
発言者：中村義雄議員

公明党の中村義雄でございます。通告に沿って一般質問を行います。

市川市の高齢者支援。

(1)高齢者世帯に対する支援の現状及び課題と対策について質問いたします。我が国は本

格的な人口減少社会時代に突入していると言われています。人口減少の弊害について、さま

ざまな指摘がありますが、市民生活の視点からは福祉の問題を挙げる声が多いと言われて

います。高齢化率の上昇により、高齢者福祉を初めさまざまな社会福祉関連サービスが拡大

することになります。他方、労働力人口の減少により、地方自治体の歳入は減少すると予想

されており、人口減少時代において、社会福祉関連サービスを充実させていくことが困難にな

ると予測されています。

このような状況下、高齢者が住みなれた地域でいつまでも安心して暮らせる元気な町をつく

っていけるか、それとも孤立死、あるいは孤独死に象徴されるような希薄な人間関係の活力

のない町となり、人口減少時代に埋没し、都市間競争に破れていくのか。市川市も岐路に立

たされており、人口減少時代に対応した持続可能な社会を構築することが喫緊の課題と考え

ます。医療・介護総合確保推進法が昨日の参院本会議で可決、成立しました。本市も地域包

括ケアの体制整備を前進させていかなければならない状況であります。

そこで、本市における高齢者世帯に対する支援の現状及び課題と対策について、本市の高

齢化率、ひとり暮らし高齢者数、高齢者のみの複数世帯の状況、また各支援施策の現状に

ついて伺います。

発言者：安井誠一福祉部長

高齢者世帯に対する支援の現状及び課題と対策についてお答えいたします。

初めに、本市の高齢者の現状でございますが、少子・高齢化の進展に伴い、年々ひとり暮

らし高齢者や高齢者世帯が増加してきております。本市の高齢化率は平成 26 年５月末現在

で 19.5％でございます。平成 22 年の国勢調査の結果では、65 歳以上の高齢者数は８万

3,406 人で、そのうち、ひとり暮らし高齢者数は１万 6,381 人となっており、平成 17 年と比較し

ますと約 1.4 倍となっております。また、高齢者夫婦世帯につきましては１万 7,824 世帯で、こ

れも平成 17年の約 1.4 倍となっております。

次に、ひとり暮らし高齢者の方を初めとする高齢者の方に対する支援でございますが、主な

在宅での生活支援サービスといたしまして、あんしん電話と配食サービスなどがございます。

あんしん電話は、ひとり暮らし等の高齢者の方が病気、けがをした場合など、緊急時に電話

機やペンダント式の非常ボタンを押すとあんしん電話受信センターに通報され、オペレーター

が相談を受けるものでございます。状況により、消防局に救急車の依頼をするなど緊急時の

対応につなげております。平成 25 年度におけます設置者数は 1,578 人で、うち、ひとり暮らし



高齢者の方は 1,402 人となっております。また、配食サービスは、ひとり暮らし高齢者の方ま

たは高齢者世帯の方のうち、食事の支度が困難で安否確認が必要な方に対して、訪問調査

の結果に基づき週１回から３回の配食サービスを実施しております。平成 25 年度の配食数

は３万2,584食となっております。また、このほか、ひとり暮らし高齢者または高齢者世帯の方

で居住されている民間賃貸住宅の建物の取り壊し等のために転居を求められた場合、転居

後の家賃増額分の助成や、非課税世帯の方を対象に煙式火災報知器や熱式火災報知器の

設置、家具転倒防止器具の購入や取りつけ費用の補助、御自宅に入浴設備のない方には

健康入浴券の交付などを行っております。

次に、高齢者の見守り活動ですが、ひとり暮らしで訪問を希望された方を対象に、民生委員

による定期的な訪問を行う友愛訪問がございます。これは月１回以上、民生委員が御自宅を

訪問し、生活上の不安や悩みをお伺いするとともに安否の確認を行っており、必要に応じて

市や地域包括支援センターなどの関係機関へつなげております。平成 26 年３月末時点です

が、1,850 人の方の登録をいただいております。また、民生委員は、このほか、日常業務の中

で登録がされていない見守りが必要と思われる高齢者の方への訪問も行っております。現在、

14の地区社会福祉協議会が主体となり、進めております地域ケアシステムでは、各地区に地

域の誰もが相談できる相談員を配置し、地域の生活や介護などに不安のある高齢者の把握

に努めております。また、地域の誰もが参加できる 111 カ所のてるぼサロンを地域の方々の

工夫で進めておりますが、地域で孤立したり、閉じこもりがちな高齢者にも参加いただけるよ

うお誘いをしているところでございます。

次に、地域ケアシステムの一環といたしまして実施しておりますあんしん支え合いネットであ

ります。ひとり暮らし高齢者に限らず、高齢者世帯など、地域の中で安心して生活ができるよ

う、緊急時の連絡用のマグネット式の緊急連絡シートで民生委員などを通じて配付しており、

緊急時に本人だけでなく、消防、救急隊や駆けつけた方がこのシートを見て通報できるように

したもので、シートの裏側には家族等の連絡先、かかりつけ医院の名称や電話番号が記入

でき、緊急時に連絡用として冷蔵庫などに張れるようになっております。この緊急連絡シート

は、これまでに７万 500 枚を作成し、順次配付しているところでございます。このほか、新聞や

宅配等の業者との見守り活動に関する協定がございます。事業者の方が業務中、市内の住

民の日常生活における異変を発見した場合に、本市に通報することにより適切な対応を図る

ことで、孤立死等を未然に防止するなどを目的としております。ひとり暮らし高齢者や高齢者

世帯に限らず、生活に困窮している方など、見守りを必要としている方を対象として見守り活

動を行うため、平成 25年 11月に９業種、13団体、約 500事業所と締結をいたしました。締結

