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◯17番（尾花康広）登壇 おはようございます。 

 公明党の尾花康広でございます。今期初めての登壇となります。どこまでも市民の代弁者として

感謝の心を忘れず全力で頑張ってまいりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 私は、公明党福岡市議団を代表し、障がい者の公共料金等の割引について、バス停留所の上屋や

ベンチの設置について、学校遊具の安全対策について、以上３点について質問いたします。当局の

誠実かつ明確な答弁に期待いたします。 

 まず、障がい者の公共料金の割引についてですが、障がいのある人も地域で安心して暮らせる社

会の実現を目指して、障がい者福祉サービスが各自治体で推進され、経済的負担の軽減と社会参加

の促進を図るため、公共料金等の割引が行われておりますが、どうも地域によってそのサービスに

かなりの差が生じているようであります。 

 北九州市立美術館では、障がい者に対し、すべての展覧会の観覧料が無料となっているのに、福

岡市では常設展のみ無料となっているのはなぜですか。同じようにしてほしいとの市民要望を受け、

改善をお願いしておりましたが、その後の進捗状況はどうなっていますか。 

 他の政令指定都市では、博物館、美術館等の常設展以外の特別企画展における障がい者への観覧

料無料化への取り組み状況はどうなっていますか、お尋ねいたします。 

 精神障がい者に対する運賃割引を実施している交通事業者の数は、国土交通省によると、平成 13

年の時点では全国で 347 事業所でしたが、その後タクシー、特に個人タクシーの事業所などが導入

を実施したこともあって、平成 22 年の４月現在では鉄軌道事業者 50 社、乗り合いバス事業者 288

社など、全国で２万 4,785 社、10 年間で約 71倍となっております。残念ながら、この中に西鉄やＪ

Ｒ九州は含まれておりません。 

 そこでお尋ねいたしますが、西鉄やＪＲ九州の運賃割引が、障がい者のうち、身体や知的にはあ

って、精神にないのはなぜか、西鉄やＪＲ九州の正式なコメントをお答えください。 

 西鉄やＪＲ九州に対して、精神障がい者が身体や知的と同様の公平な運賃割引になるよう本市と

してどのような働きかけを行ってきたのか、お伺いいたします。 

 精神障がい者に対して、身体や知的と同様に運賃割引を実施している鉄道や交通会社は年々増加

していますが、九州で言えばどのようなところが既に実施しているのか、お知らせください。 

 障害者基本法が８月５日に改正され、障がい者の定義が、身体障がい、知的障がい、発達障がい

を含む精神障がい、その他の心身の機能の障がいがある者であって、障がい及び社会的障壁により、

継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものとされ、障害者基本法にお

ける障がいには、あらゆる心身の機能の障がいが含まれることが明確になりました。 

 そこでお尋ねいたしますが、本市の発達障がい者の総数と、そのうち障害者手帳の交付を受けて

いる者の数をお答えください。 

 障害者基本法改正の趣旨を踏まえると、障がい者への公共料金等の割引サービスは、従来の障害

者手帳交付者であるかどうかで判断するのではなく、もっと広義にとらえる必要があると思われま

す。サービスの提供の際の障がい者であることの確認方法など、今後どのようなスキームで法改正

の趣旨に基づく施策の実現を図っていくおつもりなのか、お伺いいたします。 



 次に、バス停留所への上屋及びベンチの設置についてですが、６月から 30 度を超える真夏日が続

き、バス停留所に上屋やベンチを設置してほしいとの市民要望をいただきました。 

 そこでお尋ねいたしますが、福岡市福祉のまちづくり条例施行規則別表２では、バス及びタクシ

ーの乗降車場は、高齢者、障がい者等に配慮した構造とすることと規定されておりますが、これを

受けた福岡市福祉のまちづくり条例施設整備マニュアルでは、高齢者、障がい者等に配慮とはどう

いったことが考えられると解説していますか。 

 また、高齢者、障がい者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、いわゆるバリアフリー新法を

受けた国土交通省の移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令第 18条の規

定によると、乗り合い自動車停留所には何を設けなければならないことになっているか、お答えく

ださい。 

 本市におけるバス停留所の数、そのうち上屋やベンチの設置してある停留所は何カ所あり、標準

的な上屋やベンチの設置費用及び維持費用は１カ所当たり幾らですか。 

 上屋やベンチの設置基準はどうなっていますか。 

 上屋やベンチの設置者を路線バス事業者等の一部の者に限っているようですが、その理由は何で

すか。 

 上屋やベンチの設置に関連した事故で、本市において損害賠償が発生した過去３年間の件数をお

示しください。 

 バス停留所には、歩道幅等、設置基準を満たしているのに、上屋やベンチが設置されていないと

ころもあります。上屋やベンチの設置の推進については、平成 18 年度から民間広告会社にゆだねて

いるようですが、当初目標に対し、どのくらい設置が進んだのか、区ごとの設置状況をお答えくだ

さい。 

 そもそも民間広告会社に設置をゆだねた経緯と、現在どのような方針のもとで設置が行われ、そ

の結果に対して、行政当局としてどのような検証を行っているのか、お伺いいたします。 

 次に、学校遊具の安全対策についてですが、ある小学校で最近発生した事故ですが、中休み中に

運動場で追いかけっこをしていた小学校２年生の男の子が、ブランコの可動範囲内に入り、ブラン

コの乗り板が鼻に当たり骨折、手術等のため入院し、６月 20 日から７月 19 日まで欠席するという

事故が発生しました。もう尐し打ちどころが悪かったら即死とのことで、余りの事の重大さに８月

19 日に現地調査を行いました。まず、驚いたことは、６月 20日の事故発生から２カ月が過ぎようと

していたにもかかわらず、学校側は事故報告を教育委員会に上げておらず、事故発生後の抜本的な

対策も行われておりませんでした。 

 そこでお尋ねいたしますが、遊具事故の発生報告はどのように行うことになっていますか。 

 学校における過去５年間の遊具事故の発生状況はどうなっていますか、また、公園における過去

５年間の遊具事故の発生件数をお示しください。 

 公園のブランコには囲みさくがあり、外部からのブランコの可動範囲内に侵入するのを防いでい

ますが、学校に囲みさくを設けていないのはなぜですか、お答えください。 

 事故が発生した学校は、ふだんはブランコの周囲に石灰で白線を引いて注意を促しているとのこ

とでありましたが、現地調査を行った日は夏休みの校庭開放中で、数人の子どもたちが遊んでいま

したが、ブランコの周囲には白線は引かれておりませんでした。学校長の説明によると、午前中に



降った雤で白線が消えたとのことでした。 

 いずれにせよ、遊具の安全点検状況はどうなっていますか。 

 遊具事故発生後の対応状況としてどのようなことに取り組まれてきたのか、お答えください。 

 以上で１回目の質問を終わり、２回目以降は自席にて行います。 

 

