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種部恭子君。  

   〔９番種部恭子君登壇〕  

○９番（種部恭子君）自由民主党議員会の種部です。  

 今日は南里地方創生局長のお誕生日ということですが、今日はロ

ックの日だそうです。元ロック少女の種部としては、今日質問の機

会をいただきまして、諸先輩方と同僚議員の皆様に感謝を申し上げ

たいと思います。  

 まず最初に、困難な問題を抱える女性への支援について５問伺い

ます。  

 皆様も報道で御存じかと思いますけれども、５月 13日、県内で起

こった性犯罪の裁判員裁判で無罪判決が出されました。私は判決の

内容に大変驚きました。被害者は恐怖のために声も上げられない状

況であったにもかかわらず、裁判官は判決で、助けを求めることが

できたはずだ、逃げられたはずだ、と述べました。  

 被害者心理への理解が進んだ最近の判決の傾向を覆す信じられな

い判決でしたが、捜査、立証の段階での課題もあったのではないか

と思っています。  

 裁判では、強制性交であったことを示す証拠として、外傷の診断

が争点になりました。性犯罪の裁判として被害を公正、中立に客観

的に証明するためには、ＤＮＡや外傷が証拠として重要ですけれど

も、この診断というのは非常に難しく、その解釈には法医学の専門

家の判断も必要となり、また、供述調書を作成する現場の警察官に

も高度な専門的な知識が求められます。  

 現在、警察署の再編と機能強化が検討されておりますが、それで

も所轄に高度な知識を持つ警察官を常時配備するというのは困難だ
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と思っております。負担も非常に大きいはずでございます。福井県

警察では、所轄ではなくて警察本部に性犯罪捜査チーム―ＳＷＩ

ＮＧという名前だったと思いますが、女性警察官のみのチームをつ

くって、その専門チームを県下に派遣するという形を取っています。  

 県警本部に専門的知見を持つスーパーバイザーを含む専門チーム

を置き、所轄警察署にチームを派遣して捜査の初動の支援を行うこ

とを検討すべきと考えます。警察本部長に御所見を伺います。  

 性暴力の加害者の９割は顔見知りです。だからこそ被害者の多く

は混乱し、最初に警察に相談する者はごく一部であります。  

 今回の無罪判決の事例もそうでしたが、妊娠を防ごうとして医療

機関を受診し、そこで警察や性暴力被害者のためのワンストップ支

援センターに連絡するように勧められました。このパターンを取る

ものがいまだに非常に多く、医療機関はどこでも証拠保全に対応で

きるというわけではありませんので、被害者が最初にワンストップ

支援センターに連絡して、そこから対応できる医療機関、あるいは

警察にすぐつないでいれば、適正な証拠保全が受けられた可能性が

高いと思います。そうであれば、今回の裁判の結果は異なっていた

のではないかと推察をしています。  

 つまり、ワンストップ支援センターの存在自体を知らない県民が

まだ多く、被害に遭って混乱している中で、頭の中に全国共通ダイ

ヤル＃ 8891―皆様はこの番号を御存じだったでしょうか―この

番号が浮かんでこないという状況にあるのだと理解しています。周

知が圧倒的に足りないのではないかと考えております。どのように

取り組むのか、廣島生活環境文化部長にお伺いいたします。  

 ５月 19日、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律が可決



 －３－ 

されました。令和６年から施行されることになっています。これは、

私ども支援の現場にいる者としては、 66年前にできた売春防止法の

悲願の改正であります。  

 困難な問題を抱える女性とは、性暴力、ＤＶ、虐待、貧困などに

よって社会生活に困難を来している女性であり、県内にも虐待から

逃げて風俗で生活する子供たちがいます。このような少女たちは、

児童福祉と売春防止法の枠組みのはざまにいます。適切な支援がご

ざいません。  

 元厚生労働事務次官の村木厚子さんは、冤罪で逮捕された際に、

同じ留置場の中にいる子供たちが虐待から逃げて風俗にいた子供た

ちだったということを知り、現役引退後に若草プロジェクトという

民間シェルターを立ち上げました。厚生労働事務次官ですら、子供

たち、少女たちがこんな状況に置かれているということを知らなか

ったということに私は大変驚きました。  

 困難女性支援法が施行される２年後には婦人保護事業の新たな枠

組みがつくられ、県でも基本計画を策定されると思いますが、県内

に、現状の売春防止法を根拠法とする民間シェルターや婦人保護施

設などの自立支援施設はありません。また、児童福祉法を根拠法と

する自立支援施設は定員が非常に少なく、カバーし切れずいつもあ

ふれている状態です。現在、今日泊まる場所がない若い女の子たち

は、県外の自立支援施設にお願いをしているという状況です。  

 今すぐにでも要対協の困難女性版を立ち上げて、法が示す民間団

体を含めた関係機関による協議の場を設け、県内の現状把握と課題

抽出を行い、法施行後の基本計画策定に向けて、今すぐできること

から着手する必要があると考えていますが、どのように取り組むの
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か、新田知事にお伺いをいたします。  