後における通報事例でございますが、協定によりますものが４件、その他が２件で、合わせて

今までに６件の通報がございました。また、認知症で徘回されてしまった場合には警察と連携

し、介護保険サービス事業者等や市民の方にメール情報配信サービスで情報を提供し、早

期発見に努めております。

次に、高齢者の総合相談支援機関といたしまして、地域包括支援センターがございます。市



内４カ所に保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員の専門職を配置し、高齢者の相談を

受け、関係機関と連携を図りながら、より専門的な立場から支援を行っております。また、市

内11カ所の在宅介護支援センターでは、地域の身近な相談機関といたしまして、訪問を中心

といたしました活動を展開し、地域ケアシステムとも連携を図っているところでございます。こ

れらの機関では、介護保険の要介護認定を初め本市で行っておりますサービスの申請代行

も行っており、窓口にお出かけいただけない高齢者の方には御自宅にお伺いし、支援を行っ

ております。このように、高齢になっても住みなれた地域で住み続けられるよう支援に努めて

いるところでございます。

以上でございます。

発言者：中村義雄議員

わかりました。本市の高齢化率は平成 26 年５月末現在で 19.5％ということで、平成 23 年で

たしか 17.2％だったと認識しておりますので、これだけの短い期間の中で 2.3 ポイント上昇し

ているということであります。ひとり暮らし高齢者数は平成 22 年度国勢調査の結果で１万

6,381 人で、高齢者に占める割合は 19.6％ということで、高齢者５人に１人弱ということであり

ますけれども、これにつきましても、平成 22 年度の国勢調査ということでありますので、先ほ

どの本市の高齢化率から見れば、さらに多いのかなというふうに思います。市川市の見込み

では、65 歳以上の高齢者人口は平成 32年まで増加を続け、高齢化率は 21.6％になるという

ふうに見込んでいると思いますけれども、これ、全国の平均から比べますと、そう高くはないと

思いますけれども、種々の要因で高齢化率は変動すると思いますので、楽観はできないなと

いうふうに思っております。ひとり暮らし高齢者数についても、これまで同様、増加していくとい

うふうに考えております。また、先ほど答弁にもありましたが、高齢者夫婦世帯ということで、

夫が 65 歳以上で妻が 60 歳以上についても平成 17 年度の約 1.4 倍に増加しているというこ

とでありました。今後、後期高齢者層の独居世帯がふえていくことも十分考えられますので、

その部分についてもしっかり注視しなければいけないと思っております。

さて、私は日常、市民の方々と話をしていますと、市民の方々から気になる高齢者といいま

すか、そういう方がいるというふうに言われます。こういった方々が孤独死に陥らないか、とて

も心配ですというような話をよく聞きます。本市としても、答弁にあったように、高齢者への生

活支援サービス、見守り活動に関してさまざまな取り組みをされていることはよくわかりました。

孤独死について明確な定義はないということであります。独居者が疾病などで助けを呼べず

に急死し、しばらくしてから見つかる場合、こういったこともあると思いますけれども、しかしな

がら、他人との接触を避けているような方々について、本によっては、このような指摘もありま

す。限りなく自死に近い病死、単独で最後を迎えることをみずから選んだ死。明確な自死とい

う形をとっていないけれども、生活状況、職員対応時の様子、健康状態など、状況証拠を客

観的に判断すると、むしろ緩慢な自死と見てよいケースが含まれるのではないか。生きること



そのものへの意欲やエネルギーを放棄していくプロセスが見えてくるというような指摘もありま

す。どちらの場合でも、いわゆる孤独死を防止するためにも、まず、ひとり暮らし高齢者及び

高齢者のみの世帯の実態把握に努めていただきたいのですが、見解を伺います。また、支援

する上での課題と今後の対策についてどのようにお考えか伺います。

発言者：安井誠一福祉部長

再質問にお答えいたします。

まず、高齢者のみの世帯の実態把握についてでございますが、国勢調査では、高齢者のみ

の世帯については発表されておりませんので、参考になるものといたしまして、住民基本台帳

から高齢者のみで構成されております世帯につきましては把握しております。しかし、世帯を

分離して同居されている方も含まれておりますことから全体の把握は難しいため、地域包括

支援センター、在宅介護支援センターの訪問や民生委員、地域ケアシステムから地域の情報

をいただき、きめ細やかな実態の把握に努めてまいりたいと考えております。

次に、高齢者を支援する上での課題と今後の対策についてでございます。今後の課題です

が、高齢者が住みなれた地域で安心して生活が持続できるよう、ニーズに合った高齢者支援

サービスの拡充や、地域でサービスに結びつかない高齢者の方を把握し適切な支援を行うこ

とが重要であることから、地域包括支援センターの拡充が必要であると考えております。

次に、今後の対策でありますが、地域の方、地域の関係機関などが連携を図りながら適切

な支援ができるような体制づくりに取り組んでまいりたいと考えております。

以上でございます。

発言者：中村義雄議員

答弁では、高齢者のみ世帯の実態把握は難しいが、地域包括支援センター、在宅介護支

援センターの訪問や民生委員、地域ケアシステムから地域の情報を得て、きめ細かな実態の

把握に努めていきますということでありました。実態把握、ニーズ把握についての取り組みが

やはり重要であります。この作業というのは大変煩雑だと思いますけれども、これらのことを