◯議長（森 英鷹） 酒井教育長。 

◯教育長（酒井龍彦） まず、美術館などの観覧料についての御質問にお答えいたします。 

 福岡市の美術館、博物館などが主催する特別企画展の観覧料につきましては、検討した結果、こ

のたび、障がい者の観覧料を無料とする方針を定めました。今後、マスコミなどの共同主催者と十

分な協議を行いながら、平成 24年１月から、美術館、アジア美術館、博物館の３館で実施すること

といたしております。 

 次に、福岡市を除く政令指定都市 18市のうち、障がい者の特別企画展観覧料を無料としている都

市は 15市でございます。施設の数といたしましては、32 館のうち 25 館において無料といたしてお

ります。 

 次に、学校遊具の安全対策についてですが、まず、遊具事故の発生報告についてですが、学校で

の入院、骨折、縫合などを伴う事故については、発生直後に第一報を教育委員会に入れるとともに、

速やかに事故報告書を提出することとなっております。今回の事故につきましては、御指摘のとお

り、学校からの報告がおくれたことについて、大変遺憾に思っており、改めて指導の徹底を図った

ところでございます。 

 次に、学校における過去５年間の遊具事故の発生状況についてですが、平成 18 年度には１件で、

ジャングルジムで転倒し後頭部と背中を打撲したもの、平成 19年度には３件で、ジャングルジムか

ら落下し腕を骨折したものと、はんとう棒から落下し頭部を打撲したもの、そして、はんとう棒が

折れて地面に落下し頭部を打撲したものでございます。平成 20年度には１件で、滑り台から落下し

頭部を打撲したもの、平成 21 年度は事故は発生しておりません。平成 22 年度には２件で、ろく木

から落下し腕を骨折したものと、はんとう棒から落下し腕を骨折したもの、そして、平成 23 年度は

１件でブランコが鼻に当たり鼻骨を骨折したものとなっております。 

 次に、学校のブランコに囲みさくを設けていない理由についてでございますが、学校の運動場に

おいては運動で使用する範囲が遊具の付近まで及んでいる場合があり運動の妨げとなるため、さく

を設置しておりません。 

 次に、遊具の安全点検状況についてですが、毎年１回、すべての市立学校を対象に福岡市が委託

している民間の専門業者により実施をしております。点検により遊具の修繕が必要と判断された場

合は、修繕または買いかえなどの措置をとっております。また、学校においても日常的な点検を行

うとともに、小学校などでは毎月１回安全点検日を設けて一斉点検を実施しております。 

 次に、遊具事故発生後の対応状況についてですが、教育委員会で策定しております学校の危機管

理マニュアルに基づき、学校に対して事実確認をした上で、児童や保護者に対する迅速、適切、誠

実な対応を指導しております。また、骨折などの重大事故に関しましては、教育委員会から事故防

止に関する通知を全学校に出して注意喚起を図るなど、事故の再発防止に努めております。以上で

ございます。 



 

◯議長（森 英鷹） 井崎保健福祉局長。 

◯保健福祉局長（井崎 進） 障がい者の公共料金等の割引についてお答え申し上げます。 

 まず、西鉄とＪＲ九州が精神障がい者の運賃割引を実施していない理由についてでございますが、

西鉄とＪＲ九州に確認させていただきましたところ、西鉄におきましては、障がい者の社会参加、

自立支援については社会全体で支えていくべきものであり、障がい者割引については一企業のみで

負担するのでなく、国や県、市町村が中心となり社会全体で取り組んでいくべきものと考えている

と伺っております。また、ＪＲ九州におきましては、障がい者割引は国の社会福祉施策として実施

されるべきものであり、国の負担によって実施されるべきものであると考えていると伺っておりま

す。 

 次に、精神障がい者の運賃割引についての西鉄やＪＲ九州に対する働きかけについてでございま

すが、西鉄に対しましては、平成 19 年９月と平成 20 年７月に、福岡県、北九州市と一緒に精神障

がい者に対する運賃割引制度の適用について要望書を提出しているところでございます。また、Ｊ

Ｒ九州に対しましては、平成 21年 12月に同様の要望書を提出しているところでございます。 

 次に、精神障がい者に対して運賃割引を実施している九州の鉄道やバス会社についてのお尋ねで

ございますが、鉄道事業者につきましては、肥薩おれんじ鉄道など９社が実施しております。また、

バス事業者につきましては、事業者が加入しております各県のバス協会によりますと、長崎県と宮

崎県ではすべての事業者が、佐賀県、熊本県及び鹿児島県では一部の事業者が実施していると伺っ

ております。 

 次に、発達障がい者の総数と、そのうちの障害者手帳を交付した方と交付していない方の内訳に

ついてでございますが、発達障がい者につきましては、独自の手帳制度がございませんので、発達

障がい者の総数と手帳交付の状況については把握いたしておりません。なお、障害者自立支援法や

障害者基本法が改正され、発達障がいは精神障がいに含まれるものとされております。福岡市精神

保健福祉センターにおきましては、平成 22 年８月から平成 23 年３月までの間に診断書によって精

神障害者保健福祉手帳の認定を行った 1,776 人のうち、発達障がいを主たる原因疾患として認定さ

れた方は 62 人となっております。 

 次に、公共料金等の割引は障害者手帳で判断するのではなく、もっと広義にとらえるべきとのお

ただしでございますが、障がい者に対する公共料金等の割引につきましては、それぞれの事業実施

主体が国の要請等を踏まえて実施しており、障害者手帳による割引をしているところでございます。

障がい者本人確認につきましては、現段階では手帳による確認が最も確実であると考えております。

国におきましては、現在、障害者制度改革推進会議において制度全体の見直しを進めているところ

であり、その中で障がいの範囲などにつきましても、検討されているところでございます。福岡市

といたしましても、国の動向を踏まえ関係局、関係機関に理解と協力を求め検討を行ってまいりま

す。以上でございます。 

 