 次に、ＤＶ被害から逃げ、自立を目指す女性や親子への支援につ

いて伺います。  

 ＤＶから逃げるには、経済的な問題や手続の煩雑さなど極めて高

いハードルがあります。逃げた後、居場所が突き止められないよう

に住基ロックをかける必要がありますが、住基ロックは毎年更新が

必要であり、毎年警察署に行って、毎年思い出したくもないＤＶの

話をし、毎年ＤＶの証明をもらって住基ロックの更新を行わなけれ

ばなりません。  

 また、国民健康保険の医療費のお知らせというのは世帯主に送ら

れてきます。お知らせの差止めの手続も必要ですけれど、これも毎

年更新が必要です。人の手が入れば入るほど情報漏えいによって被

害者を危険にさらすリスクが高まります。したがって、速やかに世

帯分離を行って国保の通知がされないようにしたほうが安全ですが、

この世帯分離をしやすい市町村とそうでないところがあると聞いて

います。  

 これらの更新手続は、警察に行き、市役所に行き、ということで

１日仕事でありまして、仕事を休むことは収入にも直結いたします。  

 県のＤＶ対策基本計画には、手続や支援措置の適切な運用に取り

組むと明記されています。どの市町村でも即時に国保の世帯分離を

行うことができるように、また、住基ロックの１年ごとの更新制を

廃止すべきではないかと思います。申出があるまで自動更新ができ

るように働きかけるべきではないでしょうか。木内厚生部長、今日

はロックの日でございます、前向きな答弁をお願いしたいと思いま

す。  
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 富山県には婦人保護施設がありませんので、着のみ着のままＤＶ

から逃げた後の親子は、公営住宅での生活保護による自立生活をス

タートさせることになります。  

 県営住宅の場合、家賃の減免を受けることができますが、これも

毎年、更新手続が求められます。県から児童扶養手当の受給者証や

障害年金のコピーの提出をしなければいけない、この通知が郵送で

毎年送られてきます。しかも、その受給者証のコピーを提出してい

るのに、県は市町村に児童扶養手当とか障害年金の受給状況の現状

確認をしていると思います。どうせ市町村に照会するんだったら、

更新のたびにコピーを出させるというのは、入居者にとっても担当

職員にとっても労力の無駄です。ヒューマンエラーによって、これ

も情報漏えいのリスクが高まります。  

 県営住宅入居時にはマイナンバーの提出を求めていると思います

ので、入居時にマイナンバーの使用許諾及び児童扶養手当等の受給

状況の毎年照会に関する承諾を先に得ておけば、減免手続は自動更

新にできると考えますが、市井土木部長に所見を伺い、１つ目のこ

の項目の質問を終わります。  

○議長（渡辺守人君）新田知事。  

   〔知事新田八朗君登壇〕  

○知事（新田八朗君）種部恭子議員の御質問にお答えします。  

 困難な問題を抱える女性への支援についての御質問にお答えしま

す。  

 先月成立した困難な問題を抱える女性への支援に関する法律は、

ＤＶや性的な被害など様々な事情で困難な問題を抱える女性に、多

様な支援を包括的に提供する体制を整備することなどを基本理念と
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して、今後、国では法に基づく基本方針を、また、私ども都道府県

では国の方針に即した基本計画を策定することとなります。  

 現在、本県では、日常生活や社会生活を円滑に営む上で困難な問

題を抱える女性の相談には、県女性相談センターが相談に応じてお

ります。必要に応じて、安全確保の一時保護、生活支援、心理的ケ

ア、就職活動支援、退所後の生活再建に向けたきめ細かい支援を行

っております。退所後においても、自立や帰宅などが困難な方につ

いては、県外施設への入所など広域的な対応も行っています。  

 また、昨年度からは、より柔軟な支援が可能な民間シェルターと

連携をし、居場所の提供や自立に向けた中長期的な支援にも取り組

んでいます。  

 県の基本計画の策定に当たって、まずは現状や課題などの整理が

必要となります。こうした協議検討のためには、厚生センター、児

童相談所、ハローワーク、警察、医療機関などの関係機関が連携し

て取り組んでいく必要があります。このために、ＤＶ対策連絡協議

会や民間シェルターとの連携会議などにおいて、市町村や関係機関、

民間団体などと連携をして進めてまいります。  

 また、議員御発言の法に即した関係機関による協議の場の設置に

つきましても、これから策定される国の方針や諸規程などの整備を

踏まえて、どのような機関が参画すべきか、また、その役割はどう

なのか、このようなことを整理して対応していきたいと考えます。  

 以上です。  

○議長（渡辺守人君）杉本警察本部長。  

   〔警察本部長杉本伸正君登壇〕  

○警察本部長（杉本伸正君）私からは、性犯罪の捜査についての御質
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問にお答えいたします。  

