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平成 28年決算特別委員会（2016.10.06） 

 

◯尾花委員 公明党市議団を代表して、まず、日常生活用具の拡充について尋ね

ていく。本市では、本年６月、福岡市保健福祉総合計画を策定し、障がいのある

人が必要な支援を受けながら、みずからの能力を最大限発揮し、地域や家庭で生

き生きと生活することのできるまちづくりを目指すという理念実現のため、当

事者本位の総合的な支援として、一人一人が主体的に歩んでいく人生において、

生涯の全段階を通じて適切な支援を受けられるよう、教育、福祉、医療、就労な

どの各分野の有機的な連携のもと、施策を総合的に展開し、切れ目のない支援を

行うことをうたっている。切れ目のない適切な支援の最たるものが日常生活用

具であるが、日常生活用具の支給の意義、過去３年間における決算額、不用額の

推移を尋ねる。 

 

△保健福祉局長 日常生活用具については、在宅の障がい児・者に対し給付を行

うことにより、日常生活の利便を図り、その福祉の増進に資することを目的とす

るものである。過去３年間の決算額及び不用額の推移は、25 年度が決算額２億

8,237 万 3,000 円、不用額 1,291 万 3,000 円、26 年度が決算額２億 7,995 万

1,000 円、不用額 4,574 万 1,000 円、27 年度が決算額２億 6,866 万 3,000 円、

不用額 3,265万 4,000円である。 

 

◯尾花委員 27 年度実績で各用具の給付件数の最も高いものと低いものを尋ね

る。 

 

△保健福祉局長 給付件数が最も高いものは、膀胱や直腸に機能障がいがあり、

人工肛門などを増設された方が使用されるストーマ用装具や紙おむつなどの排

せつ管理支援用具で、27 年度は２万 1,398 件の給付実績がある。最も低いもの

は、自力で排尿できない方の尿を吸引する特殊尿器、聴覚障がいのある方がテレ

ビ視聴ができるよう字幕を表示する受信装置、在宅酸素療法を行う方が酸素ボ

ンベを運搬する際に使用するカートで、27年度は給付実績がない。 

 

◯尾花委員 25年度の 1,291万 3,000円と比較し、26年度は 4,574万 1,000円

で約 3.5 倍、27 年度は 3,265 万 4,000 円で約 2.5 倍と、不用額がかなり増加し

ている理由を尋ねる。 

 

△保健福祉局長 日常生活用具については、近年給付額が伸びる傾向が続いて
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おり、それを前提に予算措置していたが、26 年度以降は給付実績が減少傾向に

あることから、不用額が発生している。今後は予算の見積もりの精度を高めるよ

う努めていく。 

 

◯尾花委員 限られた予算の中での大事な日常生活用具の支給であり、各用具

の給付件数を踏まえ、不用額をできる限り出さないよう、精度の高い見込み量の

積算を求めておく。本市では、25 年度に障がい児・者等実態調査を行ったよう

だが、障がい者福祉政策として国や県、市に力を入れてほしいこととして、身体、

知的、精神障がい者、難病患者で共通して上位１、２位に上がったものは何か。 

 

△保健福祉局長 実態調査において、全障がいに共通して要望の上位に上がっ

ているのは、障がい者に配慮した保健、医療体制及び医療費公費負担制度の充実

と年金などの所得保障の充実である。 

 

◯尾花委員 実態調査を受け、福岡市保健福祉総合計画では、福祉用具に関する

情報提供を行い、日常生活用具については、情報通信技術いわゆるＩＣＴの進展

や利用者ニーズに応じた内容となるよう給付品目の見直しを継続して検討する、

社会参加を支援するため合理的配慮の観点に基づく意思疎通支援施策の充実を

図ることなどに取り組むとしている。日常生活用具の支給に関する過去３年間

の改善状況について尋ねる。 

 

△保健福祉局長 25 年度に軽度、中等度難聴児に対する補聴器、呼吸機能障が

いのある方の血中酸素飽和度を測定するためのパルスオキシメーターの給付を

それぞれ開始するとともに、ストーマ用装具の附属品を 10 品目から 13 品目に

拡充している。また、視覚障がい者が音声の録音、音声読み上げ対応図書の再生

を行うポータブルレコーダーについて、従来の対象機器に加えて、インターネッ

トに接続して利用できる機器も給付対象としている。なお、26年度、27年度に

拡充したものはない。 

 

