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神奈川県議会	 令和元年第二回定例会	 厚生常任委員会	

	

令和元年 6月 27 日	

渡辺(ひ)委員	

	 初めに、今回の補正予算の中で福祉子どもみらい局の予算についてです。我

が会派が前から要望しておりました、昨年度から試行的に実施したＳＮＳ、Ｌ

ＩＮＥを活用した相談事業、これについての補正予算がついておりますので、

まずこれについて何点か質問したいと思います。非常に有効な取り組みだと思

いますし、現代的な体制の整備だということで評価しています。	

	 その上で、確認なのですが、先ほども御説明ありましたが、今回、昨年度の

試行を踏まえて、このＳＮＳを活用した事業については４事業に拡大して補正

がついております。子ども・若者の悩みについてと、ＤＶ等についてと、さら

には児童虐待について、また子どもの貧困についてと、この四つどれも非常に

重要な取り組みだということで、この事業については評価するわけですが、少

し確認しなければいけないと思っているのが、この四つの相談事業、ＳＮＳ、

ＬＩＮＥを活用するわけですが、予算額がそれぞれ違います。470 万円、1,200

万円、2,200 万円、さらには 1,500 万円という予算の四つの事業、これは表面上

どういう違いがあって、どういう額の違いが出るのかわかりませんが、予算額

が違っております。そういうことを前提にしながら質問を何点かしたいと思う

のです。	

	 初めに、この四つの相談事業ですが、それぞれの相談日、また相談時間、ど

のような体制で行うのか教えていただきたいと思います。	

福祉子どもみらい局企画調整担当課長	

	 今回の実施ですが、相談日や相談時間につきましては、２月に行いました試

行結果を踏まえまして、その試行のときに相談の多かった時間帯などを中心に

その時間帯を設定することを今考えています。相談日につきましても毎日とい

うことではなく、例えば週のうち何日間かという形で限定して進める方向で今

考えておりまして、その一方で、実施期間は特に限定せずに継続的に窓口を開

設するといった形で、限られた予算を有効に活用するとともに、県民ニーズに

対応できるように工夫していきたいと考えています。	

渡辺(ひ)委員	

	 わかりました。当然、多かった時間帯、日数、そういうことで今後決めてい

くという今御答弁でしたが、この予算が出ていることは、それなりの方向性が

見えているからこういう予算立てになったと思うのです。その辺については速

やかに教えていただきたいと思うのです。	

	 せっかくこういうよい事業をやるのに、今言ったような内容がはっきりしな

くて、ああそうか、週に何日かしか実施しないのだ、もしくは応募が多かった

時間帯、これは普通の時間帯ではないような気もするのです。少し遅い時間帯

もあると思うので、そういうことが有効にセッティングできなければ要は効果

も半減をするので、それはしっかりお願いしたいと思います。	

	 その上で、今の答弁で満足しているところもありますが、時間の関係もあり

ますので、この四つの窓口ですが、どのような方が相談員となるのか、また相



 2 

談員の体制はどうなのかお答え願えますか。	

福祉子どもみらい局企画調整担当課長	

	 まず相談員についてでございますが、要件といたしましては、臨床心理士や

臨床発達心理士、もしくは精神保健福祉士などの心理カウンセラーとしての資

格をお持ちで、実際カウンセラー業務の経験がある方、あるいは国や地方公共

団体で実際に相談対応の業務の経験がある方、こういった方を要件として行っ

ていきたいと思っております。	

	 その一方で、相談に当たりましては、それぞれの相談分野における専門知識

に加えまして、ＬＩＮＥでの相談になりますので、ＬＩＮＥの操作の方法や、

ＬＩＮＥ独特のメッセージのやり取りもしっかり知識を身につけていただくと

いうことで、事前にしっかり研修を積んでいただいた上で相談に当たっていた

だくことを考えております。	

	 相談員の体制ですが、いずれの相談につきましても相談時間中は常時２名体

