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香川真二議員・一般質問要旨

　11月27日から12月８日の会期で開催さ

れた第２回定例神戸市会11 月議会が終了

しました。今議会では、新型コロナ対策と

して介護・障害入所施設の職員等に対する

ＰＣＲ検査の実施などの第４弾の補正予算

が提案され、可決されました。別途主な施

策を掲載しています。

　最終日に行われた一般質問では、香川真

二議員（神戸志民党）が、①家族介護につ

いて　②小児がん患者に対する学業と治療

の両立支援について　③児童養護施設の性

暴力について　④ＤＸの取り組み状況と今

後の方針について質問しました。別途、要

旨を掲載しています。

　また今議会では、神戸市会で辺野古基地建設

についての意見書採択を求めている「辺野古請

願署名実行委員会」（西信夫代表）が提出した

陳情も審議されました。陳情の内容は、政府に

対し、辺野古基地建設について沖縄県と誠実に

話し合うよう求める意見書を提出することでし

た。つなぐと共産党は陳情の採択を求めました

が、自民、公明、立憲民主は審査打ち切り、維

新の会は不採択を主張し、残念ながら陳情は

「審査打ち切り」という結果になりました(今

ニュースで別途詳細)。

１．家族介護について

　昨年10月，市内で22歳の女性が介護す

る祖母を殺害した事件をきっかけに「ヤン

グケアラー」が注目され，国は12月に実態

調査を行う方針を出した。神戸市でも，市長が

家族の介護にあたる若者への支援策を検討する

プロジェクトチームの立ち上げを表明し，多く

の関係者が注目している。家族介護は介護する

人が若者や高齢者等関係なく負担が大きく，介
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護する人にも自由な時間と介護しない権利は

認められるべきと考えるが，今回のプロジェ

クトの方針及び家族介護に対する神戸市の取

り組みについて見解を伺いたい。

（久元市長）

　介護をされている方の心理的身体的な負担

軽減を図ることは大変重要な課題だ。市とし

ては、安心すこやかセンターで相談に応じ、

訪問介護、デイサービス、短期の施設入所と

いった介護保険サービスの利用を進め、負担

軽減を図ることとしている。障害児者を家族

介護されている方についても、障害福祉関係

機関から、障害福祉サービスの利用を進める

こととしている。さらに、家族の負担軽減や

悩みの共有を目的として、安心すこやかセン

ターが介護リフレッシュ教室を開催してい

る。できるだけ早くプロジェクトチームの報

告を受け、令和３年度予算で具体的な方策を

盛り込んでいければと考える。

（香川議員再質問）

　神戸市では，４月から障害者自立支援給付

制度の支給量審査基準について見直しを行

い，医療的ケアを伴う常時介護が必要な重度

障がい者の特別基準を新設しているが、同居

している家族がいるかいないかで、介護を受

けられる時間が変わってくる。家族が介護す

ることを前提とした考え方を改め，基準を見

直すべきと考えるがどうか。

（恩田副市長）

　従来は同居者の有無によってサービスの

支給量が定まっていたが、今の新しいガイ

ドラインでは、同居の有無に関わらず、介護

を行う方の年齢、疾患の有無、就労状況に応

じて決定をすることにしている。また医療

的なケアを伴う常時介護が必要な重度障害

者については、通常の標準支給よりも多い

特別基準を新設し、速やかに支給決定でき

るようにも改善を図った。様々な理由で介

護ができない状況の家族まで介護を求めて

いるわけではなく、介護という問題を社会

全体で支えることが必要だ。今後も引き続

き介護を行う方の状況について丁寧に聞き

取りを行い、介護者に過大な負担がかから

ないよう適切な支給決定を行っていきたい。

　

