
平成27年第２回定例会（第６⽇⽬） 本⽂ 2015-06-19

↓ 最初のヒットへ（全 0 ヒット）

◯11番（伊藤康平君） 皆さん、こんにちは。公明党千葉市議会議員団の伊藤康平でございます。通告に従い⼀般質問を⾏いま
す。
 初めに、重症⼼⾝障がい児者の地域⽣活⽀援についてお尋ねします。
 １⽇24時間の介護が必要な重症⼼⾝障害児者の家庭では、介護者が病気等になったときや⼀時的休息をとるための通所施設は
必要不可⽋であり、在宅で介護を⾏う家族の負担軽減を図り、重症⼼⾝障害児者が地域で安⼼して暮らせる環境づくりが重要と
なります。
 施設ケアと在宅ケアが共存し、必要なときに適切な対応を受けることが望まれますが、現状、通所施設が不⾜していること
や、福祉、医療、療育の連携など総合的なケアを要することから、利⽤者の要望に沿った対策がなかなか形にならないことが課
題であるとも伺っています。
 また、重症⼼⾝障害者の年⻑や⾼齢化に伴い、⽇常的に介護する保護者も⾼齢化し、疾病などで⼦供にかかわれなくなること
の不安感など、親亡き後も安⼼して地域⽣活が送れる仕組みづくりが望まれているところであります。
 ことしの３⽉に、第３次千葉市障害者計画などが策定されておりますが、地域で安⼼した⽣活を送れるためにどのような内容
が盛り込まれたのか、お聞かせください。
 また、医療的ケアのニーズや、本⼈及び保護者の⽣活状況についてのアンケート調査が実施され、平成25年６⽉に在宅重症⼼
⾝障害児者の医療的ケア等に関する調査結果がまとめられております。調査結果には、医療的ケアやヘルパーの養成、重症児者
のよりどころでもある市⽴桜⽊園の運営の充実などの要望が寄せられていると伺っております。地域で安⼼して⽣活できる環境
づくりや、親亡き後の⽣活⽀援の充実が求められております。
 そこで、アンケート調査を踏まえて、医療的ケアを⾏えるヘルパーの養成、短期⼊所施設等の整備が求められておりますが、
これまでの取り組みについてお答えください。
 さらに、私は、平成23年第２回定例会で、地域における暮らしの場の確保について、グループホームやケアホームの整備促進
や、⾃⽴した⽣活を送る上での相談窓⼝の強化などを求めてきたところであります。⽀援体制の中⼼的な桜⽊園の運営につい
て、⽀援体制の充実がさらに求められております。これまでの対応と今後の対策についてお聞かせください。
 次に、美浜区の諸問題のうち、初めに、住み続けられる住宅環境について伺います。
 美浜区は、⼤型コンベンション施設である幕張メッセを初めとし、国際的な企業や研究開発機関などが集積するほか、⼤型商
業施設や先ごろ⼈⼯海浜で開催された国際レースなど、にぎわいあふれる町でもありますが、⼀⽅で、急速に進む超⾼齢化への
対応が求められております。ひとり暮らし⾼齢者は、⾼齢者全体の約15％を占めており、今後急速な増加が⾒込まれておりま
す。
 ⾼齢化が進む⼀つの要因として、美浜区の特徴でもある集合住宅が多く建設され、昭和40年代から50年代にかけて建てられた
住宅団地が数多く存在しており、都市再⽣機構などの公的賃貸住宅が住宅全体の約35％を占めている現状であります。建設当初
は、⼦育て世代が多く移り住み、公園や公共施設、商業施設が計画的に整備され、にぎわいを⾒せた町も、時の流れとともに⼦
供が巣⽴ち、親の世代が残り、⼈の⾼齢化、建物の⽼朽化が課題になっております。
 美浜区における公的賃貸住宅の課題解決について、何点か伺います。
 ⼀つに、雇⽤促進住宅について伺います。
 雇⽤促進住宅は、国の機関でもある⾼齢・障害・求職者雇⽤⽀援機構が設置し、公共職業安定所の紹介などにより就職する
⽅、配置転換などにより転勤する⽅で、通勤圏外のために住居の移転を余儀なくされているなどの事情により、住宅の確保を図
ることを⽬的として建てられたと伺っております。
 この雇⽤促進住宅は、平成19年の閣議決定により、平成33年度までに譲渡、廃⽌することとされているため、住宅の運営は平
成33年度より前に終了するとされております。⼊居された住宅が運営を終了することになったら、貸与契約期間満了⽇をもって
退去することになると聞いております。
 雇⽤促進住宅は、美浜区を初め、花⾒川区、稲⽑区、若葉区にもありますが、本市として、どの程度の⼊居者がいるのかも把
握できていないのが現状です。今いる地域で住み続けられることが望ましいと考えますが、⼊居者の不安を⼀刻も早く解消する
ための取り組みが必要です。本市の取り組みについて伺います。
