を行うとともに、各種イベント等の機会を活

用し､ 実際に見て試してもらう機会を提供していく予定であると聞いてお

り、今後の展開が期待される。

　重度の障害のある方をアドバイザー等として採用する可能性について、

当局の所見を伺う。

　OriHime 等のコミュニケーションツールを導入し、重度障害のある

方々を雇用する業者をさらに加点評価する仕組みをつくってはどうかと

考えるが、当局の所見を伺う。

分身ロボット OriHime 等の有効活用について

(1) 利用者のアドバイザー等としての採用について

(2) 業者の入札における加点評価について



私は、筋肉がどんどん無くなる筋ジストロフィーという進行性の病気を抱
えながら歌と講演の活動をしている小澤綾子と申します。
私は小さいころ普通に歩いたり走ったりすることが出来ていました。しか
し、だんだん体が動かし難くなって、二十歳の時に病気が分かりました。
その時に言われたのが、あと 10 年したら車椅子、その先は寝たきりと
いうことでした。どんどん体は動かなくなって杖をついての生活に、2
年前からは車椅子を使っての生活をしています。
この先を考えると次は何ができなくなってしまうのだろうと、不安でいっぱいです。会社で働けなくなっ
てしまうんじゃないか、大好きな友達に会えなくなってしまうんじゃないか、社会参加できなくなって
しまうんじゃないかと、色んな不安があります。
でも、そんな不安を一つ解消してくれるのが、このオリヒメアイだと思っています。体が動かなくても、
どんな状態でも誰かとコミュニケーションができる。自分の意思を伝えることができる、遠隔で仕事も
できるかもしれません。
私たちのような病気の患者でも色んな可能性を広げてくれるこのオリヒメアイが、どんどん普及してい
くといいなと思っています。

私自身、病気になって徐々に歩けなくなり、寝たきりになった期間があり、
障がいのある状態での社会参加の難しさや、どんどん孤立していく恐怖を
感じながら過ごした経験があります。外に出る事もほとんど無く見えるの
は天井だけ。そんな日々を過ごしていると、自分の存在意義自体分からな
くなり、気持ちも沈んでしまうんです。
今回、オリヒメのお披露目会・実演会に参加させて頂き、寝たきりだった
時にオリヒメと出会っていたら、違っていた事も沢山あったんだろうなぁ
と感じましたし、分身ロボットの素晴らしさを知る事が出来ました。今後の障がいのある方の可能性が確
実に広がるのでは無いかなとも思いました。実際のオリヒメユーザーでもある、伊藤亮さんのお話も聞く
事も出来て大変勉強になりました。参加させて頂き良かったです。

オリヒメアイのお披露目会
小澤 綾子

分身ロボットオリヒメのお披露目会
実演会に参加して  日置 有紀

プロフィール：モデル・タレント・女優・商品プロデュース、講演等全国で活躍中
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分身ロボットOriHime（オリヒメ）をご存知でしょうか。
どこからでも操作可能で、搭載されているカメラとマイクを使って、見たい景色
を見たり、会いたい人と会い話が出来る自分の分身の役目をします。病気やケガ、
子育てなどで外出困難な方がオリヒメで新たな生き方、働き方をすることが出来てきています。
僕は先天性ミオパチーという筋肉難病と 6歳の時に診断されました。現在、病気の進行で電動車いすや人
工呼吸器を使う時間が長くなってきて出来ていたことの難易度が上がり働くには大きなハードルがありま
す。しかし、先日、分身ロボットカフェという社会実験に参加してオリヒメを使って自宅にいながら東京
のカフェで働く機会がありました。お客さんに注文を聞いたり、ドリンクを運んだり、お店入り口でアテ
ンドしたりを遠隔で行い、働いて時給が支払われます。これまで働きたくても働けなかった方がテクノロ
ジーとの融合で可能になってきています。
今回、伊藤傑先生のご尽力により兵庫県でオリヒメが導入されたと伺っています。
これを機により選択ができる環境になることを期待したいなと思います。