◯議長（森 英鷹） 井上道路下水道局長。 

◯道路下水道局長（井上隆治） バス停留所への上屋及びベンチの設置についてお答えいたします。 

 まず、福岡市福祉のまちづくり条例施設整備マニュアルにおける高齢者や障がい者等に配慮する



という意味でございますが、バス停やタクシーの乗降車場を対象に、上屋やベンチの設置、行き先、

運行系統、時刻表等のわかりやすい案内板の設置等が考えられると解説されております。また、バ

リアフリー新法に基づく国土交通省の省令によりますと、多くの高齢者、障がい者等が利用する駅

や福祉施設、公共施設等を結ぶ道路のうち、国土交通大臣が指定する特定道路の新設または改築を

行うときは、ベンチ及びその上屋を設けることとされております。 

 次に、福岡市におけるバス停、上屋やベンチの状況ですが、バス停の数は約 2,500 カ所、上屋及

びベンチについては路線バス事業者及び民間広告会社によって設置されており、上屋は 533 カ所、

ベンチは 260 カ所に設置されております。路線バス事業者によりますと、標準的な設置費用につき

ましては、上屋については１基当たり約 120万円、ベンチについては１脚当たり約 20 万円となって

おり、それらの維持管理費用はバス停 430 カ所で、上屋、ベンチ合わせまして年間 100 万円程度と

聞いております。 

 次に、上屋、ベンチの設置基準についてでございますが、福岡市道路占用許可基準を策定し、公

共交通利用者の利便性向上や歩行者の安全確保の観点から、地域の実情に応じて設置を許可してお

ります。許可基準では、歩道の残余幅員を２メートル以上確保することとしており、上屋について

は最下部と路面との距離を 2.5 メートル以上、最上部を 3.5 メートル以下とすることとしておりま

す。 

 次に、福岡市におけるバス停などの道路占用者につきましては、上屋は路線バス事業者、ベンチ

は路線バス事業者及び地方公共団体等に限定しております。その理由でございますが、バス停上屋、

ベンチはバス利用者の利便性向上のためのものであり、路線バス事業者による設置が基本と考えて

おります。また、バス停ベンチの道路占用者については、長期にわたる適切な維持管理を行う能力

を有している必要があるとともに、公共施設付近のバス停については公共的団体が設置することも

想定されることから、路線バス事業者に加え地方公共団体等も道路占用者として認めております。

なお、過去３年間、福岡市及び路線バス事業者に対してバス停上屋、ベンチ設置に関連した損害賠

償請求はあっておりません。 

 次に、民間広告会社による広告付バス停上屋の整備についてでございますが、本来、道路上にお

ける広告は認められないものでございますが、広告付バス停上屋については、平成 15 年１月、国土

交通省より道路占用を認める旨の通達が示され、岡山市を皮切りに、現在 41 都市にて導入されてお

ります。福岡市においては平成 18 年 11 月に天神地区で試行実施し、バス利用者等を対象としたア

ンケート調査等を行い、バス利用者の利便性及び都市景観の向上に資すると判断し、平成 19 年度か

ら本格導入しております。その整備に当たっては、広告料収入をもとに整備、管理を行う枠組みで

あるため、広告効果や歩道の残存幅員の関係などにより都心部が中心となっております。当初は平

成 19 年度より４カ年で都心部を中心に約 350カ所を整備することを目標としておりましたが、平成

23 年７月現在の整備箇所につきましては、福岡市管理道路上において合計 103 カ所、その内訳は東

区３カ所、博多区 45カ所、中央区 53カ所、早良区２カ所となっております。なお、南区、城南区、

西区においては整備箇所はございません。現在、昨今の経済状況の影響により広告経費を縮減する

民間企業がふえているため、整備箇所数が伸び悩んでいると聞いております。広告つきのバス停に

ついては、バス利用者の利便性の向上のみならず、都市景観や都市の魅力向上の点からも評価され

ており、整備促進を働きかけてまいりたいと考えております。以上でございます。 



 

◯議長（森 英鷹） 馬場住宅都市局長。 

◯住宅都市局長（馬場 隆） 公園における過去５年間の遊具事故の発生件数についてお答えいた

します。 

 福岡市における公園は、平成 23 年４月１日現在で約 1,600 カ所となっており、公園における過去

５年間の遊具事故の発生件数につきましては、平成 18年度６件、平成 19年度６件、平成 20 年度３

件、平成 21 年度８件、平成 22年度 11件でございます。以上でございます。 

 