（香川議員再質問）

　特別支援学校においては，重度障がい等

のある児童生徒の付添人に対する費用が国

の特別支援教育就学奨励費制度の対象と

なっている一方，小中学校に通う障害のあ

る児童生徒が、やむをえない事情により校

外学習に保護者の付き添いが必要な場合の

交通費等は，実費負担となっている。制度の

拡充について，国に対して要望していると

聞いているが，国が必要な制度を構築する

までの間，本市独自で支援する制度を設け

るべきと考えるがどうか。

（長田教育長）

　こうした場合の小中学校の児童生徒の付

添人については、国の特別支援教育就学奨

励費制度の対象とはなっていない。インク

ルーシブ教育の推進に伴い、このような

ケースは今後さらに増加することが予想さ

れ、小中学校の児童生徒の付添人を対象と

する援助制度については、まず国で整える

べきで要望をしている。国による制度化が

実現するまでの間、市としての対応は学校
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現場の方とも連携を図り、何かできないのか

検討をさせていただきたい。

（香川議員再質問）

　予算としては、そんなに多額の金額にはな

らないので検討していただきたい。また、特

別支援学校の登校時間は９時であることから，

障がい児童を育てている親は，就労が難しい

状況にある。障がいのある子どもを持つ親が

働きやすい環境を整えるため，特別支援学校

の登校時間を早めるべきと考えるがどうか。

（長田教育長）

　通学区域が広く通学に時間がかかること、

スクールバスが交通状況の影響を受けやすい

といったことなどを考慮し、おおむね９時頃

を始業時刻と設定している。始業時刻を一律

に早くした場合、児童生徒が登校準備を現在

よりも早い時間にしなければならなくなり、

児童生徒と保護者双方の負担がかえって大き

くなるような恐れもあると現場の方からは聞

いている。いい方策が見当たらないというの

が実情だが引き続き考えさせていただきたい。

（香川議員意見）

　今後ぜひやっていただきたいのが、医療ケ

アの必要な子供さんたちのレスパイト入院だ。

レスパイトで子供さんを入院させるとお母さ

んたちも少し休めるというふうなことを言っ

いる。現状は病気療養で入院しても、西神戸

医療センターは、24時間保護者が付き添わな

いといけない状況だ。少しでも検討をしてい

ただければと思う。

２．小児がん患者に対する学業と治

療の両立支援について

　本市は，神戸市がん対策推進条例を制定し，

令和２年度には，がん患者の就労に関する必

要な支援をするよう努める内容を追加する等，

他都市と比較しても実効性のあるがん対策が

行われている。一方，小児がん患者の保護者

からは子どもが健康な人と同じように教育を

受けられ，進級，進学でき，夢を実現できる

社会にしてほしい旨の要望を聞いている。小

児がん患者の学業と治療の両立に向けた本市

の取り組み状況について伺いたい。

（長田教育長）

　小児がん治療をなどで入院や自宅療養を

行っている児童生徒が、県立こども病院や神

戸大学医学部付属病院へ入院をされる場合に

は病院内で授業を行っている。また、自宅療

養やその他の病院へ入院をされる場合には教

員が子供の自宅や入院先へ訪問し、学習指導

を行っている。特に高校進学を控えている中

学３年生については、入試に向けた学習を取

り入れ、今年度からは対面授業に加え、オン

ライン授業を取り入れている。小児がんの子

供については、特に長期の入院ということが

必要で、また退院後も、様々なケアが必要な

ので、学習面で遅れることなく、安心して復

帰ができるよう、今後も丁寧な対応を行って

いきたい。

（香川議員再質問）

　がんの治療には多額の費用がかがるため，

高校生・大学生のがん患者が，オンラインで

授業を受けるために必要な端末の購入経費を
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補助するなど，本市として，治療と学業の両立