踏まえた上での高齢者支援、孤独死防止が実効性を持ってくれると考えますので、どうかよ

ろしくお願いしたいと思います。

再々質問ですが、地域関係機関との連携はこれまでどのような取り組みがなされたのか。

また、具体的にどのようなネットワークづくりを考えているのか、見解を伺います。

また、地域包括支援センターの認知度が低い。認知度を高めるべきであると考えます。例え

ば新宿区の高齢者総合相談センターが参考になると考えます。それは市民にわかりやすい

名称に変更するとともに、高齢者からの相談事を一手に引き受ける、ワンストップで相談を受



けるように相談機能を充実させることを提案いたしますが、見解を伺います。

発言者：安井誠一福祉部長

再質問にお答えいたします。

地域包括支援センター及び在宅介護支援センターでは、市内 14 カ所の地域ケアシステム

で行われております地域ケア推進連絡会や相談員会議など 18 カ所の民生委員地区協議会

などに参加し、地域の情報収集や共有のほか、サロン活動では企画にも参加し、センターの

職員が講師を務めるなど、日常の活動の中で連携に努めているところでございます。地域ケ

アシステムの活動は、地域の元気な高齢者の方々に支えられた活動でございます。今後、地

域の方々が専門機関との地域の課題を掘り起こし、問題の解決に向けた取り組みが図られ

るようネットワークづくりに取り組んでまいりたいと考えております。

次に、地域包括支援センターの相談機能の充実についてでございますが、地域包括支援セ

ンターに寄せられる相談は介護保険の申請、介護サービスや在宅サービスの利用を初め施

設入所、退院へ向けた相談、家族問題、経済問題、権利擁護関係など、さまざまな相談があ

り、相談者と一緒に問題の解決に取り組んでおります。また、地域包括支援センターだけでな

く、解決が困難な問題につきましては、適切な関係機関と連携をとっているところでございま

す。しかしながら、地域包括支援センターの知名度や役割、また委託しております地域包括

支援センターの名称はあんしん市川駅前、あんしん大柏と愛称をつけておりますけれども、

市民の方の認知度はまだ低いと認識しております。そのため、さまざまな機会を通じ地域包

括支援センターを周知していきますとともに、高齢者の身近な相談機関といたしまして利用い

ただけるよう、効果的な周知方法について考えてまいりたいと思っております。

以上でございます。

発言者：中村義雄議員

わかりました。地域包括支援センターの効果的な周知方法について考えていくという答弁で

ありました。これから地域包括支援センターの役割はさらに大きくなります。効果的な周知を

ぜひよろしくお願いいたします。

では、さらに質問してまいりますが、在宅医療、介護、看護、住居、生活支援サービス、そし

て医療の利用度や依存度を減らす取り組みである予防などをトータルに、それぞれの地域に

適した地域包括ケアシステムを構築していくことが重要であります。どの自治体も同じようなこ

とを言っていると思います。しかしながら、それが実効性があるのか。これから明らかになり、

格差が出てくるように思います。柏市や新宿区の取り組みを見ると、医療の中でも在宅医療

が地域包括支援システムの実効性を担保する大きな鍵になっているというふうに思います。



本市においても、医師会とかかりつけ医や在宅医療の推進について取り組まれているという

ことを承知しておりますが、その現状及び課題について伺います。

そして、本市も医師会に対し、在宅医療推進について積極的に協力要請や協議を進めてい

くべきと考えますが、答弁を求めます。

また、在宅医療を含めた地域包括ケアシステムについて、どうすれば、いつまでも住みなれ

た地域で暮らすことができるか。市民そのものが自身の終活について考える。啓蒙活動を行

うべきと考えますが、見解を伺います。

発言者：安井誠一福祉部長

再質問にお答えいたします。

平成 25 年度在宅医療に関する講演会のアンケートでは、56％の方がかかりつけ医をお持

ちであると回答されております。かかりつけ医は、認知症を初めさまざまな変化に気づき、適

切な医療、介護につながるなど、保健、医療、介護を進める上で大きな役割を担っていただい

ていると認識しております。平成 25 年度は地域の方を対象に、本市の医師会の協力をいた

だき、身近な地域の開業医をお招きし、在宅医療やかかりつけ医に関するお話をいただきま

した。今年度も６つの地域で開催の予定でございます。また、このような講演会や地域包括支

援センターの窓口において、かかりつけ医に関する冊子の配布なども行っております。

次に、在宅医療体制についてですが、この体制の充実は地域包括ケアシステムの柱の１つ

であると認識しております。本市におきまして、平成 24年度より国のモデル事業であります在

宅医療連携拠点事業を実施し、医療介護にかかわる専門職の会議や研修会、24 時間在宅

医療体制の構築、情報共有システムの運用、現状把握及び課題抽出のためのアンケートの

実施、市民への普及や啓発、また、在宅や退院後の在宅医療介護の相談や調整などを医師

会、歯科医師会、薬剤師会、介護支援専門員協議会など、関係団体の御協力をいただきな

がら現在も進めているところでございます。この事業の中で医師会と 207 の医療機関に調査

いたしましたところ、内訳は重複いたしますが、在宅医療につきまして、「往診を積極的に行っ

ている」が 15 医療機関、「往診の依頼があれば移動範囲内で受け入れている」が 50 医療機

関、「かかりつけの患者に限って受けている」が 37 医療機関、「医師からの紹介のみ受け入

れている」が４医療機関と、北部で 17、中部で 60、南部で 22 の合計 99 医療機関から回答を

いただきました。先生方のお話を伺いますと、かかりつけの患者さんからの相談につきまして