◯議長（森 英鷹） 尾花康広議員。 

◯17番（尾花康広） ２回目の質問に入ります。 

 障がい者の美術館、博物館等の観覧料の割引についてですが、方針を定め、平成 24 年１月から特

別企画展を無料としていただくことは大変ありがたいことですが、方針では弱いのではないかと思

います。 

 神戸市を調査してまいりましたが、博物館の常設展観覧料が無料となる対象範囲が本市よりも広

くなっております。具体的には、身体、知的、精神の障害者手帳の交付を受けている方ばかりでは

なく、その方の障がいが重度の場合は介護の方も無料であり、さらには、特定疾患医療受給者証、

先天性血液凝固因子障害医療受給者証、小児慢性特定疾患承認書の交付を受けている方も無料であ

ることが、条例、施行規則の規定に明記されておりました。 

 そこで提案いたしますが、本市が掲げる障がい者が住みやすいまちづくりの観点からも、神戸市

のように常設展観覧料が無料となる対象範囲を広げ、そのことを条例及び規則に明確に規定すべき

ではないでしょうか。 

 また、本市において常設展観覧料が無料となる対象範囲が広がった場合、障がい者や特定疾患医

療受給者証などの交付を受けた方が、すべての展覧会が無料と思って出かけていったのに料金を取

られるケースも発生するわけです。この際、本市として条例及び規則を改正し、常設展のみではな

く、特別企画展を含むすべての展覧会の観覧料無料を明確に規定すべきではないでしょうか、御所

見をお伺いいたします。 

 次に、障がい者の交通機関の利用助成についてですが、九州で言えば、平成 17年４月１日からの

長崎県を筆頭に、佐賀県、熊本県、宮崎県、鹿児島県において精神障害者保健福祉手帳の提示によ

って普通運賃が５割引などとなっています。最近では、新潟県の新潟交通グループ、越後交通グル

ープ、頸城自動車グループなどから成る社団法人新潟県バス協会が平成 23年４月から実施したと伺

っております。北は北海道の根室交通から南は沖縄県の本島内路線バスまで、47 都道府県を総観す

ると、むしろ運賃割引を実施していないところのほうが尐数派となっております。 

 人口が約 154 万 5,000 人の神戸市、本市の約 147 万 7,000 人とそんなに大差がないにもかかわら

ず、障がい者の交通費助成に関する平成 23年度予算額は 19 億 5,608万 5,000 円、本市の２億 7,532

万 4,000 円と比較すると、何と約７倍の予算を組んでいます。その神戸市の障がい福祉担当者と意

見交換をしてまいりましたが、精神障がい者の運賃半額によってバスや電車が減収になるとはデー

タの裏づけがなく、はっきり言い切れないのではないか、バスや電車はともに定時になれば、いわ

ゆる空バスとか空電とか言ってお客さんがいなくても走らせているわけで、運賃半額により精神障



がい者の方の利用がふえれば、それなりのメリットもあると考えてよいのではないかとの結論に至

りました。 

 こうした現状から、私は障がい者の運賃割引の問題は国の福祉政策を待つのではなく、交通事業

者のＣＳＲ、社会的責任で取り組んでいただくべきものだと思っております。本市の交通事業者で

ある交通局の御所見をお伺いいたします。 

 次に、バス停留所の上屋及びベンチの設置についてですが、上屋やベンチの設置は広告効果のあ

る天神などの都心部に極端に集中しており、ユニバーサルシティ福岡を掲げる福岡市のまちづくり

において、バス停留所の上屋やベンチの設置が、単に広告効果という商業ベースのみで左右されて

しまってよいのか、ここにこそユニバーサル、福祉の観点を入れて進めるべきではないかと思いま

す。高齢者や障がい者、小さな子ども連れの方はもちろん、健常者の方でも体調の悪い日もあり、

ましてや、最近の異常気象、猛暑日やゲリラ豪雤など、バス停留所には上屋やベンチの設置を望む

市民の声は日に日に高まっていると思います。 

 また、交通対策特別委員会においても、バス交通のあり方をテーマに、バス交通空白地域、不便

地域などの生活交通を今後どう確保するのか、コミュニティーバスの導入等が検討されております。

利用者の安全、安心な乗降を担保するバス停留所は、西鉄などのバス交通事業者のものだけではな

く、地域コミュニティーにとっても大切な財産であり、その果たす役割は今後ますます重要になっ

てくると思います。 

 先ほど御答弁いただきましたが、福岡市福祉のまちづくり条例施設整備マニュアルでは、バス及

びタクシーの乗降車場として、高齢者、障がい者等に配慮した構造として上屋やベンチの設置を想

定しております。また、バリアフリー新法に基づく国土交通省の省令では、乗り合い自動車停留所

には上屋やベンチを設置しなければならないことになっています。それなのに、福岡市は財政状況