 性犯罪は、被害者の尊厳を踏みにじり、その心身に長期にわたる

悪影響を及ぼす重大な犯罪であり、警察としても、重要犯罪として

厳正に対処を行っています。  

 性犯罪は、その性質上、被害の届出や相談をためらう方が多い、

プライバシー保護の必要性が特に高い、事情聴取によって被害状況

を再び想起させる可能性が高く、体調等への配慮が特に必要となる、

医療機関の受診等についての説明が必要になるなど、他の犯罪の場

合以上に配慮しなければならないことが多く、捜査に当たって専門

的知識が必要となります。  

 また、性犯罪の適切な処罰を実現するためには、客観証拠の収集

が不可欠であり、特に事件発生初期における迅速かつ充実した捜査

が必要となりますため、事件発生初期における対応において、特に

重要な役割を果たしている警察署の捜査員の知識、能力の向上を図

ることが先決であると考えております。  

 このため、女性を含む約 70名の警察官を性犯罪捜査員に指定し、

継続的な研修を行ってその専門性を高めるとともに、その大部分を

警察署に配置し、捜査の中核とすることなどにより、警察署による

性犯罪捜査能力の強化を図ってきております。  

 その上で、警察本部による警察署の支援も重要であると考えてお

りまして、警察本部刑事部捜査第一課に性犯罪捜査係を設置し、高

い能力と経験を有するスタッフを配置して、初動の段階から警察へ

の支援や指導、必要に応じて現場への展開などを行っており、警察

署と警察本部が一体となって性犯罪捜査を行っているところでござ

います。  
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 その意味におきましては、議員御指摘の専門チームの設置やその

派遣による警察署の支援ということにつきましては、既にある程度

取り組んでいるものと認識しておりますけれども、さらにその専門

性と機動性を高めていくべきだというのが御指摘の趣旨であるとい

うふうに承りました。その趣旨を実現していくべく、性犯罪の適切

な処罰と被害者の適切な支援を目指しまして、その在り方について

は検討してまいりたいと考えております。  

 以上でございます。  

○議長（渡辺守人君）廣島生活環境文化部長。  

   〔生活環境文化部長廣島伸一君登壇〕  

○生活環境文化部長（廣島伸一君）私からは、性暴力被害対応の啓発

に関する質問にお答えをいたします。  

 性暴力被害の対応につきましては、県では、平成 30年に、御案内

の性暴力被害ワンストップ支援センターとやまを設置し、専門的な

知識を有しますスタッフによりまして、 24時間 365日電話相談に対

応しますほか、医療機関や警察等への同行支援など、被害直後から

総合的な支援を一元的に行うことによりまして、被害者の心身の負

担の軽減を図るとともに、被害の潜在化の防止を進めております。  

 県では、これまで、専用ホームページの開設や、中学生から知っ

てもらえるよう全国共通短縮ダイヤル＃ 8891―はやくワンストッ

プ―等を記載しましたカードを、毎年、中学１年生に配付します

とともに、広く県民の方を対象とした性暴力被害者支援を啓発する

公開講座等の各種イベント等で、同センターを周知してきたところ

でございます。  

 今年度は、新たにセンターの広報用パネルを作成し、市町村巡回
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パネル展等で広く県民に周知する予定でございました。これについ

ては、今回、議員の御指摘も踏まえまして、早期に取り組むことと

いたします。  

 また、このほか、センターやセンターが持つ機能自体をよりＰＲ

するため、ＳＮＳ広告等の活用など、速やかに実施できる事項を検

討してまいりたいと思います。  

 また、今後は、はやくワンストップの運用主体でもあります国に

も、その周知啓発の強化を働きかけますほか、県内市町村にも啓発

の協力を依頼いたします。  

 県や民間支援団体で構成いたします富山県犯罪被害者等支援協議

会の場なども活用しまして、センターの機能などの効果的な周知に

ついて検討してまいります。  

 以上でございます。  

○議長（渡辺守人君）木内厚生部長。  

   〔厚生部長木内哲平君登壇〕  

○厚生部長（木内哲平君）私からは、国民健康保険及び住民票の事務

の取扱いについての御質問にお答えをいたします。  

 ＤＶ被害者における国民健康保険の世帯員認定の取扱いにつきま

しては、国の通知に基づきまして、被害者から、公的機関が発行す

る暴力などを理由として保護した旨の証明書、こういったものを添

付して、世帯員から外れる旨の申出がなされた場合には、市町村に

おいて速やかに被害者を世帯員から外す手続を行うこととされてお

ります。  

 また、被害者の申出により住民票の写しの交付などを特例的に制

限する措置―ＤＶ等支援措置と言われていますけども、この措置
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につきましては、国の住民基本台帳事務処理要領によりまして、そ