は、できるだけ対応されている、必要であれば他の医療機関を紹介されているということです

ので、かかりつけ医を持つことは重要であると考えております。現在、地域包括ケアシステム

の構築に向け、第６期高齢者福祉計画・介護保険事業計画を策定しており、在宅医療の推進

は柱の１つでありますことから、医師会を初め関係団体の協力をいただき、在宅医療、介護

の連携に取り組んでまいりたいと考えております。

以上でございます。



発言者：中村義雄議員

はい、わかりました。では、まとめに入ります。本市の医師会と 207 医療機関に調査した結

果、99機関から回答があって、在宅医療を積極的に行っているのは 15医療機関ということで

ありました。まだまだこれからだなというふうには思います。

さて、朝日新聞の記事でありましたけれども、医師にとって、24 時間対応や定期訪問の負

担は大きい。先進市と言われる松戸市でも担い手は減っていると。それでも、ある医師の方

は、今後は訪問診療が当たり前になる。待っているだけの医者では世の中の期待に応えられ

ない。報酬改定の効果に期待するという記事がありますが、そういった考えを持つ医師もいら

っしゃいます。本市においても、訪問看護、在宅医療をさらに推進していただくことを要望いた

します。

佐藤幹夫氏の著書によれば、高齢社会の進展は地域から人が減り、交流が乏しくなり、地

域全体が活力を失っていく状態をもたらす。さらに進めば、そこに住まう人々から自分たちの

地域への誇りを奪う。地域づくりとは、端的に地域の再活性化だと言いかえてもいいが、高齢

者へのケアシステムの充実は地域の活性化と車の両輪であると主張しています。今後、本市

において、高齢者が安心して生き生きと暮らせる地域包括ケアシステムの体制づくり、そして、

そのため各地域の活性化を進めていただくことを強く要望して、この項についての質問は終

わります。

それでは、(2)障害者の高齢化への対策について伺います。私も市民相談の中に、そのよう

なテーマの切実な相談を受けました。これまでは親が身を張って障害を持つ子のことを守り、

育ててきた。例えば子がいじめられれば、身を張って相手に抗議し守ってきた、仕事も無理を

させずに養ってきた。しかしながら、親が後期高齢者となり、子も60歳に近づいてきた。子も、

そう遠くないうちに高齢者となる。自分の亡き後、残された子はどのようにして生きていけばよ

いのか。これは古くて新しい問題ですが、超高齢社会の今、より大きな切実な問題となってき

ているというふうに考えます。

そこで、本市における障害者の高齢化の状況及び障害者が高齢者になった場合、どのよう

なサービスを受けられるのか。また、グループホーム等の整備状況はどうなっているのか答

弁を求めます。

発言者：安井誠一福祉部長

障害者の高齢化への対策につきましてお答えいたします。

初めに、本市の 65 歳以上の障害者数についてでございますが、平成 26 年４月１日現在、

障害者手帳所持者と 65 歳以上の障害者の人数でありますが、障害種別では、身体障害者



手帳所持者が１万 1,575 人、そのうち 65 歳以上の方は 7,525 人、割合で申し上げますと

65.0％となっております。また、知的に障害のある療育手帳所持者は 2,454 人で、65 歳以上

の方は104人、割合では4.2％、精神に疾患のある精神障害者保健福祉手帳所持者が2,686

人で、65 歳以上の方は 420 人、割合で申し上げますと 15.6％となっております。この障害種

別を合計した障害者全体では、手帳所持者が１万 6,715 人おりまして、このうち 65 歳以上の

方は 8,049 人、割合で申し上げますと 48.2％となっております。

次に、障害者が高齢者になった場合のサービスについてでございますが、障害者が 65 歳

になりますと、原則として介護保険の被保険者となりますことから、ホームヘルパーの派遣な

ど、障害福祉サービスに相当する介護保険サービスがある場合には介護保険サービスを優

先して提供することになります。しかしながら、施設で作業に従事する就労継続支援のような

サービス内容や、機能から介護保険サービスには相当するものがないサービスを希望する

場合や、利用可能な介護保険サービス事業者が身近にない、あっても利用定員にあきがな

い場合、また、介護保険サービスのみではサービス量が不足すると認められる場合、これら

につきましては、介護保険のサービスを受けながら障害福祉サービスを支援することが可能

であり、介護保険サービスを一律に優先的に提供することはしていないところでございます。

また、介護保険法に基づく要介護認定等を受けた結果、非該当と判定されるなど介護保険サ

ービスを利用できない場合であって、障害福祉サービスによる支援が必要と認められる方に

つきましても、障害者総合支援法による障害福祉サービスを支援しているところであります。

続きまして、グループホームの整備状況について御説明いたします。平成 26 年４月１日現

在で、市内には32カ所のグループホームが設置されております。このグループホームの整備

状況でありますが、本市では障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス等の計画量や、

その計画量を確保するため方策を求めた第３期市川市障害福祉計画がございます。この計

画におけるグループホームを利用する人数の計画量でありますが、平成 24 年 10 月時点で

の計画量が 150 人に対しまして実利用人数は 149 人、平成 25 年 10 月時点での計画量 173

人に対しまして実利用人数は 170 人となり、ほぼ計画どおりに推移している状況でございま

す。

次に、障害者の高齢化に対するグループホームの対応につきまして御説明いたします。こ

れまで障害者が地域の中で生活するための住まいの場といたしまして、比較的軽度の方が