◯尾花委員 スピーチプロセッサいわゆる人工内耳に関する市民相談を受けた

が、人工内耳とは何で、その治療対象、効果を尋ねる。 

 

△保健福祉局長 人工内耳については、障がいがある方に人工的に内耳の働き

を行う電気刺激装置であるインプラントを手術で体内に埋め込み、耳たぶの上

などに装着した体外装置であるスピーチプロセッサが拾った音を電気信号に変

換して内耳に埋め込んだインプラントに送信し、音を届ける装置である。治療対
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象となる方は、内耳の機能が失われ、大きな音でも聞き取ることができない高度、

重度難聴者であり、その効果としては、個人差はあるが、聞く、話すなどの音声

を用いたコミュニケーションが可能となることである。 

 

◯尾花委員 補聴器と人工内耳の適用について、補聴器は、30～50 デシベル未

満の小さな声やささやき声が聞こえにくい方や 50～70デシベル未満の普通の会

話が聞こえにくい方が対象となり、人工内耳は、70～90 デシベル未満の大きな

声でも聞こえにくい方のほか 90デシベル以上の耳元での大きな声も聞こえにく

い方や日常の音声はほとんど聞こえない方が対象となる。通常、音は耳から入っ

て外耳、中耳、内耳のカタツムリのような蝸牛から、聴神経という蝸牛神経に入

っていく仕組みである。補聴器を使用する方は、この通常のルートを通っていく

が、人工内耳を装着している高度、重度の難聴者の方は、内耳のカタツムリのよ

うな蝸牛が機能しない状態になっているため、通常のルートを通らない。そのた

め、人工内耳を装着していれば、一度、体外装置のマイクで音を拾い、スピーチ

プロセッサで電気信号に音声処理を行い、ケーブルで送信コイルと接続し、頭の

中に埋め込まれているインプラントという受信装置に送られることとなる。本

市の人工内耳に関する公的助成の概要、人口内耳の更新費用と電池代が日常生

活用具の公費助成の対象になっているのかを尋ねる。 

 

△保健福祉局長 人工内耳に関する公的助成について、人工内耳埋め込み手術

は平成６年４月から健康保険の適用対象となっており、18 歳以上は更正医療、

18 歳未満は育成医療の対象である。健康保険が適用されるのは、初期導入時の

手術費及び手術用の薬剤、入院費、人工内耳の対外装置が対象となり、対外装置

の機器更新は修理不能の破損等となった場合に対象となるが、単に新機種への

機器更新は健康保険対象となっておらず、国の制度である補装具の対象にもな

っていない。人工内耳の更新費用及び対外装置の電池代については、24 年度に

日常生活用具として給付について検討したが、初期導入や修理不能の破損など

の場合、健康保険の対象となっていること、電池は消耗品であり、補装具である

補聴器の電池も助成していないことなどを踏まえ、追加を見送った経緯がある。 

 

◯尾花委員 軽度、中等度難聴児の補聴器の更新費用は、日常生活用具として公

費助成の対象になっているか。 

 

△保健福祉局長 軽度、中等度難聴児の補聴器の更新費用は、健康保険や補装具

の助成対象となっていないことから、25 年度から日常生活用具の公費助成の対

象としている。 
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◯尾花委員 補聴器１台当たりの助成金額、27年度の給付実績を尋ねる。 

 

△保健福祉局長 現在、補聴器１台当たり上限５万円の助成を行っており、27年

度の給付実績は 18件で 86万 8,000円である。 

 

◯尾花委員 軽度、中等度難聴児の補聴器の更新費用を日常生活用具として、公

費助成の対象にしているのに、難聴の程度の重い高度、重難聴児の人工内耳の更

新費用を対象にしていないのは不自然に感じるが、理由を尋ねる。 

 