の期間が１年間とされているところでございます。  

 御指摘ありましたとおり、支援措置期間を１年を超えて設定する

こと、あるいは市町村窓口への出頭による本人確認を省略すること、

これらについて他県市町村から国に対して提案がされたところであ

りますけれども、国におきましては、この延長の申出に当たっても、

不正な申出を防ぐため、本人確認や支援措置の必要性の確認を確実

に行う必要がある。その期間についても、そうしたことから一定の

合理性があると、このような回答でございました。  

 県としては、引き続きこうした支援を行うための申出等につきま

して、被害者の方に情報提供や手続の支援を行うとともに、適切な

運用が図られるよう市町村に周知をしてまいります。  

 以上です。  

○議長（渡辺守人君）市井土木部長。  

   〔土木部長市井昌彦君登壇〕  

○土木部長（市井昌彦君）私から、県営住宅の家賃減免手続における

マイナンバーカードの活用等についての御質問にお答えします。  

 県営住宅は入居者の収入に応じた家賃設定となっているため、毎

年、入居者から御報告いただいた収入を県が確認していたのですが、

入居者、県、双方の手続の負担や経費の軽減につながることから、

本県では、平成 30年度に、いわゆるマイナンバー関係法令で利用が

可能なものとして限定列挙されている課税所得や住民票について、

都度更新される情報の提供を受け、確認する方法に変更しておりま

す。  

 その上で、さらに、家賃の支払いが困難と認められる方に対して
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は、年金等の受給額、児童手当・児童扶養手当の受給額、仕送りや

養育費の受領額、医療費の支出額などの情報について御本人から関

係書類を提出していただき、審査の上、家賃の減免措置を講じてい

るところです。  

 議員お尋ねの、この家賃減免手続におけるマイナンバーの活用に

関しましては、審査に必要となる年金や児童手当等の受給額につい

て、マイナンバーを通じ情報提供を受けることが法令では認められ

ていないため、残念ながら現行制度上はできません。  

 また、市町村等へ照会することに関しましては、仕送りや養育費

の受領額についての情報は、公的機関においては把握していないた

め、毎年、御本人から申告していただく必要がございます。  

 こうしたことから、自動更新は困難であることを御理解賜りたい

と考えております。  

 県としましては、引き続き、家賃の減免手続について、県営住宅

の指定管理者とも連携しながら、申請書の記載方法等について丁寧

な案内を行うとともに、減免手続に慣れていない方に対しては個別

に対応させていただくなど、手続が少しでも円滑に進むよう努めて

まいります。  

 以上でございます。  

○議長（渡辺守人君）種部恭子君。  

   〔９番種部恭子君登壇〕  

○９番（種部恭子君）２つ目に、社会的養育など、困難な状況に置か

れた子供の権利の擁護について６問お伺いをいたします。  

 児童養護施設に措置入所している子供の修学等に係る経費は、措

置費で賄われていますが、措置費の上限を超える授業料や教材費、
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高等教育を目指す子供が塾に行く費用、また、必要な物品がかさむ

月にたまたま、例えば、制服が破けて補修費が必要になったとか、

そのような臨時の出費がかかった場合などには、措置費の上限を超

えてしまいます。その分は子供の児童手当や子供のお小遣いから費

用を出さなければならないことになります。  

 施設の退所後、ここにいる子供たちは独りで生きていかなければ

ならない子供たちもいますので、できるだけ貯金は残しておいてあ

げたいので、児童手当や貯金に手をつけさせるべきではないと考え

ます。  

 児童養護施設措置入所者の修学や、塾や生活のための資金が措置

費の上限を超えた場合、県でその費用を補塡し、高校卒業や高等教

育修了を目指すべきだと考えますが、木内厚生部長に御所見を伺い

ます。  

 児童養護施設措置入所中の子供たちのほとんどが被虐待児であり

ます。トラウマや愛着障害を持っており、精神科での診断や心理治

療が必要であり、児相への一時保護中や措置入所中に心を治してか

らでなければ、里親委託や自立は困難です。  

 しかし、児童養護施設入所者が精神科及び産婦人科を受診する場

合、またワクチン接種を希望する場合は、親権者の同意を取得する

ように求められていると、現場でそのような運用をしていると聞い

ています。  

 精神科受診については親権者が自分を否定されたような気持ちに

なるため受診の拒否をされやすく、産婦人科受診やワクチンも偏見

によって親権者に拒否される場合が時々ございます。  

 親権者同意を求めたために受診や接種を拒否されれば、子供が健
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康を守ろうとする権利を侵害するという可能性がございます。子供

のニーズと子供の意思を優先し、子供にとって必要な医療やワクチ

ンは、児童相談所長または措置委託先が親権者同意を取得せずに速

やかに実施すべきと考えますが、木内厚生部長に御所見を伺います。  

 幼少時に愛着形成ができなかった子供がケアされないまま思春期

になると、養育には非常に困難を伴います。児童養護施設措置中の

年長児の里親委託は非常に難しいと聞いています。しかし、 18歳に

なって自立した後でも助けを求めることができる関係性をつくって

おかなければ、孤立し、自殺をする子供たちがいます。積極的に里

親委託を進めるべきだと思います。  

 そのためには専門里親の確保とスキルアップが必要ですが、アウ

トリーチを含めて、児童相談所などが里親と日頃から積極的に関わ

っておかなければ、どんな里親がいるかが分からないということに

なります。しかし、そのアウトリーチをするというのは非常に手間

のかかることでありまして、児童相談所に対しては負担が非常に大

き過ぎると思います。  

 そこで、里親支援専門相談員―里専と言われている方たちです

が、その方を活用して、県内の里親の受入れ可能状況や、それぞれ

の里親のスキルを含めて常に情報を集約し、マッチングのための交

流頻度の増加、里親のレスパイト、困難事例への側方支援、里親の

負担軽減とスキル向上を積極的に図るべきと考えます。木内厚生部

長の所見を伺います。  

 乳児院で養育している乳児を実親から切り離すことはなかなか困

難です。  

 ３月の議会のときにも、乳児期の里親委託について御質問させて
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いただきました。委託率はこの 10年で９％から 22.9％に上がったと

