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能勢昌博 

児童虐待について 

まず児童虐待について質問させていただきたいと思います。 

 

今年 3 月、東京都目黒区で虐待された 5 歳の女の子が死亡した事件は、ここ最近でもっ

とも悲しいニュースであり、とりわけこの小さな女の子が食事も与えられず、暴力をふる

われながらも、あやまることで許してもらおうと、一生懸命書いたひらがなばかりの手紙

の存在に、今も胸を締めつけられます。 

 

京都府において、児童相談所への児童虐待の恐れがある相談受理件数の推移を見てみま

すと、平成 20 年度では 370 件、その後、毎年確実に増加し、平成 26 年度には 1,000 件を

越し、平成 29 年度には 1,663 件と 20 年度の約 4.5 倍になっており、また児童虐待防止法

に基づく警察から児童相談所への通告は、全国で今年 1 月から 6 月の間、昨年同期より 6,851

人多い 3 万 7,113 人にものぼり、命の危険があるなどとして、警察が保護した子ども 2,127

人と大変高い水準であります。 

 

京都府内において警察から児童相談所への通告は、平成 27 年の 628 人から平成 29 年は

2 倍以上の 1,484 人となっています。これは度重なる虐待のニュースなどで国民の意識が高

くなり、通告が増えている部分もあると予想されますが、いずれにしてもいつどこで児童

虐待の事件が起きてもおかしくない状況であります。 

 

しかし一方で、これらの相談件数の増加などで、子どもの面談や保護者の指導に当たる

児童福祉司ら職員が新規案件への対応に追われているとの報告が決算委員会の書面審査で

もありました。政府もこのような状況の中、児童虐待防止に向けた対策がまとめられ、児

童相談所の体制強化に向けて、2019 年から 22 年度の 4 年間で、児童福祉司を約 2,000 人

増やす新プランを年内に策定するとされました。そこで一点目に京都府における児童福祉

司の配置状況と今後の配置見込みをお尋ね致します。 

 

知事 

能勢委員のご質問にお答えいたします。 

 

児童虐待についてでございます。全国的に増加傾向が続く中、京都府におきましても、

相談受理件数は平成 29 度、1,663 件で、この 10 年で、ご指摘のとおり約 4.5 倍に増加し、

引き続き深刻な状況にあるものと認識しております。 



 

 

こうした状況に迅速かつ適確に対応していくため、今議会において、児童虐待対応力の

強化のための補正予算を認めていただくとともに、児童相談所の体制強化に向け 11 月 1 日

から 3 名の児童福祉司を配置する予定でございます。 

これによりまして保健所に配置している 7 名を含め，46 人の児童福祉司で児童虐待に対

応する体制となります。 

 

今後の児童相談所の体制強化につきましては、国が年内に公表することとしております 

「児童虐待防止対策体制総合強化プラン、いわゆる新プラン」の内容を踏まえ、児童福祉

司とともに児童の心のケアや保護者指導等を担う心理職の増員も含めまして、専門職の採

用や育成について、積極的に取り組んでまいりたいと考えております。 

 

能勢昌博 

是非とも児童相談所の体制強化、とりわけ児童福祉司の増員をお願い致します。 

 

ただ児童福祉司が担うべき仕事は大変専門性が高く経験も要し、すぐには体制強化には

繋がらないことも頭に入れておかなければならないと思います。更には、児童福祉司は国

家資格ではない為、医師や社会福祉士などの資格を持った人や、大学で心理学や社会学を

学んだ人などの条件を満たす人を自治体が任用することになっていますので、単なる数合

わせではなく、慎重な任用をお願いしたいと思います。 

 

厚生労働省が子どもの安全確保のため「一時保護ガイドライン」をまとめ、「子どもの安

全確保が必要な場面であれば、一時保護を躊躇なく行うべきだ」とし、児童相談所の権限

を明確にしました。そこで一時保護などの対応に当っては、教育現場や警察との連携、そ

れらの知見の活用が重要であると考えますが、京都府において児童相談所の教員や警察 OB 

の配置状況をお教えください。また虐待情報の警察との共有についての現状と今後の考え

をお聞かせ下さい。 

 

警察が先に把握した虐待事案については、児童虐待防止法に基づいて児童相談所に通告

されますが、児童相談所から警察への情報提供については法律がありません。そのような

中、大阪府をはじめ 8 府県がすべての情報を警察と共有しており、他に 11 道県が「全件共

有」を前向きに検討されているとの報道がありました。京都府においても、29 年度は児童

相談所から警察への虐待の恐れがある情報提供は 1,442 件にものぼっています。 

その一方、児童相談所から立入調査等における警察への援助要請の件数は平成 29 年度は 2

件にとどまっています。更なる連携強化と情報の共有化を要望致します。 

 