△保健福祉局長 人工内耳については、初期導入経費等が健康保険及び更正医

療、育成医療の助成対象となっており、機器の更新も修理不能の破損の取りかえ

の場合は健康保険の対象である。一方、軽度、中等度の難聴児の補聴器は、語彙

習得段階にある難聴児にとって大変有効であるが、健康保険の対象ではなく、国

の制度である補装具の対象にもなっていないことから、一切の公費助成がなく、

自費で購入すると両耳で 30万円程度かかる状況であったため、市が独自に日常

生活用具として助成することとしたものである。 

 

◯尾花委員 軽度、中等度難聴児の補聴器の公費助成が全くなかったから助成

の対象にしたということはわかるが、障がいの程度のより重い方が装着する人

工内耳を日常生活用具の公費助成の対象にしないのは、障害者差別解消法の考

え方である社会的障壁を取り除くため、障がい者の状況に応じて適切に対応す

るという福祉に対する基本的な考え方、丁寧に要望を聞き、どうすれば実現でき

るかという基本的スタンスからかけ離れているのではないか。 

 

△保健福祉局長 人工内耳については、障がいの程度がより重い方が対象であ

ること、医師による手術、訓練等を要することなどから、医療保険での対応がな

されていると理解している。医療保険の対象となってない修理などの維持管理

費についても、本来は補聴器と同じく補装具の制度の中で助成すべきであると

考え、この点について、国に対して要望を行っているところである。 

 

◯尾花委員 既に人工内耳の更新費用と電池代を日常生活用具として公費助成

している自治体の数、政令市及び先進自治体の取り組み状況を尋ねる。 

 

△保健福祉局長 人工内耳の更新費用については、101 自治体が助成しており、

そのうち政令市は浜松市、静岡市、神戸市の３都市である。耐用年数は５年とし
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ている自治体が多く、助成額は 20万円から 110万円と幅がある。電池代につい

ては、112 自治体が助成しており、そのうち政令市は浜松市、静岡市、岡山市、

熊本市の４都市で月額 2,500円前後の助成である。 

 

◯尾花委員 かなりの数の自治体が既に助成を行っている。既に助成を行って

いる政令市の助成開始時期、助成内容、27年度実績を尋ねる。 

 

△保健福祉局長 人工内耳の体外装置の更新の助成については、浜松市は今年

度から、静岡市及び神戸市は 27年度から助成を開始している。給付実績はそれ

ぞれ、３件及び７件である。電池代の助成については、浜松市と静岡市は 25年

度から、岡山市は 24年度から、熊本市は 20年度から助成している。給付実績は

実人数に換算すると、浜松市が約 32 名、静岡市が約 20 名、岡山市が約 22 名、

熊本市が約 29名となっている。 

 

◯尾花委員 既に助成を行っている全ての政令市の担当者に直接問い合わせ話

を聞いたところ、団体からの要望、県のガイドラインに沿った、議会からの提案、

内部検討の結果など、助成に至った経緯はさまざまであったが、いずれの自治体

も、本人負担が重く、最優先すべき品目と判断したため助成を行っているとの回

答であった。本市においても、不用額の範囲内で十分に賄える金額であり、人工

内耳の更新費用や電池代を日常生活用具として、その公費助成に取り組んでは

どうかと思うが、所見を伺う。 

 

△保健福祉局長 人工内耳の更新費用については、修理不能の破損等の場合は

健康保険が適用されるものの、新しい機種への交換等には適用されないことか

ら、そのような更新には費用が 100万円以上かかり、また、修理についても健康

保険が適用されず、利用者の自己負担となっていることは承知している。しかし

ながら、初期の導入については健康保険で対応していることから、更新も健康保

険で対応する、あるいは補聴器と同様に国の制度である補装具で対応すること

が基本と考えている。電池代については、消耗品であり、補装具である補聴器の

電池代も助成対象としてないことから、日常生活用具での給付対象品目に追加

する品目としては優先順位が高くないと判断している。 

 

◯尾花委員 修理不能の破損と一部破損との費用負担の違い、修理不能の破損

と機器更新との定義の違い、修理不能の破損の取りかえの判断は誰が責任を持

って行うのか、その申請の流れ及び周知は医療機関や患者本人に徹底されてい

るのかを尋ねる。 
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△保健福祉局長 人工内耳が修理不能となり、取りかえが必要であるか否かに