制で配置するように考えていまして、さらに相談員が適切で円滑に相談業務を

行えるように、随時各相談員に助言指導を行うスーパーバイザーを１名それぞ

れ配置するとともに、業務全体を総括する業務責任者もそれぞれに配置したい

と考えています。	

渡辺(ひ)委員	

	 その辺しっかりお願いしたいと思うのです。今、ＬＩＮＥの操作の仕方や、

ＬＩＮＥの返し方という話でしたが、新しい取り組みなのでそれも当然大事だ

と思います。ただ、こういう相談事業は、当然今言ったような技術的な手法も

そうだが、困っている内容をどうやって受けとめてくれるのか、そういう思い

やりのあるような受けとめ方をする専門性、やり取りをする相談員の質の問題、

これが成否を大きく決めるのだと思うのです。	

	 そういう意味では、体制整備の中で、単純に心理カウンセラーだからいい、

それにスーパーバイザーをつけるからいい、責任者をつけるからいいというこ

とではなくて、個別の資質も含めた、またそれに対する研修も含めた体制しっ

かりやっていただかなければ効果的な体制にならないと思いますので、ぜひそ

の点よろしくお願いしたいと思うのです。	

	 その上で、気軽に相談ができるという意味でのＬＩＮＥ相談の実施は非常に

有効だと思いますが、中には当然緊急性を要する問題や、重大性をはらんだ相

談もあると思うのです。こういうものをＬＩＮＥで受けて、その後、どうやっ

てつないでいくのかという体制もしっかりしておかなければ、ともすればＬＩ

ＮＥで相談を行政として受けたのだが、対応が不備だったからこのような事件

に発展してしまったという状況になることも今の御時世あり得ます。その体制

整備についてはどのように考えているのですか。	

福祉子どもみらい局企画調整担当課長	

	 委員御指摘のとおり、ＬＩＮＥで受けた相談につきまして、例えば児童虐待

やＤＶといったような形で早急に対応が必要だという内容と思われたものにつ

きましては、従来から行っております電話相談や直接の面接相談を御案内する

とともに、また御本人の御了解の上で、緊急性に応じてお名前や連絡先をお聞

きして確認させていただいた後に県側からその方にアクセスするという形をと



 3 

りまして、それぞれの方の状況に応じて的確な対応ができるようにしっかりと

フォローしていく体制をとっていきたいと考えております。	

渡辺(ひ)委員	

	 今のところが大事なところです。ともすれば、県の中で処理しようと思って

いると解決できなかったり、情報がうまく伝わらなかったりしてうまくいかな

いケースがあるので、これはそのときの状況によっては、外部の警察なり児相

なり、それぞれの機関ともしっかり連携体制を組める、昨今の課題を解決する

のと同じような体制をしっかりフォローしておかないといけないと思います。	

	 大事なことは、相談を受けて安心をさせるということも一つありますが、そ

の相談を受けた内容をどうやって解決に結びつけていくのかということが大事

なので、体制整備をしっかり行っていただきたいことと、また、今回は補正予

算ですから、これでスタートするばかりですが、体制を組んだときにさらに受

付時間の問題や、受付人員の問題でさらに必要になってくるケースがあると思

うのです。不断の見直しができるような柔軟な考え方、予算ありきよりも体制

ありき、こういうしっかり対応できる体制を整備いただくことを要望させてい

ただいて、この質問を終わります。	

	 次に、健康医療局の補正予算に関連して、今定例会の代表質問でも我が会派

の代表質問でさせていただきましたが、ＡＹＡ世代のがん対策の推進というこ

とで、今回補正予算の中に妊孕性の温存治療費補助についての予算がついてお

りますので、これについて何点か質問させていただきます。	

	 この妊孕性の温存治療について高額な費用が必要だと聞いておりますが、初

めにどの程度の費用がかかるものなのか、さらにはその費用のうち、県として

はどの程度の費用の範囲、助成を考えているのか。そして、今回の補正が組ま

れておりますので、この補正でもってどのぐらいの方に補助をする予定なのか、

まとめて教えていただきたい。	