に向けた支援を検討すべきと考えるがどうか。

  また、がん治療により外見が変化することで

外出を控える等，今まで通りの生活を送るこ

とが困難な方もいるため，外見とともに生活

環境等を整えるサポートも必要だ。医療用ウ

イッグ等に対するアピアランス支援の制度を

創設するとともに、相談窓口の広報について

も強化すべきと考えるがどうか。

　またがん治療中の子ども達は、精神的に不

安定なことが多く、保護者は対応に困ること

が多い。患者および保護者の相談体制はにつ

いて、十分な体制が整えていただきたい。

（恩田副市長）

　学業と治療と両立させるための環境整備す

ることは必要だ。がん患者の方の相談があれ

ば、それに対してどういうことができるのか

対応していきたい。西神戸の医療センターな

どの相談支援センターでは、医療用ウイッグ

の展示や抗がん剤による皮膚トラブル後のケ

ア等の学習会も実施している。また、ウィッグ

メーカーの企業ボランティアによる無償提供

を受け、がん相談センターで患者への情報提

供をさせていただいている。今後も患者が求

めるアピアランスケア等を、本人の不安が解

消でき、学業を含めた生活環境等々でのサ

ポートを行っていくよう、どのような政策が

必要か検討していきたい。

　

３．児童養護施設の性暴力について

　

　児童養護施設で起きた児童間の性暴力の約

７割が同性間で発生している等の研究結果を

まとめた神戸児童間性暴力研究会の代表者は，

「年長や力の強い子が他の子を支配する道具と

して使う場合があり，被害児が成長して加害

者に転じる連鎖も起きている」と指摘してい

る。厚生労働省が発表した実態調査結果によ

ると, 2017年度に全国で732件，計1,371人

の子どもが性暴力の当事者であることが分

かった。今後，厚生労働省は問題が発生し

た時の状況や施設の取り組み等を分析し，

予防マニュアルを作成する予定となってい

るが，本市の児童養護施設において性暴力

事案が起こった際，どのように対応してい

るのか，見解を伺いたい。

（恩田副市長）

　直ちに被害、加害児童双方から話を聞き、

子供家庭センター、子供家庭局の家庭支援

課に報告する。その上、子供家庭センター

では、双方の児童から事情を聞き、性的な

事案の事実があったかどうかの確認を行い、

児童の今後の援助方針を決定をする。同時

に家庭支援課では施設長や施設の幹部職員

に対するヒアリングを行い、児童の関係、

職員の指導方法など施設運営に問題がない

かという観点から、当該事案の事実確認を

行うこととしている。その調査の結果、事

案が判明した場合には、被害児童と加害児

童の生活環境を分離するなどの対応を行っ

た上、個別に心理的なケアを行っている。

また、事案発生の原因、課題の解明を行い、

施設運営上の改善が必要な場合には、再発

防止に向けて速やかに対応している。

（香川議員再質問）

　本市として，市内の児童養護施設は被害

児童や加害児童に対して個別に対応できる

体制が整い，各施設における指導者にその

時間的余裕が確保されていると考えている

のか，見解を伺いたい。

（恩田副市長）

  児童擁護施設の職員については入所定員

数に基づき、児童指導員、保育所配置基準

が求められており、本市では毎年指導監査

を行い、市内全ての施設において運営に必

要な職員数を満たしている。さらに入所児
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童の処遇改善のために必要な専門職員の相