 ⼀つに、平成33年に事業が廃⽌される雇⽤促進住宅、これまで機構から雇⽤促進住宅の取得についての照会があったと伺って
おります。当局としての回答をお聞かせください。
 ⼆つに、事業廃⽌と伺っておりますが、⼊居者への周知や今後のスケジュールについてお聞かせください。
 三つに、⼊居者がいる中で、⺠間事業者も含めて雇⽤促進住宅を取得しない場合、機構は事業を廃⽌できるのか、今後の対応
について⾒解をお聞かせください。
 次に、県営住宅について伺います。
 ⾼浜の県営住宅に多く⽣活される外国⼈⼊居者、国の通知もあり、外国⼈に対しても⽇本⼈同様の⼊居資格を認めている状況
は承知しております。⾃治会の皆さんから、外国⼈⼊居者がふえ、⽂化、習慣の違いから、交流、共存、コミュニティー形成を
図る上で⽀障を来していることや、外国⼈⼊居者と共存していくためには、⾏政の⽀援が不可⽋になってきているなどの声が寄

65



せられております。⾃治会も、⾼齢化に伴い対応することが困難になってきており、地域の中でともどもに安⼼して⽣活できる
環境づくりは重要であると考えます。
 地域だけの解決を求めるのではなく、⼀定の形が整うまで⾏政が主体となって解決に向けて取り組む必要があると考えます
が、今後の対策、対応を含めて当局の⾒解をお聞かせください。
 最後に、市営住宅について伺います。
 東⽇本⼤震災において、市営団地の被害も⼤きく、建物とスロープの段差が⽣じるなど、住居者⽣活に影響を及ぼしました。
現在、復興交付⾦を活⽤し、復旧は完了しておりますが、復旧対応に不満の声が寄せられております。市営団地には、⽐較的⾼
齢者が多く居住しており、⾞椅⼦の利⽤者や肢体不⾃由の⽅などが⽣活されております。震災前は、階段⼝がスロープになって
いたのに対し、復興後は、スロープと階段、⼿すりは左右⽚側のみ設置されるなど、居住者の状況が反映されていない構造物と
なっております。また、市営団地内の管理体制にも対応の改善が求められており、空き駐⾞場への不当駐⾞、県営団地と同様、
外国⼈⼊居者との共存⽣活に⽀障を来しているなど、課題は尽きません。
 これまで、当局に対して、地域課題解決に向けて要請してまいりましたが、いま⼀歩進んでいないように思われます。今後の
取り組みについて伺います。
 ⼀つに、震災後の対応について、住居者の状況を調査し、要望に応えていくと認識しております。これまでの対応や対策にど
のように取り組まれてきたのか、⾒解を伺います。
 ⼆つに、市営団地を管理監督する⽴場として、⾃治会だけでは解決できない課題について、今後どのように対処し解決してい
くのか、⾒解をお聞かせください。
 美浜区の諸問題のうち、地域防災⼒の向上について伺います。
 ことしの４⽉、ネパールを襲ったマグニチュード7.8の地震により、多くの⼈命が奪われました。今もなお280万⼈が避難⽣活
を余儀なくされており、被害の⼤きさを物語っております。⽇本においても、活発な⽕⼭活動や体に感じる⽐較的⼤きな地震が
各地で発⽣しております。また、東北や関東地⽅で最近２年間の地震活動が東⽇本⼤震災発⽣前と⽐べて約100倍と活発になって
いる地域があることなどが報道されております。⾃然災害は、予期せぬ形で訪れることから、市⺠の混乱を最⼩限にとどめるこ
とが重要ですが、同時に予期せぬ災害に対応することの難しさもあると⾔えます。
 本市では、地域防災計画に⽰す取り組みを推進し、地域における防災⼒向上に努められていることについては評価するところ
ではありますが、社会情勢や⾃然環境の変化に伴い、これまでの取り組みが後退することがないように努めることが⼤切である
と考えます。
 美浜区では、少⼦化に伴う学校適正配置により、⼩中学校の統合が進められております。これまで避難場所としての役割を担
ってきた学校施設が少なくなることで、避難場所の受け⼊れ区域が広範囲になることや、避難所の収容⼈員、遠隔地移動が⽣じ
るなど、避難所環境の確保、安全避難などの課題が⽣じると考えます。また、ほかの区に⽐べ⾼齢者⼈⼝は少ないものの、将来
的に急激な⾼齢化が想定されており、避難場所への移動が困難となる住⺠が増加すると推察できます。
 さきの震災では、美浜区各地で発⽣した液状化による噴砂が起こり、町は⼟砂と⽔で覆われ、地盤沈下の影響で道路は波打
ち、⾄るところで建物や道路の段差が⽣じるなど、避難⾏動を起こすことが困難な状況にありました。避難所の収容⼈員につい