食事の援助や清掃、買い物などの日常生活に関する助言をもらいながら生活いたしますグ

ループホームと、食事の援助とともに排せつや入浴などの身体的介護も含めた支援を行うケ

アホームがございます。この２つの事業が障害者総合支援法の施行によりまして、平成26年

４月１日からケアホームはグループホームに統合され、一元化されました。この改正の背景と

いたしましては、障害者の高齢化により、ある程度自立した方が入居するグループホームの

利用者が今後介護が必要となることが見込まれますことから、グループホームにおいて、日

常生活の相談に加え、入浴、排せつの援助など、利用者の個々のニーズに対応した介護サ

ービスを提供できるようにしたものでございます。本市といたしましても、障害者の高齢化へ



の対応を踏まえ、本年度に作成いたします第４期市川市障害福祉計画の中で平成27年度か

ら３年間のグループホーム利用者の数値目標を定めまして、それを達成できるよう、計画的

に整備を進めてまいりたいと考えております。

以上でございます。

発言者：中村義雄議員

ありがとうございます。本市のグループホームへの一元化の状況について再質問しようと思

ったんですが、先ほどの答弁で概略わかりましたので、まとめに入らせていただきます。次期

障害福祉計画の中で、平成 27 年度から３年間のグループホーム利用者の数値目標を定め

るという答弁でありました。障害者が老後を安心して暮らせるよう、早期に整備が図られるこ

とを強く要望して、このテーマについては終わります。どうもありがとうございました。

次に、防災について。

(1)小学校区防災拠点協議会の推進について、現状、各協議会の取り組み状況及び課題に

ついて答弁を求めます。

発言者：古賀正義危機管理監

小学校区防災拠点協議会の推進についての御質問にお答えいたします。

小学校区防災拠点は、今、いつ起きても不思議ではないと言われる首都直下型地震などの

大地震の発生に対処し、地域の減災を図るために、発災時に職員、学校職員、地域の方が

連携し、いち早く地区内の被害状況や支援要請を取りまとめ、災害対策本部へ情報を伝える

役割等を担っており、この防災拠点に協力していただける地域の方で結成する小学校区防災

拠点協議会の立ち上げを急務として取り組んでいるところでございます。この小学校区防災

拠点協議会の立ち上げをより一層進めていくため、本年１月に職員、自治会、学校職員が一

堂に会した小学校区防災拠点協議会全体説明会を開催し、市の考え方やそれぞれの役割、

今後の進め方等について説明いたしました。現在の状況といたしましては、全体説明会の後、

再度の説明を希望された自治会やコミュニティサポート委員会に防災拠点及び防災拠点協

議会について丁寧に説明させていただき、立ち上げを推進していきたい旨を伝えたところ、16

地区からの依頼をお受けしたところでございます。現在は平成25年度末までに結成された百

合台小学校、新浜小学校、南新浜小学校、八幡小学校、福栄小学校に加え、本年５月に信

篤小学校、今月、６月ですが、鬼高小学校で協議会が立ち上がったことから、全部で７校とな

っております。さらに、準備会を設けて立ち上げに向けた検討を進めているのは４校ございま

す。

次に、防災拠点協議会の取り組み状況についてですが、協議会では定例的に会議を開催



し、顔の見える関係を構築しながら防災、減災に役立つ活動や防災訓練を実施しており、具

体的には防災倉庫内の備蓄品の確認、無線の取り扱い方法の確認や図上訓練、普通救命

講習等の訓練を行っているところであります。また、来年、平成 27 年１月 17 日に実施を予定

している市川市総合防災訓練は、大地震発生時の防災拠点活動を中心とした内容で実施す

る計画としているため、主に立ち上がった地区の防災拠点協議会に参加していただくことで

緊急初動配備職員との連携を強めるとともに、日ごろからの活動の成果を発揮する場として、

また、準備会を設置した地区や種々の状況でまだ動きの少ない地区についても、地域の皆様

の参加が可能であれば災害対応要領等を理解していただくための訓練としていきたいと考え

ております。小学校区防災拠点協議会の今後の進め方については、当面の方針として、立ち

上げに積極的な小学校区を優先し、その後は市内全域へ意識の醸成を図るために、本市の

地震被害想定における想定避難者数の多い小学校区から順次取り組む予定でございます。

最後に、現状の課題といたしましては、地区によって進みぐあいにばらつきがあり、また、市

へ寄せられる意見もさまざまであることから問題点等の取りまとめが挙げられております。本

市といたしましては、近い将来発生が危惧されている大地震への備えとして、小学校区防災

拠点協議会はなくてはならない重要な体制であることから鋭意整備を進めてまいります。

以上でございます。

発言者：中村義雄議員

はい、わかりました。小学校区防災拠点協議会で立ち上がっているのは７校、検討中は４校

ということでありました。また、当協議会の位置づけについて、なくてはならない重要な体制で

あるというふうに認識しているということでありました。

そこで再質問ですが、小学校区防災拠点協議会に携わる方から、協議会メンバーへの案内

郵送料や防災訓練に必要な食料の調達費など、運営経費がかかってくる。今後、同協議会

立ち上げ数が増加し、活動が活発化することが予想されるところであります。財政的支援等

が必要になってくると考えますが、見解を伺います。また、中学校や公民館など避難所となる

施設との連携が重要になってくると考えますが、見解を求めます。

発言者：古賀正義危機管理監

再質問にお答えいたします。

初めに、小学校区防災拠点協議会の運営費用等についてですが、現在は全ての協議会で

市が事務的な支援を行っておりますが、今後、協議会が自立して運営するためには事務用