や管理上の問題から、上屋やベンチの設置をバス事業者にお願いしています。バス事業者による上

屋やベンチの設置は、昨今の経済状況等により整備が進んでいないようです。これでは、行政の対

応として本当に不十分ではないでしょうか。いろんな状況があるからつくられないというあきらめ

の考え方から、いろんな状況があるかもしれないけど、市民のニーズが高いわけですから、あらゆ

る努力をしてつくろうという前向きな考え方へ、私は発想の転換が必要だと申し上げたい。行政の

しっかりとしたイニシアチブが必要であります。 

 そこで提案いたしますが、設置基準を緩和し、上屋やベンチの設置者に商店街や自治協議会など

も加えてはいかがでしょうか。 

 本市がバス交通事業者から徴収している上屋の設置に係る道路占用料は年間で約 1,590 万円と伺

っております。上屋の設置を進めたら、たくさんの道路占用料を納めなければならないわけで、こ

れでは上屋の設置はなかなか進まないと思います。 

 そこで、上屋の設置が加速されるよう、１平米当たり 2,900 円などの占用料も免除してはどうで

しょうか。 

 私たちの地域のバス停に上屋やベンチを設置しようなどとのタイトルでキャンペーンを張り、寄

附金を募り、集中的にバス停留所の上屋やベンチの設置の推進を図ってはいかがでしょうか、御所

見をお伺いいたします。 

 次に、学校遊具の安全対策についてですが、速やかな事故報告を行っていなかったのは言語道断



であり、学校長の判断で教育委員会からの事故報告通達を無視することが二度と起こらないよう、

厳正な対処を望みます。 

 今回の事故は、遊具の使用方法というより遊具に近づいたため発生したものであり、遊具そのも

のに対し、何らかの安全対策を行うべきだと思います。 

 横浜市に調査に参りましたが、遊具事故は公園、学校、幼稚園、保育所、市営住宅などで発生し

ている実態を踏まえ、あくまで公園遊具をベースとした取り組みではございましたが、造園、遊具

構造、遊具管理等を専門とする学識経験者や専門技術者、利用者代表から成る外部有識者委員会を

設置し、安全管理の方法や安全な遊具のあり方について、第三者からの客観的な検証と提言が行わ

れ、遊具点検マニュアルの策定、安全管理の啓発と指導が徹底されておりました。特に感銘を受け

たのは、子どもの不慮の事故は予防可能と横浜型安全管理と呼ばれる取り組みが行われ、平成 22年

度は見事に遊具事故ゼロを達成されていた点であります。 

 また、本市の学校のブランコに囲みさくがないことを説明すると、非常に驚かれておりましたが、

国土交通省の平成 20年８月の都市公園における安全確保に関する指針の改定を受けて、社団法人日

本公園施設業協会が遊具の安全に関する基準を改定し、さらに安全を期すために囲みさくの範囲を

広げたということをお伺いいたしましたが、この基準が学校では適用されない理由は何ですか、お

答えください。 

 以上で２回目の質問を終わります。 

 

◯議長（森 英鷹） 酒井教育長。 

◯教育長（酒井龍彦） まず、美術館などの観覧料についてお答えをいたします。 

 常設展の観覧料につきましては、現在、美術館、アジア美術館、博物館のそれぞれの条例施行規

則におきまして、障がい者については全額を無料とすることを規定しておりますが、さらに神戸市

のように対象範囲を広げることを検討してまいります。 

 次に、美術館などが主催する特別企画展の観覧料につきましては、平成 24 年１月から無料とする

方針を定めましたが、規則の改正につきましては、マスコミなどの共同主催者と協議を重ねながら

検討を進めてまいります。 

 また、美術館などの展示室を貸し出して行う展覧会につきましては、美術館などの主催事業では

ございませんが、障がい者などの観覧料につきましては、無料化や割引を行うことを主催者に働き

かけてまいりたいと考えております。 

 次に、国土交通省の都市公園における安全確保に関する指針や、社団法人日本公園施設業協会の

遊具の安全に関する基準が学校に適用されない理由についてでございますが、御指摘の国土交通省

の指針は都市公園を対象としたもので、学校はその適用範囲に含まれておりません。しかしながら、

社団法人日本公園施設業協会の基準につきましては、公園施設を製造、販売する企業が、これまで

の遊具事故の経緯を踏まえて示されているものでございまして、小学校も含まれており、学校内の

安全に大変参考になるものと認識しております。今後とも、これらの基準なども参考にするととも

に、学校において危険箇所や安全な遊具の利用方法などの教育指導を行い、安全の確保に努めてま

いります。以上でございます。 

 



 