ては、学校施設の統合がされても確保できていると判断されていると伺っておりますが、これは数字の上でのことであり、地域
の実情を考えると、避難所、⼀時避難場所をふやしていくことが必要と考えます。今後の取り組みについて伺います。
 ⼀つに、避難場所受け⼊れ区域が広域化されることで、避難中の⼆次的被害が想定されます。要⽀援を必要とする住⺠が安全
に避難するためにどのような対策を講じるのか、お聞かせください。
 ⼆つに、避難所が少なくなることは、地域防災⼒の減少につながると考えますが、現在指定されていない公共施設や⺠間事業
所など、⼀時避難所として協⼒を仰ぐことが必要と考えますが、⾒解をお聞かせください。
 三つに、避難場所の減少に伴い、不安を抱えている地域住⺠の声が寄せられております。このような住⺠不安を解消するため
の取り組みについて、今後の対応も含めてお聞かせください。
 最後に、稲⽑海岸駅周辺の⾃転⾞対策について伺います。
 ＪＲ稲⽑海岸駅周辺は、地域の台所ともいえる商業エリアと⾼層の集合住宅を中⼼とし、地域の活動拠点である⾼洲コミュニ
ティセンターなどがあり、にぎわいあふれる町でもあります。また、近隣からの通勤・通学者も多く利⽤し、市営の⾃転⾞駐輪
場も第８駐輪場まで設置されるなど、⽇常的に⾃転⾞を利⽤して訪れる住⺠が多い場所であることがうかがえます。
 これまで、本市においても、⾃転⾞対策には⼒を⼊れて取り組まれております。稲⽑海岸駅周辺では、放置⾃転⾞や商業施設
への無断駐輪などが課題となっておりました。当局の取り組みにより、放置⾃転⾞や無断駐輪が減少され、⼀定の効果があらわ
れてきていると伺っております。
 ⼀⽅で、⾃転⾞と歩⾏者の事故が増加していることが、社会的問題になっております。稲⽑海岸駅周辺は、歩道の幅員が狭
く、歩道中央には点字ブロックが設置されており、歩⾏者専⽤道路としての役割を担っております。また、⾞道は、業務運搬⾞
両や買い物などの利⽤者の⼀時駐⾞などにより、⾃転⾞の⾛⾏環境は決してよいとは⾔えない状況です。こうした現状を改善す
るためにも、歩⾏者や⾃転⾞の安全対策の観点から、⾃転⾞⾛⾏レーンの設置を求める声も寄せられております。
 千葉県警の報告では、昨年発⽣した県内の交通⼈⾝事故の約２割は⾃転⾞が関係するもので、⾃転⾞利⽤者の交通ルールの厳
守やマナー向上を呼びかけております。⼀⽅で、悪質な危険運転により発⽣する事故を未然に防⽌するために、今⽉１⽇から改
正道路交通法が施⾏され、⾃転⾞による危険運転を繰り返す⼈への罰則が強化されることになりました。危険⾏為として定めら
れた歩⾏者⽤道路の徐⾏や交差点優先⾞妨害など、14項⽬が対象とされております。これらの危険⾏為を繰り返し⾏い、交通の
危険を⽣じさせるおそれがあると認められる⾃転⾞運転者に対して、⾃転⾞運転者講習の受講が命ぜられ、これに従わない場合
には５万円以下の罰⾦に処せられると伺っております。



 今回の道路交通法の改正に伴い、内容がよくわからない、規制や取り締まりを先にされては困る、⾃転⾞⾛⾏環境の整備が必
要などの声も寄せられており、特に、⼈が多く利⽤する場所での運⽤は明確に⽰す必要があるのではないでしょうか。稲⽑海岸
駅周辺の安全な⾃転⾞環境を願って、今後の取り組みについて伺います。
 ⼀つに、これまで稲⽑海岸駅周辺は、商業施設の駐輪場などに⽬的外駐輪することで、買い物利⽤される⽅が駐輪できず、駅
周辺に無断駐輪をすることで歩⾏者の妨げとなっておりました。放置⾃転⾞も含めた⾃転⾞対策の取り組みについてお聞かせく
ださい。
 ⼆つに、駅周辺の利⽤者にわかりやすい環境を整備する上で、⾃転⾞⾛⾏レーンなどの安全対策が必要と考えます。当局の⾒
解をお聞かせください。
 三つに、規制や取り締まりが先⾏しているように映る今回の改正法、⼀般者向けの定期的な講習会の開催を求める声もありま
すが、当局の対応と対策についてお聞かせください。
 以上で、１回⽬の質問を終わります。御答弁、よろしくお願いいたします。（拍⼿）

◯保健福祉局⻑（⽥辺裕雄君） 重症⼼⾝障がい児者の地域⽣活⽀援についてお答えします。
 初めに、第３次障害者計画等において、地域で安定した⽣活を送るためにどのような内容が盛り込まれたのかについてです
が、計画の策定に先⽴ち、昨年実施した実態調査の結果によりますと、在宅の障害者を介助する者の約４割が70歳以上であるな
ど、介護者の⾼齢化が進んできており、今後さらに深刻な状況となると考えられることから、まず、計画の総論部分において、
将来を⾒据えた取り組みが必要であることを明記したところであります。