答弁されました。しかし、委託率の上昇は評価しますけれども、冷

静に考えると 100％に至るのはいつのことやらという感じでありま

す。  

 塩崎元厚生労働大臣は、政治家を辞められてから里親に登録をさ

れました。彼は、この 2022年には里親委託率 75％を目指すと言って

おられました。しかし、実現には程遠いと考えています。  

 大人の都合でもたもたしている間に、子供の脳は毎日成長してい

きます。子供の育ちを優先し健常な脳発達を促すためには、短期間

であっても里親に委託すべきだと思います。  

 愛知県では、乳児院の子供への実親の面会頻度をチェックして、

面会間隔が一定以上過ぎた、なかなか会いに来ないという場合には、

里親での養育に切り替え、実親との関係を並行させながら育児支援

を行うやり方―愛知方式と呼んでおりますが、これに取り組み、

里親委託率の向上を達成しています。  

 愛知方式を取り入れるなど積極的な里親委託に向けてどう取り組

むのか、現状での里親への切替えの富山県内での基準と併せて、木

内厚生部長に伺います。  

 これまで質問してきたように、精神科受診やワクチン、里親委託

など、親権者と子供の権利が相反する場合、あるいは虐待通告時に

刑事裁判を見据えた初動を行うかどうか、これは非常に判断が難し

いと思いますけれども、この判断を行うときには親権者との間に必

ず摩擦が伴います。その交渉を行うのは、児相の職員にとっては非

常に心も体も負担が大きいはずです。しかし、児相にとって安全運

転をしているようでは子供の権利を守れないという可能性がありま
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す。  

 法律の専門的知識を持つ弁護士が日常的に関わることで、子供の

権利を最優先とする一歩踏み込んだ措置や養育を行うことができる

という好事例が全国では報告されています。しかし、弁護士が非常

勤の場合は、職員が相談をすることに遠慮やタイムラグが発生し、

有効に活用されにくいと聞いています。  

 職員の負担軽減と子供の権利の保障の観点から、児童相談所に常

勤弁護士を配置すべきと考えます。木内厚生部長の御所見を伺いま

す。  

 普通級に通学している発達障害の疑いのある子供たちは、その多

くがトラウマ、愛着障害、発達障害が重なった状態にあります。背

景としては、貧困、虐待、精神疾患、あるいは親が精神疾患を持っ

ているためのヤングケアラーというのが非常に増えています。そし

て、よく見ると兄弟も同様に未診断の発達障害であったり、同じよ

うにケアラーであったりなど、どこから関わればいいのか分からな

いというような非常に困難な事例が増えています。  

 現在、学校巡回指導員が、ケースを分析して連携のアドバイスを

行い、多様な支援先との連携をコーディネートしていると理解して

います。こういう複雑なケースというのは、スクールカウンセラー

なのかスクールソーシャルワーカーなのか判断がつかないという現

状にございます。しかし、この学校巡回指導員の人数が減らされて

いると聞いています。  

 学校巡回指導員は専門性の高い業務ですが、報酬は時給 2,000円

です。なりわいとしては見合わないため成り手がいないとも聞いて

います。ますますニーズが高まっている状況ですので増員が必要と
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考えますが、学校巡回指導員の確保と増員にどう取り組むのか、荻

布教育長に伺い、この項目を終わります。  

○議長（渡辺守人君）木内厚生部長。  

   〔厚生部長木内哲平君登壇〕  

○厚生部長（木内哲平君）まず、児童養護施設措置入所者の私立高校

の授業料等に要する経費についての御質問にお答えをいたします。  

 児童養護施設等に入所する児童の生活費等については、措置費と

して当該施設に支弁をされ、県もその２分の１を負担しています。

このうち高等学校に在学中の児童が入所する施設に対しては、授業

料のほか、教材学習費や学習塾を利用した場合にかかる経費につい

ても措置費で支弁されています。  

 また、これに加えて授業料については、文部科学省の高等学校等

就学支援金制度によりまして、国立、公立、私立を問わず、一定の

所得要件等を満たす場合には、返還不要の授業料支援を受けること

が可能となっています。  

 文部科学省が平成 30年度に行った子供の学習費調査によりますと、

全国の私立高等学校において、授業料、通学費及び制服を除く学校

教育のために各家庭が支出した経費の月額平均は約３万 2,000円、

学校外の活動に関し各家庭が支出した経費の月額平均は約２万 900

円となっております。これは、いずれも国の定める措置費の月額単

価上限額とおおむね均衡しているところです。  

 このため、措置費の上限を超える費用について県で補塡をするこ

とは難しいと考えますけれども、今後とも、児童が自ら希望する高

等教育が受けられるよう、児童養護施設の学習支援の取組などを支

援してまいります。  
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 次に、親権者同意についての御質問にお答えをいたします。  