品、通信、訓練用物品等の経費が必要となってくることは十分認識しているところであります。

協議会がふえてくるにつれて、多くの地区で運営費用を含めました共通または似通った課題



等が出てくるものと考えており、運営の支援のあり方についても整理しながら優先順位をつけ

て取り組みたいと考えております。

次に、小学校区防災拠点と中学校等の避難所の関係についてですが、防災拠点はいち早

く地区内の被害状況や支援要請を取りまとめ、災害対策本部へ情報を伝える役割等を担っ

ており、一方、避難所では、避難者が避難し生活を送る場所として、避難者みずからが運営

委員会を組織し運営し、必要に応じて防災拠点への避難所の状況や支援要請等を伝える役

割等を担っております。このように、防災拠点と中学校等の避難所ではそれぞれ担っている

役割は異なりますが、例えば避難所運営上のさまざまな課題等についても、防災拠点と中学

校等の避難所が連携して課題解決に向けて調整することとなりますので、双方の連携は大

変重要なものと認識しております。

以上でございます。

発言者：中村義雄議員

わかりました。それでは、まとめに入ります。協議会の運営経費については、協議会の立ち

上がりがふえた段階で整理しながら優先順位をつけて取り組みたいというような趣旨の答弁

だったと思います。立ち上がりの進捗が今余り芳しいとは言えないような状況だと思いますが、

フロントランナーを重点的に支援するということは１つの考え方だと思います。よく検討してい

ただければと思います。

防災拠点と避難所の関係について、防災拠点協議会メンバーが避難所職員等と定期的に

連携を図ることは重要と考えます。本市の防災拠点協議会は他市に例を見ない取り組みで

ありますので、さまざまな課題が出てくると思いますが、１つ１つ乗り越えることによって得たノ

ウハウを蓄積し、よりよい体制を構築してまいりたいというふうに私も考えております。

それでは、(2)避難所指定及び整備について質問いたします。避難所の位置づけと整備状

況について伺います。

発言者：古賀正義危機管理監

避難所指定及び整備についてお答えいたします。

まず、避難所の指定等につきましては、災害対策基本法第 49 条の４から第 49 条の８に規

定されており、第 49 条の７では、「市町村長は、想定される災害の状況、人口の状況その他

の状況を勘案し、災害が発生した場合における適切な避難所を避難のために必要な間滞在

させ、又は自ら居住の場所を確保することが困難な被災した住民の確保を図るため、政令で

定める基準に適合する公共施設その他の施設を指定避難所として指定しなければならない。」

とされております。この中で政令に定める基準に適合する施設とは、避難のための立ち退き



を行った居住者等、また被災者を滞在させるために必要かつ適切な規模のもの、また、想定

される災害による影響が比較的少ない場所にあること、安全な構造のもの、高齢者、障害者、

乳幼児、その他の特に配慮を要する者が相談または助言、その他の支援を受けることができ

る体制の整備がされていることなどの施設であります。そこで、本市では法律の要件を考慮し

た上で、避難所の指定について一定の耐震性を満たし、速やかに被災者等を受け入れ、ま

た、生活関連物資を被災者等に配付することが可能な構造、設備を有するもので、福祉避難

所においては、障害などのある被災者を受け入れるためのバリアフリー等の設備を有してい

る施設を定めております。ちなみに一時避難場所につきましては、被災者が最初に避難する

場所として指定しております。

続いて整備状況についてでありますが、避難所につきましては福祉避難所 30 施設を含ん

だ 114 施設、また、一時避難場所につきましては 118 施設を指定しているところでございます。

なお、本市では、市内市立学校７校及び県立高等学校７校、民間３事業者と災害支援協定を

締結し、避難所等の確保を図っております。いずれにいたしましても、災害発生時に被災した

市民が混乱することなく避難できるよう、今後も避難所等の指定及び整備に努めてまいりま

す。

以上でございます。

発言者：中村義雄議員

わかりました。避難所の位置づけと整備状況について理解をしたところで再質問であります

が、小中学校の体育館が避難所になるというように考えられますが、窓ガラスが割れ、体育

館の床に飛散している。大変危険であるし、避難所の機能が発揮できなくなるおそれがあり

ます。窓ガラス飛散防止等の措置はとっているのか伺います。

次に、住民が居宅中に発災した場合、最寄りの小学校、あるいは中学校に避難すると考え

ている方が多いようです。他方、一時的に避難したとしても、状況が落ちついた場合、自宅が

安全と確認できれば自宅で避難活動することが望ましいとされています。しかしながら、長い

距離を行き来することは安全とは言いがたく、特に高齢者、歩行が不自由な方にとって大変

であります。とても合理的とは言えないというふうに考えております。そこで、例えば小学校区

防災拠点協議会や自治会が指定されていない公園を一時避難場所として位置づけることは

可能でしょうか。本市としても、そのような小学校区防災拠点協議会と現場における取り組み

内容について情報の共有化を図っていただきたいと思います。また、避難所的機能が発揮で

きるよう、安全が確保されるように助言、整備を進めていただきたいのですが、見解を伺いま

す。

発言者：津吹一法教育総務部長



初めに、私から災害発生時には地域の避難所ともなる体育館、小中学校の屋内運動場の

窓ガラスに係る飛散防止対策に係る再質問からお答えいたします。

御案内のとおり、窓ガラスの飛散防止対策としましては、割れにくい強化ガラスや割れても

散らばらない網入りガラスを設置するほか、普通板ガラスに飛散防止フィルムを張りつける方