◯議長（森 英鷹） 坂田交通事業管理者。 

◯交通事業管理者（坂田憲治） 障がい者の運賃割引についてのお尋ねでございます。 

 地下鉄事業におきましては、障がい者の福祉の充実のため、運賃割引制度は必要と認識している

ところでございます。本市地下鉄におきましては、経営状況や他都市の状況等を踏まえながら、本

市の障がい者施策に沿いまして、身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者の料金割引を実施し

ているところでございます。以上でございます。 

 

◯議長（森 英鷹） 井上道路下水道局長。 

◯道路下水道局長（井上隆治） バス停の上屋やベンチの設置の推進についてお答えいたします。 

 福岡市では都市形成の骨格をなす幹線道路の整備とあわせ、福岡市交通バリアフリー基本方針で

指定したバリアフリー重点整備地区を中心に、歩道のバリアフリー化や段差解消などに重点的に取

り組み、市民の安全、安心を支える道づくりを着実に進めてきたところでございます。平成 22年 12

月に施行されました、いわゆる生活交通条例にもありますように、公共交通機関である路線バスに

つきましては、高齢者や障がい者を初めとする市民の日常生活に必要な移動手段と認識しており、

バス停の上屋やベンチの設置促進に取り組む必要があると考えております。これまではバス停の上

屋やベンチはバス利用者サービスの一環という考えのもと、バス事業者等の道路占用物として対応

してまいりましたが、今後はバリアフリー新法に基づく特定道路における取り組みを初め、議員か

ら御提案の設置者の拡大、占用料免除や寄附金などによる地域参加も含め、上屋やベンチの整備促

進策について関係者と協議を行ってまいります。さらに、道路管理者が積極的に一定の役割を担う

観点から、現在検討中の平成 24年度から５カ年程度を計画年次とします次期道路整備アクションプ

ランの中でしっかりと検討してまいりたいと考えております。以上でございます。 

 