 児童福祉法では、一時保護や児童福祉施設への入所措置が取られ

ている子供について、その生命または身体の安全を確保するために

緊急の必要があると認める場合には、親権者の意に反しても、一時

保護中の子供の場合には児童相談所長、入所措置中の子供の場合に

は児童福祉施設の施設長が、必要な措置を取ることができるとされ

ています。この規程に基づきまして、子供に必要な医療を受けさせ

ることが可能となっています。  

 また、予防接種につきましても、予防接種法に基づく実施規則に

おきまして、親権者から文書による同意を得るとされている一方で、

親権者の同意の有無が確認できない場合は、子供本人の意思を尊重

しつつ、児童相談所長等が親権者に代わって同意することができる

とされています。  

 児童相談所及び児童養護施設では、こうした法令の趣旨を踏まえ

て、親権者の同意を得るよう努める一方、同意の有無が確認できな

い場合には、子供本人の意思を尊重しながら受診や接種に努めてお

ります。  

 今後とも、入所する子供が適切に医療や接種を受けられるよう取

り組んでまいります。  

 次に、里親支援についての御質問にお答えをします。  

 児童養護施設等に配置される里親支援専門相談員は、児童相談所

等と連携をしまして、相談員が所属する施設の入所児童の里親委託

の推進、退所児童のアフターケアとしての里親支援、所属施設から

の退所児童以外も含めた地域支援としての里親支援を行うものです。  

 本県でも、一部の児童養護施設で里親支援専門相談員が配置され
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ています。施設養育から里親養育になった子供や家庭への継続的な

支援や、里親研修会や里親同士の交流の場への参加、施設での里親

養育実習の企画運営など、里親に対する支援や資質向上などに取り

組んでいます。  

 県でも、乳児院の指定管理者である日本赤十字社富山県支部が運

営する里親支援機関事務局におきまして、里親制度の普及啓発、里

親への研修や養育トレーニング、委託後の里親の相談支援などを切

れ目なく行い、里親による継続的な養育を支えています。さらに、

本年４月には児童相談所に里親支援を含む地域支援を担当する課を

設置しまして、里親への支援体制を強化したところです。  

 今後とも児童相談所、里親支援専門相談員及び里親支援機関事務

局が連携協力し、研修やマッチング、養育支援など里親支援に総合

的に取り組んでまいります。  

 次に、乳幼児の里親委託についての御質問にお答えをいたします。  

 県では里親委託を推進するため、富山県社会的養育推進計画に基

づきまして、里親制度の普及啓発、里親に対する研修や相談対応な

どに取り組んでいます。  

 議員からも御指摘ありましたとおり、この計画でも、愛着形成な

ど子供の発達ニーズから乳幼児期を最優先として里親委託を推進す

ることとしています。  

 乳幼児の里親への措置に当たっては、子供の健康状態や家庭の状

況、里親の養育スキルなどを総合的に検討しまして、個別の実情に

応じて措置を決定しています。このため、一律の措置基準は設けて

いないところです。  

 愛知県におきましても、この養子縁組による養育に親権者が同意
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をしていない場合につきましては、同様の決定であるというふうに

聞いております。  

 今後とも里親のリクルート、研修、マッチング、養育支援等の一

連の業務に総合的に取り組みまして、里親委託の推進に努めてまい

ります。  

 最後に、児童相談所の体制についての御質問にお答えをいたしま

す。  

 児童相談所への弁護士の配置につきましては、令和元年の児童福

祉法の改正によりまして、配置または配置に準じる措置を講じるこ

ととされ、本年４月に施行されたところです。  

 本県では、里親委託や施設入所措置について親権者の同意が得ら

れずに家庭裁判所の承認を得る場合など、法的な対応が必要な事案

について適切に対応するため、各児童相談所において相談契約によ

り弁護士を配置しまして、月１回定期的に相談するほか、必要な場

合には随時相談をする、そういった体制を確保しています。  

 先日、児童相談所による一時保護開始の判断に関して、司法審査

を導入することを含む児童福祉法の一部改正法案が可決成立いたし

ました。  

 県としては、こうした国の動向を注視し、また、他県における弁

護士の配置状況や活用状況、連携の在り方について研究するなど、

弁護士による指導や助言の下で円滑に業務を遂行できるよう、適切

に対応してまいります。  

 以上でございます。  

○議長（渡辺守人君）荻布教育長。  

   〔教育長荻布佳子君登壇〕  
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○教育長（荻布佳子君）私からは、学校巡回指導員の確保と増員につ