 

知事 

児童相談所の一時保護の対応についてでございます。一時保護につきましては、こども

の安全確保を最優先とし、リスクの高い場合には躊躇なく保護することが必要でございま

す。そのため、警察 OB 職員の配置はしていないものの、立入調査の際や保護者の暴力が想

定される時などに警察へ援助要請するなど、必要に応じて警察と連携し取り組んでいると

ころでございます。 

一方、一時保護所においては、こどもの不安を軽減させるとともに、短期間の心理療法

やカウンセリングなどを実施しております。また、教員 OB 9 名を配置し、学校と連携し

て普段の学校生活の把握に努め、学習の機会を確保しているところでございます。 

 

また、警察との情報共有や連携の強化につきましては、子どもの生命や発達に重大な影

響を及ぼす事案の情報共有に加えまして、相互の連絡・連携体制や共有する情報のルール

づくりに向けた議論を重ねまして、昨日 25 日に京都府、京都市、京都府警による情報共有

の協定を締結したところでございます。 

 

能勢昌博 

次に警察本部長にお伺い致します。 

 

このように痛ましい虐待事件が起こらない為に警察としてどのような取組みをして行こ

うとお考えなのかお聞かせて下さい。 

 

警察本部長 

能勢委員のご質問にお答えします。 

 

これまでも、児童相談所とは各種会議等を通じて必要な情報の共有を行い、関係法令を

積極的に適用して、児童虐待事案に的確に対応してきたところでありますが、昨日、京都

府、京都市と児童虐待に関する協定を締結し、児童相談所との情報共有等に係る新たな枠

組みができたことで、これまで以上に、きめ細やかな対応ができるようになったと考えて

おります。 

 

今後も、児童虐待事案に迅速かつ的確に対応するため、各種研修会等を通じて、警察職

員の知見を一層高めるほか、具体的事例を想定した児童相談所等との実践的訓練を実施す

るなどして、対応力の強化及び円滑な連携を図り、児童の安全確認、安全確保を最優先と

した対応を徹底し、痛ましい事案の根絶に万全を期してまいります。 

 

能勢昌博 



 

私は保育士として働いてきました。その中で「子どもたちを守りたい」という思いで議

員を志しました。それだけに亡くなった結愛ちゃんの父親や母親に対して人一倍強い怒り

を感じますし、二度とこのような事件が起こらないよう心から願います。この項目の最後

に児童虐待防止に向けた知事の方針と決意をお聞かせ下さい。 

  

知事 

今後とも、出産前後から育児不安を抱え悩む保護者に寄り添い、一人ひとりに応じた支

援を強化していくことで虐待を未然に防ぐ取り組みを一層推進するとともに、地域や学校、

警察など関係機関の連携により、早期発見や再発防止の仕組みづくりの充実に努めてまい

ります。 

こうした取り組みを京都府全体で進め、親と子がともに健やかに育ち、希望を持って生

活することができる、安心で安全な子育て環境日本一の実現に全力を挙げて取り組んでま

いりたいと考えております。 

 

 

能勢昌博 

ふるさと納税について 

 

2008 年から始まったふるさと納税は、寄付すると居住する自治体の住民税と国の所得税

から 2,000 円を超える分が控除される制度であり、ここ数年寄付に対する返礼品の高額化が

問題となっています。そのため高額返礼品を規制するため、来年の通常国会で地方税法改

正案を提出する方針が総務省から発表されました。もともと特産品などの返礼品が人気の

地方が有利で、大都市は不利な制度設計になっていたこともありますが、寄付集めに消極

的であった自治体との格差が広がっているのも事実です。 

 

京都府においては、平成 26 年度には約 1,900 万円の受入額があったものの、その翌年に

は 910 万円と半減、その後も 1,100 万円代であり、ふるさと納税額最多の大阪府泉佐野市

の 135 億円とは比較にならない状態です。また京都府内で寄付された方の個人府民税の控

除額は平成 25 年では約 3,950 万円でしたが、29 年度では 15 億 9,500 万円にものぼり、ふ

るさと納税受入額との差はマイナス 15 億 8400 万円にもなってしまいました。 

 

そこで一点目として、個人府民税減収額がますます大きく膨らんでいく現状を含め、知

事のふるさと納税についての基本的なお考えをお聞かせ下さい。 

 

知事 

ふるさと納税に対する考え方についてでございます。 



 

ふるさと納税の制度自体は、ふるさとや、地方団体の創意工夫を活かした取り組みに対

する応援の気持ちを形にするということで、意義のあるものと考えております。 

 