 さらに、医療的ケアを⾏えるヘルパーの養成を⽬的とした研修の受講費⽤を助成する事業を新たに計画事業に加えたほか、グ
ループホームの利⽤者数について、３年後の平成29年には、現在の約1.5倍の587⼈となると⾒込み、その⾒込み量を確保するた
めに必要な助成を⾏うなどにより、積極的な整備を進めることとしております。
 次に、医療的ケアを⾏えるヘルパーの養成、短期⼊所を実施する事業所の整備に向けたこれまでの取り組みについてですが、
医療的ケアに対応できるヘルパーの養成につきましては、必要な研修の受講費⽤を助成しているほか、千葉市桜⽊園において、
千葉県から研修実施機関の指定を受け、昨年度から研修を実施しているところでございます。
 また、短期⼊所を実施する事業所の整備についてですが、事業所を対象とする説明会において、サービス提供が不⾜している
状況を説明するなどにより事業参⼊を促しているほか、昨年度から開始した障害者⽀援版起業塾において、短期⼊所をテーマと
して、施設基準や⼈員体制の基準のほか、報酬体系を具体的に説明するなどにより、事業への参⼊を促しているところでござい
ます。
 最後に、桜⽊園の充実に向けた対応と今後の対策についてですが、桜⽊園で実施している短期⼊所につきまして、既存の定員
に加えて、⼊所者の外泊の際に⼀時的に⽣じる空きベッドを利⽤して短期⼊所を利⽤できるよう、新たに空床型短期⼊所の指定
を受けたほか、申し込みが集中する夏休み期間や年末年始などにおける予約⽅法についても、⾒直しを検討しているところであ
ります。
 また、容体が急変した際に対応できないおそれがあるなどにより利⽤できないケースについても、県⽴こども病院や市⽴⻘葉
病院など周辺の医療機関との連携等により、利⽤が可能となるよう、あわせて検討を⾏ってまいります。
 以上でございます。
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◯総合政策局⻑（川上千⾥君） 住み続けられる住宅環境についてのうち、所管についてお答えします。
 初めに、⾼齢・障害・求職者雇⽤⽀援機構からの雇⽤促進住宅についての照会内容についてですが、機構の前⾝となる雇⽤・
能⼒開発機構からの照会を含めて、平成11年10⽉から昨年の10⽉にかけて、４回の照会がございました。
 具体的な照会内容といたしましては、⼊居者を⼊居させたまま公的な住宅として10年運営することなどを条件に住宅取得の検
討を依頼されたものでありますが、市内の雇⽤促進住宅の取得につきましては、取得費や維持管理経費などの財政負担や⽼朽
化、バリアフリー化対策などといった問題点を抱えているため、取得できない旨を回答しております。
 次に、⼊居者への周知と今後のスケジュールについてですが、機構は、本年２⽉に⼊居者に対し、雇⽤促進住宅の譲渡、廃⽌
に係るお知らせを配布しており、また、年内には⼊居者への説明資料の配布と⼊居者説明会を実施する予定と聞いております。
 なお、今後のスケジュールですが、機構は、平成33年度までの雇⽤促進住宅としての廃⽌を踏まえ、⼊居者が継続して⼊居で
きることを条件に、平成28年度から29年度にかけて⺠間売却を⾏うこととしております。
 最後に、⼊居者がいる中での雇⽤促進住宅の廃⽌と今後の対応についてですが、機構からは、⺠間売却に総⼒を挙げることと
しており、売却後も⼊居者は10年間住み続けられることを条件としているが、⺠間売却ができなかった場合には、⼊居者の⽅へ
丁寧に退去に係る説明を⾏い、閣議決定で決められている平成33年度を期限とする住宅廃⽌を進めていくと聞いております。
 また、住宅廃⽌をする場合、定期借家契約の⼊居者については、２年以内の契約期間の満了に伴い退去となり、普通借家契約
の⼊居者については、⽴ち退き料を⽀払い退去をお願いするとのことであります。
 以上でございます。
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◯美浜区⻑（⽩井和夫君） 住み続けられる住宅環境についてのうち、所管についてお答えいたします。
 ⾼浜県営住宅における外国⼈⼊居者問題についてでございますが、美浜区は、市営・県営住宅やＵＲ賃貸住宅などを中⼼に外
国⼈居住者がふえており、これらの住宅団地では、⽣活習慣の違いなどから、⽇本⼈居住者とのトラブルの発⽣やその対応の困
難さなど、固有の課題が⽣じていると認識をしております。