法等がございます。特に飛散防止フィルムは、文部科学省の学校施設における非構造部材

等の耐震対策事例集や学校施設の非構造部材の耐震化ガイドブックで、窓ガラスの飛散、

落下の危険を防止するためには有効であるとされております。

そこで本市の現状でございますが、一定の場所は対応済みであるといった学校を含め、強

化ガラスや網入りガラスが整備してある学校は 17 校、ガラス飛散防止フィルムを張りつけ施

工してある学校は 30 校となっております。もとより教育委員会といたしましては、児童生徒の

安全、安心を第一に、構造帯の耐震補強に続き、非構造部材等への取り組みを進めていると

ころでございますが、まずは文部科学省から要請がありました落下等の危険性の高いと思わ

れる屋内運動場のつり天井のある施設を最優先に位置づけ、平成 26 年度に設計委託を行

い、27 年度には改修工事に入る予定で準備を進めております。なお、これらの施設におきま

して、既存の窓ガラスに飛散等の危険性があると判断されました場合には、今回の工事に合

わせて整備を図ってまいりたいと考えております。

また、このほかの未整備施設への今後の対応でございますが、先ほどの文部科学省のガ

イドブックでは窓枠についても触れておりまして、破損した際にはガラス飛散防止フィルムと

一体で落下するおそれがあるとして、ガラス以外に窓枠等の落下も考えられ、建具にたわみ

や腐食、がたつきが生じていないか、フィックスパテどめ――窓枠材にガラスをはめ込み固定

された窓でございますが、ガラスの固定にふさわしくない硬化性パテを使用していないかなど、

専門家の点検及び状況調査の結果を確認する必要があるとしております。これらのことを踏

まえまして、災害時の避難場所としても安全に活用できますよう、未対応の非構造部材等へ

の取り組みを具体的に計画する中で、屋内運動場等の窓ガラスの飛散防止対策につきまし

ても、ガイドブックに基づき、現状の窓枠等の点検及び状況調査の結果を分析しますとともに、

危機管理部門や工事担当部署とも協議を行い、費用面を含めて効果的な手法を見きわめて

まいりたい、このように考えております。

以上でございます。

発言者：古賀正義危機管理監

再質問にお答えいたします。

災害発生時は、第１に自分の身は自分で守ることが最優先であることから、指定の有無に

かかわらず、自宅近くに空地等で安全な場所があれば、そこで一時避難することとして家族

の中で話し合うこと、また、小学校区防災拠点協議会や自治会などでも事前に話し合っておく

ことは重要なことであります。しかしながら、一時避難場所の位置づけにつきましては、延焼



火災等も考慮し、どこに避難するかはそのときの状況を判断して行動することが大切であるこ

とから、小学校区防災拠点協議会や自治会が一時避難場所として位置づけた場所について

は共有を図り、安全確保を含め適切な助言や指導等を行ってまいりたいと考えております。

以上でございます。

発言者：中村義雄議員

わかりました。まとめに入ります。学校の体育館の窓ガラスについては、強化ガラスや網入

りガラスが完全とは言えないが、整備している学校は17校、ガラス飛散防止フィルムを張りつ

け施工している学校は30校となっているということでありました。また、平成27年度に体育館

の天井改修工事を予定している小学校３校、中学校１校等については、窓ガラス飛散等の危

険があると判断された場合、あわせて整備を行うということでありますので、よろしくお願いし

ます。

そして、今後の未整備施設の対応については、体育館を避難所として活用できるよう、窓ガ

ラスの飛散防止対策等について危機管理や工事担当部署と効果的な手法を見きわめていく

ということでありました。早急な対応を強く要望しておきます。

次に、小学校区防災拠点協議会や自治会が独自に一時避難場所を位置づけることは可能

であるということであるというふうに思います。そして、市との共有化を図っていくということで

ありました。

この項目については、これで結構であります。

それでは、(3)避難経路の安全確保について質問いたします。災害に備え、市民がみずから

避難経路を事前に決めていくことは大切なことであります。そこで、避難経路の安全確保の考

え方はどのようなものかについて伺います。

発言者：古賀正義危機管理監

避難経路の安全確保についてお答えいたします。

避難経路は、危険性が少ない道をみずから判断して、あらかじめ決めておくことが重要であ

り、避難する場所までの主要な道路や通行する途中の崖地、ブロック塀や自動販売機等の

場所を確認し、その中の危険箇所等を事前に把握することがいざというときの重要な判断材

料となることから、市民が自助、共助の範囲で独自に避難経路を載せたマップを作成しておく

ことは減災活動として非常に効果が高いものであると認識しております。現在、本市では、市

内を４分割した地区別減災マップの作成を進めており、これは例えば道路幅が広い通りや狭

い通り、ブロック塀に挟まれた道、避難場所として使用できそうな場所、公衆電話、公衆トイレ

の位置等、地域のきめ細かな情報を書き込むなどして、市民みずからが平時から活用してい



ただくことを前提に考えているものでございます。いずれにいたしましても、災害時に市民の

皆様が避難する経路につきましては、日ごろより御家庭でさまざまな事態を想定して話し合っ

ておくことが重要でございます。

以上でございます。

発言者：中村義雄議員

はい、わかりました。避難経路を市民が独自に載せたマップを作成していくということは減災

活動として非常に効果が高いというふうに認識をされているということでありました。そして、

市内を４分割した地区別減災マップを作成中であり、そのマップには市民が自由に書き込め

ることを前提に考えているということでありました。この地区別減災マップは、我が会派の西村