京都府では、文化財保護、災害復興支援、スタジアム整備、母校応援という施策を応援

していただくために寄附をいただいており、返礼品を送る場合でも、拝観招待や京都サン

ガ応援グッズなど施策に関連するものとしているところでございます。 

 

結果的に、個人府民税からの控除額が寄附額を大幅に上回っているのは残念なことでご

ざいますけれども、その一因として、近年、他の一部の自治体におきまして、過度な返礼

品により多額の寄附を集めていることが考えられるところでございます。制度趣旨に反す

るような過度な返礼品による寄附は、ふるさと納税に対する国民の信頼を損ないかねない

ものとして憂慮しておりまして、国において見直しの議論を十分にしていただきたいとい

うふうに考えております。 

 

能勢昌博 

京都府においても、昨年度から従来の文化財保護目的に加えて、災害復旧の財源やスタ

ジアム建設、府立高校の支援についても対象にするなど、ふるさと納税の対象分野を広げ

られています。そこで私は納税対象を広げる中で、府立高校の支援を実施するのなら、府

立医科大学や府立大学の支援も対象にするべきだと考えます。京都府民の税金で運営され

ている府立の両大学を卒業して、他府県で働いている方には特に寄付をお願いしたいと思

います。奈良県では、大学生の学習環境の向上という名のもとに、県立医科大学に平成 27

年度は 1 億 5,115 万円、28 年度は 1 億 8,318 万円もの寄付を集めています。京都府におい

ても、京都府独自の特性を生かしたふるさと納税が今後必要だと考えますが、府立の両大

学への支援も含め、今後京都府におけるふるさと納税のあり方についてお伺い致します。 

 

知事 

今後のふるさと納税のあり方についてでございます。 

 

平成 30 年度の京都府に対する寄附状況は 9 月末でございますけれども、昨年の倍近い約

2 千万円となっております。 

 

7 月には、ふるさと納税を通じた災害支援を行っています株式会社トラストバンクとの間

で、大規模災害発生時にふるさと納税の即時受付ができるよう、全国で最も早く合意をい

たしました。 

 

今、ご指摘がございました府立医科大学及び府立大学への寄附につきましては、これま



 

でも企業経営者等からの多額の寄附はいただいておりますけれども、更に教育・研究環境

の充実を図るため、近々実施できるように準備を進めてまいりたいというふうに考えてお

ります。 

 

今後とも、京都ゆかりの方、また、京都を応援していただける方から更なるご支援いた

だけるよう、京都府ならではの事業を掲げ、効果的な PR など寄附の働きかけを積極的に

展開していく所存でございます。 
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農業改良普及センターについて 

次に農業改良普及センターについて質問いたします。 

 

昭和 23 年に制定された農業改良助長法に基づき、国と都道府県が協同して、高度な技術、

知識を有する普及指導員を都道府県に設置し、普及指導員が農業者に直接接し、技術、経

営指導を行うのが農業改良普及センターであり、現在まで、このセンターが果たしてきた

役割は大変大きなものであります。 

 

平成 18 年の三位一体改革により、普及事業の基本的な枠組みは確保しつつ、交付金の大

部分を国から都道府県に税源移譲され、一般財源化されました。その為、218 億円あった交

付金が 36 億円まで減額され、税源移譲後の事業支出割合は交付金が約 5%、都道府県が約

95%となりました。平成 21 年度からの全国の交付金の推移を見ましても、少しずつ下がっ

てきており、京都府においても普及事業予算も同じく減ってきているものの、普及職員数

はなんとか減らずに頑張っておられますが、その一方職員の高齢化も進んでいると聞き及

んでいます。 

 

農業情勢がめまぐるしく変化する中で、農業改良普及センターに求められる役割と現状

をまずお聞かせ下さい。 

 

知事 

農業改良普及センターの役割と現状についてでございます。 

 

今日の農業農村を巡っては、農作物の生産に加え、農商工連携や直売など 6 次産業化を

目指す農業経営者や新たなビジネスモデルを目指す新規参入者が増加するなど、担い手の

多様化が進んでおります。また他方で、過疎高齢化の進展に伴って、中山間地域を始め、

地域全体で農業農村を守る仕組づくりの必要性が高まっております。 



 

 

このような中、普及センターの役割は、これまでの技術指導にとどまらず、マーケティ

ング手法を活用した外食や中食、業務用など新たな販路開拓や農産加工品の開発支援また

移住者の定着や、農家レストランなどの農村観光事業への参入に向けたコーディネートな

ど、多くの分野に広がってきております。 

 

 京都府では、こうした農業者からのニーズの多様化に的確に対応するため、商工関係者

など幅広い分野の専門家の参画を得まして、「京の農業応援隊」を各普及センターに結成し、 

現場を最もよく知る普及職員が核となりまして、チームの総合力を生かした伴走支援体制

を構築いたしました。 

 