◯議長（森 英鷹） 尾花康広議員。 

◯17番（尾花康広） ３回目の質問に入らせていただきます。 

 障がい者の交通機関の利用助成についてですが、改めてお伺いいたしますが、西鉄やＪＲ九州の

運賃割引が、障がい者のうち、身体、知的にはあって精神にはない理由について、正式なコメント

が井崎保健福祉局長から答弁としてございましたが、それを聞いて、高島市長、どう思われました

か。 

 総務省は、平成 16 年 12 月９日に行政苦情に基づくあっせんで、精神障がい者も身体、知的と同

様に鉄道やバスの運賃割引制度の対象とすることを鉄道、バス会社に検討依頼するよう国土交通省

にあっせんしております。その後、国土交通省、国も依頼し、福岡県も依頼し、福岡市も依頼し続

けているのに、西鉄やＪＲ九州ははねつけ続けておられます。 

 これまで全国的に幾度となく取り組まれてきた請願の中で、ある障がい者団体の代表者の方がそ

の思いを述べておられますが、身体、知的障がい者に適用されている交通運賃割引制度が、精神障

がい者のみに適用されていないということは著しい不公平であり、見過ごすことができない差別で

あります。ユニバーサルシティ福岡を提唱されるならば、七社会と言われ、本市在住の代表企業の

一つである西鉄やＪＲ九州において、企業のＣＳＲ、社会的責任、３障がい一元化というコンプラ



イアンス、法令遵守が果たされていない、この不条理とも思える現状について、社会の公器と言わ

れるマスコミ出身の高島市長にこそ、大きく取り上げ、鋭く切り込み、ぜひ解決していただきたい

のであります。 

 今回は障がい者の公共料金等の割引について、美術館、博物館等の観覧料の割引と交通機関の利

用助成の２点に絞って質問に取り上げましたが、障害者基本法が８月５日に改正され、障がい者の

定義が身体、知的、発達障がいを含む精神、その他の心身の機能の障がいとされた趣旨を十分に踏

まえていただき、福岡のまちで障がいのある方が安心して暮らせる施策に全力で取り組んでいただ

きたいと思いますが、御所見をお伺いいたします。 

 次に、バス停留所への上屋及びベンチの設置についてですが、バス停の上屋やベンチの設置を加

速させるためには、歩道の拡幅、フラット化が大変重要になってまいります。 

 健康寿命延伸都市、健康で自立して元気に暮らせる期間を延ばす都市というビジョンを掲げる松

本市を調査しましたが、車道の拡幅よりも歩道の拡幅という言葉に代表されるように、道路工事も

車道の拡幅ではなく歩道の拡幅が優先されて行われておりました。これは、超高齢人口減尐社会に

突入している現状を踏まえ、20年先、30年先を見据えた場合、近い将来には必ず通行量が減尐する

車のための道路よりも歩行者のための道路、すなわち市民が健康づくりのために日々歩く歩道の拡

幅、フラット化に重点的に取り組み、福祉、医療、環境が充実し、経済が活性化し、命の質や人生

の質の向上を目指し、だれもが「暮らしていたい・暮らしてみたい、生きていることの幸せを感じ

させる雰囲気が漂うまちづくり」を目指して実施されている取り組みで、市民と行政が一体となっ

て見事なまでにコンセンサスが得られておりました。 

 私は、高島市政に大いに期待しております。高島市長になって何だかまちづくりが変わったなと、

ユニバーサルシティ福岡、どうも本気らしいと、市民の皆様が福岡市政をもっと身近に感じること

ができる施策の推進に全力で取り組んでいただきたいのであります。 