敦議員が推進、要望してきたマップでもあります。

避難経路の安全確保の考え方について理解した上で再質問ですが、地域でつくったマップ

を通して、地域と行政の情報の共有化を図っていただきたいと考えますが、見解を伺います。

次に、避難経路の安全確保の実際上の問題として、ふたかけ歩道及びふたかけ柵渠につ

いてであります。ここでは行徳地域を取り上げます。現在、道路交通部、水と緑の部、それぞ

れでふたかけ歩道の整備及びふたかけ柵渠の点検をしていただいています。私は、このテー

マについて一般質問でも何度も取り上げてまいりました。地震などの災害時、市民が避難す

る際、歩道が安全であることが非常に重要です。市民それぞれの避難経路がありますが、最

終的に一時避難場所である学校や公園に集中することが予想されますが、その周囲の歩道、

あるいは歩道下の水路、ふたかけ柵渠が破損、崩落していては大きな事故につながるおそ

れがあり、平時において早期に重点的に改修を行うべきと考えますが、現在の進捗について

伺います。

次に、小学校区防災拠点協議会等で作成した避難経路について、避難者が学校に集中し

てくることから道路交通部、水と緑の部が情報共有化すべきであり、学校周辺のふたかけ歩

道及びふたかけ柵渠の整備を優先順位に加えていただきたいと考えますが、見解を伺いま

す。

発言者：古賀正義危機管理監

私のほうから地域と行政の情報の共有化ということで再質問にお答えいたします。

一部の小学校区防災拠点協議会や自治会では、実際に地域独自の防災マップを作成して

いる例もあり、今後、このような取り組みが全体に広がれば、地域でつくった避難経路、一時

避難場所等について、地域との情報共有が図れるものと考えており、危険な場所を避けるな

ど、事前の対処にも結びつけることができるものと考えております。



以上でございます。

発言者：鈴木祐輔道路交通部長

私からはふたかけ歩道の整備についてお答えいたします。

初めに、整備の状況についてでございます。行徳地域のふたかけ歩道の総延長は約 42 キ

ロメートルございまして、そのうち平成 25 年度末までには約 15 キロメートルの整備が完了し

ており、整備率は約 36％でございます。また、平成 26 年度は４カ所、延長として約 1.8 キロメ

ートルの整備を予定しておりまして、今年度末には約 17 キロメートルの整備が完了し、整備

率は約 40％の見込みとなっております。

次に、整備の優先順位でございます。ふたかけ歩道は交通バリアフリーの観点から策定さ

れました本市の人にやさしい歩道整備指針に基づき整備しており、主要駅周辺の半径約 500

メートル以内の人通りの多い箇所やふたの老朽化の著しい箇所、通学路や幹線道路等の整

備を優先的に進めているところでございます。そこで、避難経路となるふたかけ歩道の安全

確保につきましては、まずは小学校や避難所周辺のふたかけ歩道を整備していくことが避難

経路の安全性向上につながるものと考えております。

以上でございます。

発言者：東條 等水と緑の部長

私からはふたかけ柵渠の点検状況とその改修についてお答えいたします。

行徳地域のふたかけ柵渠につきましては、老朽化が進んでいることを受けまして、支持部

分である柵渠内部などを含めた排水路内の点検を現在実施しているところでございます。本

調査は、平成 25 年度より点検調査を実施しており、現時点では総延長約 55 キロメートルの

うち約 40 キロメートルの点検を終了しているところでございます。現在の予定では、本年９月

には全ての点検を終了する見込みでございます。この点検が終了しました後には点検結果を

分析し、優先順位をつけて順次改築、修繕を行っていく予定でございます。なお、この優先順

位は、老朽化の度合いのほか、事故が発生した際の影響の大きさ、雨水排水機能の確保や

治水上の安全性などを総合的に判断して整備してまいります。

ここで事故等が発生した際の影響の大きい路線について少し補足いたしますと、国土交通

省が示している下水道施設のストックマネジメント手法に関する手引きでは、緊急輸送路、避

難路、また、社会的影響が大きな路線などの重要路線等の項目が挙げられているところでご

ざいます。例えば通学路のような児童の安全を確保すべき路線や、駅前のような歩行者の通

行が多い路線のほか、御指摘いただいた避難路の下の柵渠についても事故等が発生した際

に影響が大きな路線であると考えていますので、これらの要素について重ね合わせを行い、



対象路線を抽出してまいりたいと考えております。また、改修に当たりましては、以上のことを

踏まえつつ、関連部署とも連携しながら実施してまいりたいと考えております。

以上でございます。

発言者：中村義雄議員

では、まとめに入ります。今、道路交通部、水と緑の部、ともに避難経路について整備、また

改修の優先順位として考慮していただくという答弁でありました。今までの通常の整備、改修

の中にそういった災害の視点を入れ込むことは大変重要な点であるということが確認できまし

たし、入れていただき、ありがとうございます。本市におきまして、小学校区防災拠点協議会

という自助、共助を進めていくといった方向性におきまして、その現場で角を突き合わせて議

論して、現場で汗を流して培った減災、防災のノウハウは１つの財産であるというふうに言え

ると思います。行政も、今は連携していただくということを言っていただきましたが、縦割りを打

破しつつ共有化することによって自助、共助、公助が機能するというふうに考えます。市民手

づくりの防災・減災体制というのが本当にいい発想である、いい取り組みだと思います。私も

一市民として取り組んでまいることを申し上げ、私の一般質問を終わります。ありがとうござい

ました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～