年間 27,000 件にも及ぶ伴走支援に取り組む中で、たとえば販路開拓のための百貨店やホ

テルとのマッチング、食品メーカーと協働した新商品やパッケージ開発支援、観光団体と

連携した農業・農村体験メニューづくり、新たな事業展開の事例も積み上げてきたところ

です。 

 

能勢昌博 

農業改良普及センターには、農家から技術指導だけでなく、商品開発や経営相談、6 次産

業化にともなう様々な相談が持ち込まれ、商工関係など農業関係以外の専門家や団体と連

携しなければならないなど、幅広い視野を持ったコーディネートできる職員の育成も必要

となってくると予想されますし、農産物や加工品等の販路拡大の支援など多岐多様なもの

へ対応できる農業改良普及センターがますます重要になってきます。京都府として、今後

普及センターをどのように充実していくのかお聞かせ下さい。 

 

知事 

農業改良普及センターの今後の充実についてでございます。 

 

先ほども答弁申し上げましたように、これまでもセンターの活用の分野は広がってきて

おりますけれども、今後は農業の担い手が減少する一方で産地間競争が進む中、 AI や IoT 

などの先端技術の活用による農業の省力化、高品質生産が求められておりまして、今後は、

ものづくり企業・大学などとの連携体制を強化するとともに、チームの活動の中での OJT 

や先端技術に係る研修会の充実などによりまして、世代交代しつつあります普及職員の能

力向上に努めまして、スマート農業や輸出展開など、新しい時代に対応できる普及組織へ

と強化をしてまいりたいと考えております。  
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向日が丘共生型地域づくり構想について 

最後に地元の向日が丘共生型地域づくり構想についてお伺い致します。 

 

先月の 11 日に第 1 回の向日が丘支援学校改築基本構想検討会議が開催され、長年、支援

学校の建て替えをお願いしてきた一人として、いよいよ本格的に動き出したと大変嬉しく

思います。その検討会議では府や 2 市１町の福祉関係者、小中学校の校長、支援学校 PTA 会

長さんらが出席し、大きく分けて 4 点の項目についてこれから具体的な検討が進められる

とお聞きしています。 

 

1 点目は特別支援教育を推進し、様々な児童生徒に対応した教育環境の整備、2 点目が文

化やスポーツ、地域の歴史やコミュニティを学ぶ活動拠点の整備、3 点目は共生型社会の実

現に向けた地域、福祉等関係者との連携体制の整備、そして 4 点目として地域の核を担う

開かれた特別支援学校の実現について話し合われ、障害児・者の地域生活を支える拠点が

求められており、教育と福祉の連携を密にした複合的な施設が必要である。また、施設か

ら地域への移行が進む中、その生活を支援できるよう、教育と福祉がそれぞれの役割を果

たしていけるよう施設整備してほしい、などの意見が出されたと聞いていますが、これら

の意見も踏まえて、向日が丘共生型地域づくりについて、知事の思いをお聞かせください。 

 

知事 

【向日が丘共生型地域づくり構想】 

向日が丘共生型地域づくり構想につきましてでございます。 

 

向日が丘支援学校の建て替えを契機に、支援学校周辺を福祉エリアとして一体的に整備

していきたいとの長岡京市からの提案を受けまして、平成 29 年度から協議を重ねてきたと

ころでございます。 

 

【事業の実施状況】 

これまで、長岡京市の方では、福祉分野ごとの諸課題に対応するため、福祉資源やニー

ズ調査を実施し、構想策定に向け介護予防や地域生活支援拠点など、地域で必要な機能の

取りまとめを実施されておられます。 

 

また、京都府の方では、専門性や広域性の観点から、発達障害や入所施設など必要な福

祉事業に係る資源調査を実施してきたところでありまして、今年度は、教育委員会におき

まして、支援学校として充実すべき機能や地域連携のあり方等の検討を進めてきておりま

す。 



 

 

【構想策定に対する思い】 

今後、これら検討結果を踏まえまして、長岡京市と十分連携する中で、全国的にも例の

ない、福祉施設と特別支援学校との連携によりまして、たとえばでございますけれども、

特別支援学校に在籍中から、地域住民との交流も含めた就労体験の場として福祉施設を活

用するとか、卒業後の生徒が地域での生活を継続できるように、短期入所や就労支援など

の生活支援拠点として利用することや、教育と福祉の連携を学べる実習環境を活かした、

福祉人材を育成する場として活用することなど、福祉サービスの提供とあわせまして、地

域における障害者への理解の促進、また、支援力の向上につながる共生型地域づくりが進

むように、全力をあげて取り組んでまいりたいと考えております。 