 超尐子・高齢社会に突入した本市も、福岡市福祉のまちづくり条例などの趣旨を踏まえ、今で言

えば、福岡市新・基本計画、新・基本計画第２次実施計画、福岡市道路整備アクションプラン等に

成果指標として明確に規定するなどして、車道の拡幅よりも歩道の拡幅・フラット化、バス停留所

の上屋やベンチの設置を積極的に推進するための目標と方策を定め、その進捗管理を適切に行うべ

きではないでしょうか、御所見をお伺いいたします。 

 最後に、学校遊具の安全対策についてですが、私は、公園遊具は子どもたちへの大人の見守りが

ない状態を想定して安全基準が設けられており、学校遊具は先生の見守りを前提にこの安全基準が

緩和され、適用されていないのではないかと思います。ならば、なおさらのこと、先生たちにもっ

と学校遊具の安全対策に問題意識を持ち、具体的な手だてを講じてほしい。念のために申し上げま

すが、私は学校遊具をなくせと言っているのではありません。子どもを不慮の事故から守る安全対

策を強化してほしいと言っているのです。 

 現地調査の際、学校長が説明されておりましたが、事故が起きた学校ではグラウンドスペース上、

囲みさくを設けることは難しいとのこと。ならば、いつだれが引いているか定かではない、雤で流

れる石灰の白線よりも、よく舗装されていない駐車場で見られるようなグラウンド接地面にトラ模

様のロープを張り、工事現場にあるような可動式のポールを設置するなどの工夫をし、子どもの命

を守る責任をもっと強く持っていただきたいのであります。 



 学校遊具の安全対策について、今後どう取り組むおつもりなのか、責任ある答弁を求め、私の質

問を終わらせていただきます。 

 

◯議長（森 英鷹） 酒井教育長。 

◯教育長（酒井龍彦） 今後の学校遊具の安全対策についてお答えをいたします。 

 今回の事故を受けてブランコ前後の可動範囲が一見してわかるように、ポールコーンを設置する

など、児童の注意喚起を図るよう全市立小学校、幼稚園、特別支援学校に通知しております。学校

遊具の安全指導につきましては、遊具の使い方やマナーに関する指導を体育科や生活科の中で行っ

てきており、今後も安全指導の充実を図るとともに、不慮の事故を防ぐ観点から、効果的な対応に

ついて検討し、児童たちの安全確保に努めてまいります。以上でございます。 

 

◯議長（森 英鷹） 高島市長。 

◯市長（高島宗一郎） 障がい者の交通機関の利用助成につきましては、共生社会の実現に向けて、

障がい者があらゆる分野の活動に参加できる機会を確保するという障害者基本法改正の趣旨を踏ま

えて、かつ各交通事業者が主体的に積極的に取り組んでいただくことが大切であると考えておりま

す。今後とも、各交通事業者の理解が得られますように、福岡県、北九州市とも連携しながら引き

続き働きかけを行ってまいります。 

 また、私が目指しているみんなが優しい、みんなに優しい、ユニバーサルシティ福岡の実現をす

るためにも、関係機関や事業者にも御協力をいただきながら、障がい者を初め、すべての市民が安

心して暮らせるようまちづくりを進めてまいりたいと考えています。 

 次に、バス停の上屋やベンチの設置等についてでございますが、これはハード面での公共交通機

関の利便性向上という意味で重要なことだと考えております。従来のバス事業者への要請を行うこ

とだけではなく、尾花議員の御提案も踏まえて、整備手法など利用者の視点に立って十分検討を行

って、しっかりと取り組んでいきたいと考えます。以上です。 