テクノロジーとの融合
伊藤 りょう

　マギーズとはイギリス発祥の、がん患者やその家族がいつでも気軽に治療や生活等について相談できる施設

である。国内では、「マギーズ東京」が東京都江東区に唯一存在をしており常駐する心理療法士やがんを専門と

する看護師や保健師などが、予約なし無料で相談に応じている。運営費は、企業や個人による寄附で賄われて

いる。新築整備予定の県立がんセンター等への誘致に向けて活動を行っているが、その重要性と「マギーズ」誘

致に対して、どのように考えているのか、当局のご見解をお伺いする。

「マギーズ兵庫」設置について
令和 2年度決算特別委員会にて

　病院局企画課長（柏木英士）より

　治療技術の進歩等により、がんは「不治の病」から「長く付き合う病気」に変化しており、がん患者や家族が

安心して療養生活を送ることができるよう、その支援体制の充実が重要であり「マギーズ」は、患者や家族等が

くつろいで相談等が行える先進的な施設である。国内唯一の「マギーズ東京」には、東京だけではなく全国か

ら相談者が訪れており、多様なニーズに応える観点から有用な施設であると考えている。新たながんセンターで

も、相談支援やアピアランス支援、治療と仕事の両立支援、就労支援、サロンといった、がん相談のワンストッ

プサービスの提供や、患者や家族同士が交流できるスペースの確保などにより、社会的支援の充実を図ることを

検討している。社会的支援体制が整ったがんセンターなどと連携することができれば、より一層、患者や家族の

気持ちに寄り添った対応につながるものと考えられる。今後、いずれかの適地に誘致された際には、どのような

連携ができるのか検討していく。
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ご意見・ご感想をお聞かせ下さい。

がん患者に心の支援を！前田 ともき

二人に一人ががんになる時代。
医療技術が進展し、今やがんは死の病ではなく共生していく時代。
一方で、
「仕事はどうしよう？」
「主治医にセカンドオピニオンをお願いしにくい」
「とにかく不安でたまらない」
がんと診断された人の心の病気の発生率は 3割近いともされています。
入院日数が減少し、外来中心の治療となった結果、医療従事者に相談する機会も減り、患者さんの孤独感が高まっ
ています。

WHOの緩和ケアの基準では、社会的・精神的支援の必要性が指摘されています。
これからはがん治療だけでなく、患者さんやそのご家族の心のサポートが必要です。

疑問や不安を抱えたがん患者さんやご家族が気軽に相談できる環境が東京にあります。
NPO法人マギーズ東京が運営する施設は、我が家のような環境で看護師や心理士に気軽に相談できます。

こんな施設を神戸に！
関西の皆さんにがんになっても安心できる環境を提供できるよう
伊藤すぐるは全力で取り組んでいます。

前田 ともき

　伊藤すぐるより

　マギーズの誘致に関し健康福祉部局ともよく相談し進めているが、病院局としても積極的に進めていくというよ
うに受け取ってもよいか。

　伊藤すぐるより

　県立がんセンター隣接地でのマギーズ兵庫とあっても、県立こども病院隣接地のマギーズ神戸であっても良い
と考えている。実現に向けご協力をお願いしたい。

国道 2 号線から、須磨海岸から見える平成 30 年 7 月豪雨の山崩れの傷跡。
再度崩れても人命には関係しないと、崩れ落ちた土砂を取り除くのみの災害復
旧工事が予定されておりましたが、要望が通り、景観を守るため、緑化もして頂
けることになりました。

須磨区民を代表し、関係者の皆さまに対し、心より御礼申し上げます。

　病院局企画課長（柏木英士）より

　先ほども答弁したが、その重要性について病院局としても認識している。基本計画、設計も未決定であるが、
局としても鋭意検討して、ご期待に応えられるよう努力していきたいと考えている。