 ⽇本⼈、外国⼈、どちらの⼊居者にとっても住みよい地域コミュニティーを形成していくためには、互いが⽂化的違いを認め
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合い、コミュニケーションを築きながら地域社会の構成員としてともに⽣きていくという、地域における多⽂化共⽣を推進する
必要性が⾼まっていることから、昨年度は、防災をテーマに外国⼈⼊居者と⽇本⼈⼊居者が交流する場を関係課と連携して設け
ております。
 今後は、さらに⾃治会の意向を確認しながら、外国⼈⼊居者を含めた団地⼊居者と住宅の管理者である千葉県住宅供給公社や
千葉市国際交流協会を含む協議の場の設定など、対策を講じてまいります。
 以上でございます。

◯都市局⻑（河野俊郎君） 住み続けられる住宅環境についてのうち、所管についてお答えします。
 まず、市営住宅における震災後の対応や対策についてですが、⼊居者から寄せられた要望に対し、可能なものは本市及び住宅
供給公社の職員が対応しました。
 また、地盤が⼤きく沈下し、団地内の下⽔道、通路、出⼊り⼝のアプローチなどに⼤きな被害を受けましたので、国の補助を
受けて復旧⼯事を⾏いました。
 災害復旧は、平成24年10⽉に終了しましたが、⾼浜地区では、団地の⾼齢化が進んでおり、階段の昇降に苦慮しているという
⼊居者の声を聞いております。そこで、⾼浜第⼀団地と第⼆団地の共⽤階段の⼀部に、今年度⼿すりを設置することとしまし
た。
 住環境の改善については、今後も、団地⾃治会と協議しながら進めてまいります。
 次に、⾃治会だけでは解決できない課題の対処についてですが、団地⾃治会や⼊居者の皆様からさまざまな意⾒や要望をいた
だいておりますが、市営住宅での⽣活に影響を及ぼす違法駐⾞や迷惑⾏為については、管理者として適切に対応すべき問題であ
り、原因者への指導をより⼀層徹底します。
 また、⼊居者の皆様が使⽤する共⽤部分の修繕などの要望については、緊急度を勘案しながら改善を⾏ってまいります。
 さらに、市営住宅において快適な⽣活を続けていただくためには、団地のコミュニティー形成は重要でありますので、外国⼈
⼊居者との共存や⾼齢化などの課題に対して、区役所などと連携を図るとともに、⾃治会の声を聞きながら対応に努めてまいり
ます。
 以上でございます。
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◯総務局⻑（志村 隆君） 地域防災⼒の向上についてお答えします。
 まず、要⽀援者が安全に避難するための対策についてですが、災害時に⾃⼒で迅速な避難⾏動をとることが困難な⽅につきま
しては、避難⾏動要⽀援者名簿に基づき、初動態勢として町内⾃治会や⾃主防災組織等の地域の⽅々が、情報伝達、安否確認、
避難⽀援を⾏うなど、地域で⽀え合い活動ができるよう、⽀援体制の構築を進めております。
 また、区におきましては、災害時に区職員が、要⽀援者へ電話や居住地を訪問するなどのほか、消防局や千葉県警察等と連携
して、要⽀援者への避難⽀援等を⾏うこととしております。
 次に、公共施設や⺠間事業所などを⼀時避難場所として協⼒を仰ぐことについてですが、各地域の特性に応じて、市⺠が⼀時
的に避難できるよう、⾃治会館や地域内の公共施設の⼀時利⽤について、地域の⽅々、施設管理者等と検討してまいりたいと考
えております。
 また、⺠間事業所の活⽤に当たっては、避難者に対する⽀援の⽅法や⼆次災害に関する施設への補償など、協議しなければな
らない事項がありますが、事業者の皆様の御理解と御協⼒が得られるよう努めてまいります。
 最後に、住⺠不安を解消するための取り組みについてですが、避難場所の減少のあった地域におきましては、円滑に避難⾏動
を⾏えるよう、現在、避難所運営委員会の再編について、地域の皆様と協議を進めているところであります。
 今後も、市⺠の皆様が円滑に避難できるよう、避難所運営委員会や⾃主防災組織等と協⼒して、災害時の⽀援体制づくりを進
めてまいります。
 以上でございます。
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◯建設局⻑（椎名建之君） 稲⽑海岸駅周辺の⾃転⾞対策についてのうち、所管についてお答えします。
 まず、放置⾃転⾞も含めた⾃転⾞対策の取り組みについてですが、商業施設駐輪場の⽬的外駐輪対策として、本市からマリン
ピアに対し、無料から有料駐輪場への変更を要請したところ、昨年12⽉に、⼀定時間を無料とするコイン式駐輪場に改良され、