がん・疾病対策課長	

	 まず治療費用ですが、卵子や受精卵の凍結には大体 35 万円から 50 万円くら

いかかります。また卵巣凍結には約 60 万円、精子凍結には約５万円かかると言

われています。	

	 今回の補助の対象の範囲ですが、卵子、受精卵、卵巣、精子の初回凍結まで

にかかる費用を補助の対象として考えております。見込みですが、補助制度は

８月からのスタートを予定しておりますが、今年度は過去の県内における妊孕

性温存の治療の実績や他府県の補助実績などを踏まえまして、62 名の方に対し

て補助することを見込んでいます。	

渡辺(ひ)委員	

	 今のは、35 万円から 50 万円ぐらいかかり、卵巣凍結が 60 万円と一番高い中

で、県の補助範囲は初回凍結に係る費用を補助したいという御答弁だったと思

うのです。	

	 そうすると、今言った金額が結構ばらついています。それに対してこの県の

補助する範囲は初回凍結、定額なのか、定率なのか、もう少しその辺、補足願

えますか。	
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がん・疾病対策課長	

	 補助額に関しましては、温存治療に要した費用の２分の１で、上限額は男性

で２万 5,000 円、女性では 20 万円と考えております。	

渡辺(ひ)委員	

	 新しい取り組みですから、その取り組みによってこういう取り組みに対応い

ただける方も出てくるのだと思います。それに対して 62 名を予定しているとい

うことは、評価するところであります。	

	 ただこれも、先ほどの質問ではありませんが、今のところ推定で 62 名程度と

予算を組んでいるのだと思いますが、これについても県内の同じような世代の

方々でこういう治療が受けられる方、全ての方が受けられるようなしっかり柔

軟な予算編成を今後お願いしたいと思うのです。がん治療をやって温存するこ

とは、そのときのタイミングを逸すればできないわけですから。そのタイミン

グを逸しないような対応をぜひ柔軟にお願いしたい、これは御要望させてもら

いたいと思います。次に、このがんの温存治療を実施できる医療機関は県内に

はどの程度あるでしょうか。	

がん・疾病対策課長	

	 がん患者への妊孕性温存治療、適切な治療をできる施設は２施設ございます。

横浜市立大学附属市民総合医療センターと聖マリアンナ医科大学病院でござい

ます。	

渡辺(ひ)委員	

	 横浜市大、聖マリの２施設ということで、非常に難しい治療だと思います。

専門性が必要な治療ということで、県内では今現在２施設に限定されるという

ことです。しかしながら、このＡＹＡ世代の方々でがん治療を行う方は当然こ

の２施設に限られたわけではありません。温存治療が実施できるこの限られた

機関に対して、ほかの施設でがん治療を行う、病院で治療を行う、こういう方々

に対する連携、これは必要だと思いますが、どのように対応していくのか御答

弁願います。	

がん・疾病対策課長	

	 県内には 30 のがん診療連携拠点病院及び指定病院がございます。そこには患

者の生殖機能等に関する状況や希望を確認し、必要に応じて対応できる医療機

関に紹介することが拠点病院の整備指針で求められております。	

	 したがいまして、県ではこのがん患者にこの治療の情報が十分に行き届き、

さらには医療機関同士の連携が図れるよう、拠点病院等に対しまして今後改め

て周知をお願いしたいと思っています。	

渡辺(ひ)委員	

	 今の御答弁でとりあえず理解はするわけですが、がん拠点病院も県下には限

られているわけです。当然、がん拠点病院以外の病院で治療をされる方がいら

っしゃると思うのです。そうすると、その病院に対する周知なのか、逆に言え

ば、拠点病院からその病院に対する周知なのか、患者がみずからがん拠点病院

と連携をとれる体制なのか、その辺はわかりませんが、拠点病院以外の病院で

治療されている方に対してはどうするのか、あわせて御答弁ください。	
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がん・疾病対策課長	