いての御質問にお答えいたします。  

 学校巡回指導員は、特別支援教育の推進のため、個別の教育支援

計画の作成や活用、合理的配慮の提供、また、児童生徒、保護者と

の合意の形成に向けた指導助言などを行うために、小中学校巡回指

導員は東西の教育事務所に各１名、高等学校巡回指導員は総合教育

センターに２名配置をしております。  

 小中学校における特別な支援が必要な児童生徒の増加に伴いまし

て、急増している通級指導教室の担当教員の専門性の向上を図ると

いうことを目的としまして、令和２年度からの２年間は各教育事務

所に巡回指導員を１名ずつ増員をし、全ての通級指導教室設置校を

巡回して指導助言するということといたしまして、２年間で延べ

388校の支援に当たってまいりました。  

 児童生徒一人一人に最も適切な教育や支援を切れ目なく行うため

には、県や市町村の教育委員会が主体となって、学校、家庭、地域

などの関係機関が連携した特別支援教育体制の整備が必要なことか

ら、そうした体制整備に向け、今年度は２名の小中学校巡回指導員

の勤務日数を大幅に増やし、市町村教育委員会やモデル校の実情や

ニーズに応じ、関係機関との連携や指導体制などについて助言を行

っております。  

 特別支援教育の充実のほか、様々な背景を持つ子供の支援など、

学校が抱える課題はより複雑化、困難化をしております。学校巡回

指導員の配置の在り方については、スクールカウンセラーやスクー

ルソーシャルワーカーなどの専門職の活用や、福祉などの関係機関

との連携の充実など、学校がチームで組織的に特別支援教育などの
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諸課題に対応する体制の整備状況を踏まえ、また、市町村教育委員

会の御意見もお聞きして、見極めてまいりたいと考えております。  

 以上でございます。  

○議長（渡辺守人君）種部恭子君。  

   〔９番種部恭子君登壇〕  

○９番（種部恭子君）最後に、持続可能な医療について２問お伺いい

たします。  

 地域医療構想による医療機能分化とダウンサイジングは、持続可

能な医療のために必須だと思います。  

 私は、過労死ラインが当たり前という産婦人科医を 30年間やって

まいりました。いつもぎりぎりの人数の環境で勤務をやっていまし

た。 30年間の勤務医生活の 10年目、連続 72時間勤務の後、応援を要

請された医療機関に向かう途中で交通事故を起こしました。  

2024年、医師の働き方改革が実行される秒読み段階にもう入って

いますが、これを実行しなければ、地方都市で若い医師を確保する

ことは困難です。このような環境でもう働きたくないという若い先

生が多いです。  

 また、私も勤務医生活 15年目のときに、医療政策の転換のあおり

を受けて、卒業したての新人が夜勤に入らざるを得なくなった日に

医療事故を経験しました。人事は、ただ数が合えばいいというもの

ではなくて、医療安全そのものです。人の命がかかっている話であ

りまして、そのためには再編統合と集約化による厚い人材配置は、

止めることなく進めていただきたいと願っています。  

 国は、公立病院経営強化ガイドラインで、令和４年から令和５年

に地域医療構想と整合的な公立病院の経営強化プランを策定するよ
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うに求めています。すなわち地域医療構想は止めないで実行しろと

いうことだと思います。  

 医療計画で５疾患５事業に感染症を加える場合には、感染症とい

うのは不採算部門でありますので、非課税で多額の補助金を投入で

きる公立病院が、この感染症を担うしかないというのは十分承知を

しております。  

 コロナを経験して、パンデミックに備えて病床を確保しておかな

ければ心配だという県民の声、そういう主張が聞かれたりすること

もありますが、たとえ呼吸器やＥＣＭＯがあっても、それを回す人

がいなければ何の役にも立ちません。  

 急性期病床の数を維持するのではなくて、地域ニーズに合った病

床への転換を図りつつ、新興感染症に即時対応できる感染症専門医

を養成することが、まず一番先にやるべきことではなかろうかと思

います。病床機能を即時に上げることができる、いわゆるパンデミ

ックレディな形とするのが持続可能で現実的な形だと思います。  

 感染症専門医の育成への取組と、地域医療構想及び公立病院の経

営強化プランの目指す姿について、新田知事にお伺いいたします。  

 パンデミックなどの医療ニーズや診療報酬改定に適時対応するた

めには、必要な人材が見つかったときにすぐにポストを設けなけれ

ば、その方をキャッチすることはできません。柔軟で機敏な人事が

必要だと思います。  

 昨年 11月の一般質問で、県立中央病院及び県リハビリテーション

病院・こども支援センターを合わせて独立行政法人化することを求

めたところ、検討中と答弁されていましたが、一体どこまで検討さ

れたのでしょうか。  
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 ２年後に医師の働き方改革は実行年になります。この２年間で、