マリンピアの利⽤者が駐輪できる状況となりました。また、駐輪場の利⽤促進対策として、ペリエの駐輪場は店舗から離れてお
り、利⽤者がわかりづらい状況であったことから、店舗⼊り⼝に駐輪場案内図の設置を要請し、実施いただいたところでござい
ます。
 なお、路上の放置⾃転⾞対策として、誘導員によるあきのある駐輪場への適切な誘導や放置⾃転⾞の撤去の強化を図っており
ます。
 次に、⾃転⾞⾛⾏レーンなどの安全対策の⾒解についてですが、⾃転⾞レーンは、⾃転⾞利⽤者のみならず、⾃動⾞運転者及
び歩⾏者にも⾃転⾞が⾛る位置がわかりやすいこと、また、⾃転⾞を歩道から⾞道に誘導することで、歩⾏者の安全性が⾼まる
ことから、歩⾏者や⾃転⾞利⽤者の安全対策として有効な施策と考えております。
 なお、駅周辺の利⽤者にわかりやすい環境の創出に当たっては、道路幅員や交通状況に応じ、⾃転⾞レーンや⻘⾊の⽮⽻根マ
ークを路⾯に表⽰する⾞道混在型など、適切な整備⼿法を選定してまいります。
 以上でございます。
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◯市⺠局⻑（⾦親芳彦君） 稲⽑海岸駅周辺の⾃転⾞対策についてのうち、所管についてお答えします。
 今回の改正法について、⼀般者向けの講習会の開催を求める声もあるが、本市の対応と対策はとのことですが、今回の改正道
路交通法の内容につきましては、市政だよりの特集記事やホームページに掲載しているほか、各区において実施する⼀般市⺠向
けの⾃転⾞安全利⽤講習会など、さまざまな機会を通じ周知をしております。
 また、美浜区は、交通事故のうち⾃転⾞事故の占める割合が⾼いことから、道路交通法改正直前の本年５⽉19⽇に、稲⽑海岸
駅前において、警察や交通安全協会、地元防犯パトロール隊などと合同で、⾃転⾞マナーアップキャンペーンを実施し、⾃転⾞
事故防⽌と⾃転⾞の適正利⽤のための啓発物品の配布をしたところです。
 なお、⾃転⾞の安全利⽤につきましては、ルールやマナーの周知はもちろん重要ですが、地域の実情に合わせた安全対策が必
要であることから、道路管理者や警察等関係機関と連携を図り、必要な安全対策の検討や要望をしてまいります。
 以上でございます。
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◯11番（伊藤康平君） 御答弁、ありがとうございました。
 それでは、２回⽬の質問をさせていただきます。
 初めに、重症⼼⾝障がい児者の地域⽣活⽀援についてお尋ねします。
 第３次障害者計画の内容については、答弁にあるように、医療的ケアを⾏えるヘルパーの養成に向けた⽀援事業を加えたこと
やグループホームの整備など、将来を⾒据えた取り組みを実施することについて、おおむね承知しました。
 なお、医療的ケアが⾏えるヘルパーの養成と短期⼊所サービスや桜⽊園での⽀援体制の充実について質問いたします。
 本⼈及び保護者の⽣活状況についてのアンケート調査に寄せられた声には、休息をとれずに不安を抱えていることや、医療的
ケアや短期⼊所に対するニーズが⾼いことが明らかとなりました。また、家庭内の不安の中には、１⽇、１年を懸命に⽣きてい
る家族の悲痛な声が寄せられており、これらの声を真摯に受けとめて、あすに希望を持てる取り組みが求められております。そ
うした重症⼼⾝障害児者の声をもとに、伺います。
 ⼀つに、障害児者の⾃⽴した⽣活を⽀え、課題の解決や適切なサービス利⽤に向けて、計画相談⽀援事業のさらなる充実が求
められております。これまでの対策と今後の対応についてお聞かせください。
 ⼆つに、桜⽊園までの送迎を希望される⽅が多くなってきたと伺っております。送迎⾞不⾜を補うための対策が必要となりま
す。また、乗降に多くの時間を要することから、希望者へ満⾜な対応が図られていないことも懸念されております。増⾞も含め
た桜⽊園の送迎などの充実についての課題と今後の対応についてお答えください。
 三つに、本市では、介護職の養成に必要な研修に要する費⽤の⼀部を助成しております。介護職をふやすことはもとより、介
護職が医療的ケアに対応できるようなヘルパーの養成は必須であると考えます。それらが可能になれば、障害者施設だけではな
く、⾼齢者施設での⼀時預かりの協⼒をヘルパーに求めることが可能になると考えます。当局のこれまでの対応と今後の取り組
みについてお聞かせください。