談員等の加配も行っており、職員が役割分

担しながら、入所児童のケアを行っている。

今後も入所児童に寄り添い対応できるよう

していきたい。

（香川議員再質問）

　児童養護施設における性暴力については，

施設の環境に問題があることも指摘されて

いる。今は１ユニットに６～８名の児童が

過ごしていることが多いが、今後は，少人

数での生活や，個人の空間と時間を確保で

きる環境を整備することが望ましいと考え

るが，神戸市の取り組み状況と今後の方針

について見解を伺いたい。

（恩田副市長）

　令和２年３月の神戸市社会的養育推進計

画では令和11年までに、少人数での生活や

個人の空間と時間を確保するということで、

全ての施設のユニット化、各施設２ヶ所以

上のグループホームの設置を目標としてい

る。現在は市内13ヶ所の児童養護施設のう

ち４施設がすでにユニット化を完了、６施

設が一部ユニット、６施設がグループユ

ニットにとどまっている。また６施設がグ

ループを設置しているという状況で、目標

を達成していくため、改修整備経費補助、

専任職員配置等について支援をしていきた

い。

（香川議員意見）

　今回私が取り上げたのは、こういった問

題が実際起こってるということを多くの方

に知っていただきたいという思いも込めて

質問させていただいた。神戸市としては対

応しっかりやられてると私は思っており、

今後も一人でもつらい思いをしない子供が

増えるよう対応していただきたい。

４．ＤＸ（デジタルトランスフオー

メーション）の取り組み状況と今後

の方針について

　総務省では，自治体の主要な業務を処理す

る情報システムの標準化によって，手続の簡

素化，迅速化及び行政の効率化等を目指して

いる。神戸市でも民間人材をＤＸ専門官とし

て採用するなど積極的に取り組み，総務省開

催の「地方自治体のデジタルトランスフオー

メーション推進に係る検討会」では，本市の

取り組みが先進事例として紹介されるなど，

他都市と比較しても進んでいると感じてお

り，本市におけるこれまでのＤＸ推進状況と

今後の方針について，見解を伺いたい。

（恩田副市長）

　本市のＤＸは、市民サービスや市民とのコ

ミュニケーションの改革、職員の業務改革、

働き方改革の観点から多角的な取り組みを展

開している。これまでの取り組みにおいて、

軌道的な動きに繋がったというふうに考えて

おり、感染状況のオープンデータでの市民へ

の情報発信とか、スタートアップ企業との協

業、職員による健康相談チャットポットや特

別定額給付金申請状況検索サイトの短期間で

の開発など、様々な取り組みを迅速に実施す

ることができた。今後もスマートシティや

オープンデータの推進、行政手続きのスマー

ト化、業務ペーパーレス化のさらなる促進な

ど、持続的成長と豊かで質の高い市民生活を

実現していきたい。

（香川議員意見）

　要望とさせてもらうが、中小企業はなかな

か時間と人がいなくＤＸの取り組みができな

いので、市役所のノウハウや持ってる経験技

術を生かして中小企業にもぜひ広げていただ

きたいし、市民が実際メリットを感じられる

ようなサービスをしていただきたいと思う。
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        新型コロナ対策・第４弾補正予算の内容