県内の医療の形は大きく変わります。医療機関で人材の取り合い競

争が激化している、そんな状況の中に今あるということは分かって

いらっしゃるかと思います。  

 独立行政法人化により、財務、職員定数、人事などで弾力的な経

営ができれば、結果的に医師や看護師の確保が期待できますけれど

も、独法化の検討だけでも長い時間がかかることを考えると、いい

人材をキャッチするための争いにおいては既に遅れを取っていると

思っています。公立病院経営強化ガイドラインでは経営形態の見直

しの検討も求めているところであり、県中と県リハの独法化につい

ては、遅くても公立病院経営強化プランで検討すべき課題と考えま

す。  

 本県の医療提供体制に大きな影響を与える医師の時間外労働の上

限規制が秒読みに入っている段階において、独法化検討の取組の進

捗状況と併せて、公立病院経営強化プランで独法化を検討すること

について、民間の感覚をお持ちでスピード重視してこられた新田知

事に前向きの答弁を期待して、質問を終わります。ありがとうござ

いました。  

○議長（渡辺守人君）新田知事。  

   〔知事新田八朗君登壇〕  

○知事（新田八朗君）まず、地域医療構想についての質問にお答えを

します。  

 新型コロナ対応を踏まえた今後の医療提供体制につきましては、

第８次になりますが、次期医療計画の内容に新興感染症などへの対

応を追加するとともに、地域において質の高い医療提供体制を維持
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するため、地域医療構想の取組を着実に進める方針ということが、

国から出ています。  

 具体的には、病床削減や統廃合ありきではなくて地域の実情を踏

まえること、今回のコロナの感染拡大により病床の機能分化・連携

などの重要性が改めて認識されたことを十分に考慮すること、そし

て、議員も御指摘の 2024年度から医師の時間外労働に対する上限規

制が適用されることについて十分留意することなど、地域医療構想

の進め方や留意点が示されました。  

 本県としては、こうした国の考えも踏まえながら、新興感染症へ

の取組や働き方改革にも柔軟に対応できる、持続可能で良質な医療

を提供する体制の構築を目指し、県内４つの医療圏ごとに地域医療

構想調整会議を開催し、議論を始めたいと考えております。それに

向けて、いきなり会議をやってもなかなか実効性が上がらないと考

えまして、現在、公立・公的病院を１件１件訪問しております。そ

して、現状の確認や御意見を伺っているというところです。  

 また、感染症専門医につきまして、新興感染症などの拡大時を想

定して、平時から専門人材の育成が重要だということは御指摘のと

おりです。専門医の取得のためには、日本感染症学会が認定する施

設での研修が必要となります。県内では、富山大学附属病院をはじ

め４つの病院が認定を受けております。これらの病院や関係機関と

も協力をして感染症専門医の育成確保に努めるとともに、新興の感

染症に対応する病床をどう確保するかも協議をしてまいりたいと考

えます。強化プランにつきましては、次の質問でも触れたいと思い

ます。  

 県立中央病院などの地方独立行政法人化についての御質問にお答
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えします。  

 本年３月に、総務省から公立病院経営強化ガイドラインにおいて

示された公立病院経営強化プランについては、持続可能な地域医療

体制を確保するため、地域の実情を踏まえながら、地域医療構想な

どと整合性を図りながら、病院の果たすべき役割や機能、医師や看

護師等の確保、それから働き方改革、また最適な経営形態について

も検討し、病院に必要な経営強化の取組を令和５年度までに策定す

ることとされています。  

 各病院において策定されるプランは、地域医療構想における具体

的な対応方針として位置づけられるものであることと考えておりま

す。  

先ほども述べましたが、今年度開催する予定の地域医療構想調整

会議において、まずは各病院が担う役割や機能について丁寧に議論

を行う必要がある、これが出発点だと思います。その上で、御指摘

の県が運営しております両病院についても、医療の質の向上や経営

の持続に向けた最適な経営形態について検討を進めていくことにな

ると考えております。  

 ちなみに現在の経営形態は、県立中央病院が地方公営企業法の一

部適用、財務規定のみ適用しているという状況です。それから、県

リハビリテーション病院・こども支援センターは指定管理者制度、

利用料金制ですが、こういう経営形態であるということであります。  

 地方独立行政法人化については、昨年の 11月の議会でもお答えし

ましたとおり、昨年度、庁内の勉強会を設置しました。他県の事例

をヒアリングするなどの取組を実施してきたところです。  

 今後の経営強化プランの策定に当たっては、この２つの病院にと
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ってそれぞれの経営上の課題の整理と併せまして、最適な経営形態

を考えることになるというふうに思います。  

 経営形態を変えれば物事が変わるというものではないと私は思っ

ています。仮に、両病院について地方独立行政法人という経営形態

を選んだ場合、やっぱり大切なのは、その経営する人材なんですね。

経営形態を変えても、ふさわしい経営ができる人材がいないことに

は実効が上がらないということになります。そのあたりも、果たし

てそういう人材を確保できるかどうかということも、私は大切なポ

イントだというふうに考えております。  

 以上です。  

○議長（渡辺守人君）以上で種部恭子君の質問は終了しました。  

 暫時休憩いたします。  

 午前 11時 51分休憩  