 次に、美浜区の諸問題について、住み続けられる住宅環境のうち、雇⽤促進住宅について伺います。
 先ほどの答弁で、⾼齢・障害・求職者雇⽤⽀援機構から、平成11年10⽉を初めとして昨年10⽉までに計４回の照会があり、機
構の譲渡、廃⽌に向けての取り組みが着々と進められているのに対して、過去の議会などでの答弁からも、⼊居者の居住の安定
確保について、市としてこれまで何ら対応が図られていないのが現状です。
 公営住宅法にある公営住宅の供給には、地⽅公共団体は、常にその区域内の住宅事情に留意し、低額所得者の住宅不安を緩和
するため、必要があると認めるときは、公営住宅の供給を⾏わなければならないとあります。雇⽤促進住宅には、現在、年⾦⽣
活者や低所得者が多く居住するとも伺っております。公的賃貸住宅が譲渡、廃⽌されるということは、本市としても、雇⽤促進
住宅が廃⽌されることで⽣じる公的賃貸住宅の不⾜が懸念され、供給に向けて具体的な取り組みを推進する必要があると考えま
す。また、⾼齢者の⽣活環境の変化に起因する社会的孤⽴などが懸念されます。住みなれた地域で住み続けられるために、機構
と住⺠との間に⽴ち、市⺠の⽣活を守ることが重要です。
 そこで伺います。
 ⼀つに、市が公営住宅として取得する場合に必要となる費⽤はどの程度か。⺠間への売却も市と同じ条件となるのか、⾒解を
お聞かせください。
 ⼆つに、⾼齢者や⽣活困窮により、転居困難者が発⽣した場合の⽀援が必要です。当局の対応について⾒解をお聞かせくださ
い。
 次に、県営・市営住宅については関連がありますので、所感も含めて要望とします。
 公営住宅とは、国及び地⽅公共団体が協⼒して、健康で⽂化的な⽣活を営むに⾜りる住宅を整備し、住宅に困窮する低所得者
に対して低廉な家賃で賃貸し、⽣活の安定と社会福祉の増進に寄与することを⽬的としております。本市の公営住宅の⼊居者を
⾒ると、⾼齢者が多く居住されており、住環境の改善を求める声が多く寄せられております。
 答弁でも、外国⼈⼊居者との⽣活習慣の違いなどから、固有の課題が⽣じていることを認識されているとのことでした。⾃治
会とは何かなど、地域で暮らす基本的なことや外国⼈の⾵習などの相互理解の交流を持ちながら、市もしっかりとかかわり、新
たな地域コミュニティーづくりに取り組まれますよう求めます。
 市営住宅の管理運営に対しては、現状をしっかり調査していただいて、そして居住者の声に⽿を傾け、市の⼀⽅的な管理運営
とならないよう求めます。
 次に、地域防災⼒の向上について、所感も含めて要望とします。
 先ほどの答弁で、公共施設の⼀時利⽤や⺠間事業所への協⼒についての取り組みについて、前向きな答弁が得られたことは評
価しております。官⺠が連携した災害時の拠点施設の確保、運営を図ることは、千葉市にとって、地域防災⼒の向上や業務継続
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の安定化、⺠間事業者には、地域への社会貢献、企業評価の向上などにつながると考えます。さらに、地域住⺠の安⼼な暮らし
に寄与するものであり、このような効果や利点を踏まえて、官⺠連携の災害時の拠点整備に努められますよう要望します。
 最後に、稲⽑海岸駅周辺の⾃転⾞対策について、所感も含めて要望といたします。
 これまで、駅周辺の⾃転⾞対策に努められてきたことや、路⾯標⽰などの歩⾏者、⾃転⾞の安全対策に努められていることに
ついては評価するところでございます。
 答弁にもありました美浜区は、交通事故のうち⾃転⾞事故の占める割合が⾼いとのことでしたので、引き続き啓発活動や安全
対策に⼒を⼊れ、歩⾏者と⾃転⾞の事故を未然に防ぐ取り組みとなりますよう求め、２回⽬の質問を終わります。御答弁、よろ
しくお願いいたします。

◯保健福祉局⻑（⽥辺裕雄君） ２回⽬の御質問にお答えします。
 重症⼼⾝障がい児者の地域⽣活⽀援についてお答えします。
 初めに、計画相談⽀援事業についてですが、本年４⽉から、障害福祉サービスの利⽤に当たり、全ての利⽤者について、あら
かじめサービス等利⽤計画を作成することとなりました。
 本市では、療育センターに設置した計画相談⽀援事業所ぱれっとにおいて、主に市⽴障害者施設の利⽤者を対象に、サービス
等利⽤計画を作成してきたほか、⺠間事業所に計画相談⽀援事業への参⼊を促してきたところです。
 しかしながら、事業者の参⼊が⼗分でないため、新たな計画を作成することやサービスの利⽤状況を⼗分に確認することが困