　新型コロナ感染が拡大する中、神戸市はコロナ対策の第４弾補正予算を今回の11月

議会に提案、可決されました。主な内容は以下の通りです。

１． 介護 ・ 障害入所施設の職員等に対するＰＣＲ検査の実施

　これらの職員等に積極的にＰＣＲ検査を実施することで、クラスター防止と医療提

供体制の安定的確保を図るもの

２． インフルエンザ流行期における相談 ・ 診療体制の確保

　インフルエンザ流行期の発熱患者に対して行う抗原検査の保険適用分を公費負担

し、 効果的な広報を実施

３． ひとり親家庭に対する経済的支援

　コロナ禍でより厳しい経済状況にあるひとり親家庭支援のため、市独自の臨時給付

金を支給 （１世帯２万円、 第２子以降１人につき１万円加算）

４． 離職者に対する介護業界への参入促進事業

　介護事業者または障害福祉サービス事業者の人材不足解消のため、コロナの影響に

より離職した方が、 新たに介護事業者または障害福祉サービス事業者に転職した場

合、 「祝い金 （１万円）」 を支給するとともに、 その後６ヶ月間就労継続した場

合 「定着一時金 （10万円）」 を支給　　

「国は沖縄県と誠実に話し合いを求める意見書提出」

　　          　陳情は審査打ち切りに

　神戸市会で辺野古基地建設についての意見

書採択を求めている「辺野古請願署名実行委

員会」（西信夫代表）が提出した陳情（別紙資

料）が、12月 1日の総務財政委員会で審議さ

れました。この間取り組んできた署名10,970

筆も陳情書と一緒に提出されました。

　陳情書の内容は、辺野古沖米軍基地建設に

ついて、神戸市会が、国に対し沖縄県と誠実

に対話を行うよう求める意見書の提出を求め

るものでした。委員会では、つなぐと共産党

は採択を主張しましたが、「政府と沖縄県の話

し合いの促進は、沖縄県が国に求めるものだ」

（自民）、「国と沖縄県が誠意をもって話し合う

のを見守るべき」（公明）、「政府と沖縄県が話

し合う場が失われているとは理解していない」

（立憲民主）などとして３会派が審査打ち切

りを主張し、残念ながら審査打ち切りになり

ました。実行委員会では、今後意見書採択に

向けて態勢を立て直して取り組むことにして

います。（写真は口頭陳述する石東さん）



（７）

　　　　　辺野古米軍基地建設に関する意見書採択を求める陳情

日本国土の僅か0.6％の面積の沖縄県に在日米軍基地の70.6％が置かれています。そ

のため、沖縄県民は長年にわたって軍用機の騒音に悩まされ、墜落、落下事故の危険

にさらされ、米軍関係者の犯罪等の被害に苦しんできました。さらには、広大な土地

が基地に供されているため、工場や商業施設、住宅等の建設が難しく、沖縄の経済発

展の阻害要因ともなっています。

そのような状況のなかで、名護市辺野古沖の米軍基地建設が持ち上がりましたが、そ

の是非について昨年実施された県民投票においては、県民の70％以上が反対を表明し

ています。米国との外交、安全保障上の重要課題であるとしても、国はその民意を尊

重し、沖縄県と誠実に話し合う姿勢が求められます。

ちなみに、沖縄県と神戸市は深い繋がりがあります。大戦末期、最後の官選沖縄県

知事として赴任された島田叡氏は、須磨区で生まれ、旧制神戸二中（現兵庫高校）を

卒業されました。常に沖縄県民に寄り添い、命をかけて食料調達や県民の疎開に奔走

し、激戦の中沖縄の土となった氏の姿勢は、今も県民に敬愛されています。最後の地、

摩文仁岳には沖縄県庁職員とともに氏を慰霊する島守の塔が立ち、2015年には新たに

顕彰碑が建立されて、その除幕式には、旧内務省・現総務省の後輩にあたる井戸兵庫

県知事、久元神戸市長も参列されました。また、市民レベルでも神戸市内の児童養護

施設の子供たちを沖縄に招待する活動が10年以上続いています。

このような縁深き神戸市として沖縄県との交流と親睦を更に深めるとともに、地方

自治を尊重する観点から、国に対し沖縄県と真摯かつ誠実に対話を行うよう求める意

見書の提出を陳情するものです。

　　

陳情事項

１．政府に対し、辺野古基地建設について沖縄県と誠実に話し合うよう求める意見書

を提出すること。

●「審査打ち切り」とは、陳情について、委員会において、採択又は不採択いずれかの結論

を見い出せず、さらに審査を続けることが妥当と認められない場合の意思決定のことをいい

ます。（「神戸市会用語解説」より）



（８）

　つなぐ神戸市会議員団は、

11月22日、三宮センター街東

口で街頭市政報告会を開催し

ました。これまで議員団は２

回の市政報告会を開催してき

ましたが、コロナ禍を鑑み、街

頭での報告会を始めて試みた

もので、約70名の参加者が集

まりました。

　まず浦上忠文団長が主催者

挨拶、つなぐ議員団の成り立

ちと素晴らしい個性の集まりであることを

強調。次に香川真二議員が市民税の都市間

比較で神戸市財政の脆弱性を明らかに。高

橋ひでのり議員は、現職時代、生活保護業

務を担ってきた経験から、貧困に喘ぐ若者

や弱者への施策の充実と相談の場を提案。

小林るみ子議員は、学校一斉休校措置やそ

の後の国の対応や神戸市の対応を批判、子

供達の学ぶ権利の保障の大切さを強調。最

つなぐ議員団、初の街頭市政報告会開く

後にあわはら富夫議員は、神戸市に、つなぐ

議員団として要望してきたコロナ禍対策が実

現したことを報告しました。

　参加者からは、三宮再整備問題や神戸人口

増加施策、菅政権への評価や市長選挙への対

応、議員報酬の削減問題などの質問が出さ

れ、議員団は今後も街頭での報告会を開催し

ていく予定です。