	 地域の医療機関に対しましては、まずこの拠点病院等や、あと関連の関係団

体等を通じて周知をお願いしていきたいと思っています。また、県としまして

もホームページやチラシなどを作成して積極的に広報していきたいと考えてお

ります。	

渡辺(ひ)委員	

	 県でもホームページ等で広報を図っていくことは大事なことだと思いますが、

それは各医療機関に対して広報なのか、県民、ＡＹＡ世代の方々に個人に対し

ての広報なのか、その辺はどうなのですか。	

がん・疾病対策課長	

	 ホームページ等は県民の方を目的としておりますが、あわせて医療機関にも

そういうところを紹介したいと考えております。	

渡辺(ひ)委員	

	 ぜひ前向きな取り組みをお願いしたいと思いますので、よろしくお願いした

いと思います。	

	 最後に、１点だけ質問させていただきたいと思います。それは、障害者の利

便性の向上ということで、我が会派の代表質問でもさせていただきました紙だ

った障害者手帳をカードにできるようになったということで質問させていただ

いて、県の答弁では今後カード化を図っていき、カードを発行する政令市とも

調整を図って取り組んでいくという御答弁でありました。	

	 これについて少し補足して質問させていただきたいと思いますが、このカー

ド化ですが、いつからこのカード化、発行を行う予定なのか、政令市との調整

がありますので見込みになると思いますが、現時点でどのように考えていらっ

しゃるのか御答弁願いたいと思います。	

障害福祉課長	

	 カード形式での発行に向けましては、委員からもお話がありましたとおり、

政令市等との調整もございます。また、実際にカード形式にするに当たりまし

ては、今の紙製の手帳はかなり記載スペースが多いのですが、カード形式にし

ますと非常にスペースが狭くなることなどもありまして、記載事項をどうする

のかというかなり実務的な課題がございます。課題を検討しつつ、県内政令市

等とも調整を行っていかなければいけないところが一つと、あともう一つは実

際にカード化するに当たりましては、カード形式に対応したデータ出力を可能

とするなど電算システムの改修、整備等々が必要になる、そのための予算対応

等も必要となることもございます。	

	 そうしたことから、一定の準備期間も必要となりますので、現時点でカード

化の時期を明確にお示しすることはできない状況でございます。	

	 ただし、利便性の向上という観点からは、できる限り早く実施したいとは考

えている状況でございます。	

渡辺(ひ)委員	

	 確かにいろいろな課題があり、いろいろな調整が必要な気はします。ただ、

こういう時代ですから、しっかりカード化ができる状況になりましたので、さ

まざまな課題、クリアして取り組みを促進いただきたいと要望させていただき
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たいと思います。	

	 その上で、この障害者手帳がカードになるこのタイミングを捉えて、私から

質問したいのは、乗り物の割引等の利用がしっかりこのカード化とともに使え

る、特にその中でもバス等の利用、さらにはその中でも障害者のカード化がで

きれば、これは当然３障害一体になってカード化が進むと思いますが、同じカ

ードで２障害の方々は使えるが、精神障害の方はバスの割引が使えないとなっ

たのでは、同じカードになっても若干不公平感が出てくるのだと思うのです。	

	 その上で、このカード化をすることは当然行政もそのシステムを運営しなく

てはいけないという課題もありますが、ともすれば、受ける側もそのカード化

に伴ってそのデータを活用していく可能性もあると思うのです。それについて

は毎年県が民間の交通業者、バス業者等に割引のお願いを精神についてはお願

いしていると思いますが、これを促進して利用できるときに一体化して行って

いくべきだと思うのです。	

	 その上で、タイミング的にはもう間に合わないかもわかりませんが、私がこ

の精神障害の割引もしっかりやるべきだという質問をさせていただいたときに、

当時の知事の答弁は、消費税を上げるタイミングでバス業者等もそのシステム

を改修するから、そのタイミングでさまざまな対応の変化を受けていただける

可能性があるのだと、そのタイミングをにらんで強く要望をいたしますと答え

たのです。その消費増税は見送りになりました。今回はこの 10 月で実施という

形になりますが、それについて精神障害者のバス運賃の割引適用について、こ

のカード化の流れも踏まえながら県は今どのような対応を行っているのか最後

に質問したいと思います。	

障害福祉課長	

	 精神障害者のバス運賃の割引適用についての対応でございます。委員からも

お話ありましたとおり、さまざまなきっかけを捉えながらバス協会あるいはバ

ス事業者に要請といいますか、お願いしていくことは必要であろうと考えてい

るところでございます。	

	 ただし、委員からお話がありましたカードをかざすだけで割引になるという

お話につきましては、少なくとも行政としては、カードはＩＣチップを埋め込

むものではなくて、要は紙をカードにするだけのことを今のところ考えており

ますので、そのあたりは現段階では難しい状況ではございます。	

	 ただ、これまでもバス協会にいろいろお願いしてきたところですが、割引す

ると大幅な減収につながるなど、バス事業者の経営状況などを理由により難し

いという回答をいただいている状況でございます。	

	 そうした中、県としましては、昨年度末に改訂いたしましたかながわ障がい

者計画に精神障害者に対する県内バス運賃等の割引の導入拡大を図ることを初

めて記載したことがございます。これを踏まえまして、バス運賃割引の導入に

向けて、引き続きになりますが、県バス協会やバス事業者に粘り強く要請して

いきたいと考えているところでございます。	

	 そうした中、今回の６月補正予算案では、精神障害者を含めた障害者が社会

参加しやすい環境を整備しようということで、県のホームページにサイトを開

設しまして、障害者向けに割引や配慮を行う施設等の情報を提供する事業に係
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る経費も計上させていただいているところでございます。今後は例えばこうし

た取り組みなどによりまして障害者が社会参加しやすい環境づくりを進める中

で、県バス協会等への働きかけの方向についても工夫しながら行っていきたい

と考えているところでございます。	

渡辺(ひ)委員	

	 状況は了解しましたが、こういうこともタイミングがあると思うのです。こ

ういうカード化される、消費税が上がる、こういうタイミングを逃さずに実施

に向けての取り組みを強力に進めてもらいたいと思います。	

	 さらには、今御答弁の中にもありました、かながわ障がい者計画の中に盛り

込んだということになれば、県としては実施することが必須の課題だと思うの

です。そういう意味からすれば、従前と違う取り組み、前向きな取り組み、強

力な取り組みをぜひお願いしたいということを要望させていただいて私の質問

を終わります。	