難な状況にあることから、引き続き事業者を対象とした説明会等で事業への参⼊を呼びかけるとともに、国に対して、事業参⼊
が進むような報酬改定を要望しているところでございます。
 次に、桜⽊園の送迎の充実についてですが、現在、桜⽊園の通所サービスの利⽤者に対しまして、２台の送迎⾞による送迎サ
ービスを⾏っておりますが、全ての利⽤希望に対応できていない状況にあることは認識しております。現在、この２台に加え、
⼊所者が他の医療機関等に通院する際に使⽤している⾞両を試⾏的に活⽤しておりますが、送迎⾞に同乗させている看護師や⾞
両の確保等を含め、送迎サービスの充実について検討してまいります。
 最後に、医療的ケアに対応できるヘルパーの養成についてですが、研修の受講費⽤の⼀部を助成する事業におきまして、昨年
度延べ79⼈の研修費⽤を助成したほか、千葉県から研修実施機関の指定を受けている桜⽊園において、昨年度49⼈の研修を修了
したところです。これらの事業は、今年度も引き続き実施しているところですが、今後は、より⼀層の利⽤を促すための周知等
を⾏うほか、研修をより効果的なものとするため、昨年度の実績を検証し、来年度以降の事業内容の検討を進めてまいります。
 以上でございます。
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◯総合政策局⻑（川上千⾥君） 住み続けられる住宅環境についてお答えします。
 初めに、雇⽤促進住宅を公営住宅として取得する場合の費⽤ですが、機構によりますと、市内５カ所の雇⽤促進住宅全体の平
成20年度の不動産鑑定による参考価格ではありますが、評価額約49億円に対して５割以内の減額をした額が、市が取得する場合
の額になると聞いております。また、⺠間への売却条件についてですが、不動産鑑定評価に基づき予定価格を設定し、⼊札によ
り決定するとのことであります。
 次に、⾼齢者や⽣活困窮者など転居困難者への⽀援についてですが、機構からは、今後、雇⽤促進住宅の⺠間売却に係る⼊居
者説明会の実施など、譲渡、廃⽌を進めていくと聞いておりますが、雇⽤促進住宅が廃⽌となり、⾼齢者や⽣活困難者などの⽀
援を必要とする⼊居者には、公的賃貸住宅の情報提供に努めてまいりたいと考えております。
 以上でございます。
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◯11番（伊藤康平君） 御答弁、ありがとうございました。
 ３回⽬は、所感も含めて要望といたします。
 初めに、重症⼼⾝障がい児者の地域⽣活⽀援についてです。
 計画相談⽀援事業や桜⽊園での送迎サービスの充実については、おおむね承知しました。
 医療的ケアに対応できるヘルパーの養成については、桜⽊園において49⼈の研修が修了したとのことでした。ヘルパーの養成
は、今後ますます重要となりますので、今後の取り組みに期待するところです。
 平成24年４⽉の社会福祉及び介護福祉法の⼀部改正によって、研修を受けたヘルパーなど、医療職以外のものが医療的ケアを
実施することが可能になりました。しかし、制度が改正されてもヘルパー及び事業所が増加しなければ意味のないものとなって
しまいます。今回答弁いただいたことを着実に推進することや、重症⼼⾝障害児者を介護する家族に休息がとれるよう、具体的
な取り組みを推進することが必要であります。福岡県では、医療的ケアと⽣活サービス機能をあわせ持つ介護⽼⼈保健施設での
⼀時預かりに対応する医療型短期⼊所事業に取り組まれております。夜間の⼈員確保など課題はあるようですが、本市でも、⼀
つでも多くの施設でケアが受けられるように、体制強化に向けて取り組まれますよう要望します。
 次に、美浜区の諸問題について。住み続けられる住宅環境についてのうち、雇⽤促進住宅について、所感も含め要望としま
す。
 市の対応として、⾼齢者や⽣活困窮者などの⽀援について、必要な⼊居者には、公的賃貸住宅の情報提供に努めるとのことで
したが、単に住宅情報を提供することだけではなく、居住者の課題に寄り添い、対策を図られることを望みます。また、今後の
⾼齢・障害・求職者雇⽤⽀援機構がこれから説明会を実施するとのことですので、当局としても、居住者の意⾒、要望など情報
提供を求め、しっかりと取り組まれますよう重ねて要望し、私の⼀般質問を終わります。
 御清聴ありがとうございました。（拍⼿）
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