ついては、主治医が相談を受け、個々に機器の状況や利用の状況を確認して判断

するものである。また、取りかえの説明や周知については、医療機関が行うもの

である。 

 

◯尾花委員 補聴器の電池代も助成しておらず人工内耳の電池代も助成しない、

優先順位が高くないと聞き、愕然としている。何をもって優先順位を判断してい

るのか。補聴器の軽度、中等度難聴者と違い、人工内耳が必要な方は高度、重度

難聴者であり、24時間装着していなければ、ほとんど音が聞こえないのである。

そのため、二、三日で電池交換しなければならず、電池の消耗も激しく、電池代

の負担が重くのしかかっており、なぜそのことに思いをはせることができない

のか。国への要望の継続、他都市の助成状況を見ながら検討とのことであるが、

一体いつになったら実現できるのか。しっかり国へ要望するとともに、本市は他

の先進自治体のように主体性を持って助成に踏み切ってほしい。本市の心身障

がい福祉センター聴覚言語障がい児部門の平成 28年３月末日在籍人員、延べ療

育人員及び本市における人工内耳の埋め込み手術の障がい者自立支援医療制度

の給付実績を尋ねる。 

 

△こども未来局長 聴覚言語障がい児部門の利用状況について、通園と外来療

育の合計で平成 28 年３月末時点の在籍人員は 272 人、27 年度延べ療育人員は

4,018人である。また、人工内耳埋め込み手術の給付実績について、18歳未満の

児童を対象とした育成医療の件数は、27年度１件、26年度３件、25年度１件で

ある。 

 

△保健福祉局長 人工内耳の埋め込み手術について、18 歳以上を対象とする更

正医療における給付実績は、27年度１件、26年度２件、25年度１件である。 

 

◯尾花委員 給付実績の件数が、極端にかけ離れている理由を尋ねる。 

 

△こども未来局長 育成医療の助成を受けるためには、手術を受ける前に医師

の診断書等を添付して市に申請する必要があるが、そうした手続が不要な子ど

も医療費の助成制度を使って、手術を受けている方がいるためではないかと考

えている。 

 

◯尾花委員 本来なら国の育成医療費を使い手術すべきところを、手続が面倒
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なので市の子ども医療費を使い手術している実態があるとのことで、本来なら

市の負担が４分の１で済むものが４分の３となり、市民の大事な税金がイレギ

ュラーな形で使われている。日本産婦人科医会が実施した都道府県別の新生児

聴覚スクリーニング検査実施状況において、福岡県の聴覚検査実施率は 50～

70％であった。福岡市心身障がい福祉センターの施設内にある、ありんこ園には

56名の難聴児が福岡県内から通ってきており、そのうち 44名が新生児聴覚スク

リーニング検査を経て来所し、片耳 10 名、両耳４名の計 14 名が人工内耳を装

着していると聞いている。脳神経のネットワークが一番発達するのが２歳から

３歳で、音が聞こえないと言葉の獲得が遅くなるため、親が健聴者である場合、

補聴器や人工内耳を早目につけるケースが、近年増加傾向にあるとのことであ

った。新生児聴覚スクリーニング検査により、生まれた直後に難聴を見つけるこ

とが大変重要で、音を聞く脳は２歳から４歳程度までに発達し、そのゴールデン

タイムを逃してしまうと、言葉を聞く脳がなかなか発達しないとのことである。

発見後の流れがとても大切であり、新生児聴覚スクリーニング検査で早く要精

密検査が見つかると、３カ月までに早期診断、６カ月までに早期療育や補聴器の

開始が望ましく、１歳から人工内耳が可能になり、言語レベルが健聴児に近づく

普通教育も可能になり得るとのことである。治療には適切な時期があり、永続的

な聴覚障がいは程度が重いほど早く気づかれるが、多くは２歳過ぎになっても

言葉が出ないことによって疑われ、診断及び治療の開始が３歳近くになるとの

ことである。東大病院耳鼻咽喉科の報告によると、発見年齢をゼロ歳、１歳、２

歳の群に分け、就学年齢児に知能検査で評価すると、発見年齢が早いほど優位に

言語性ＩＱの数値が高くなり、現在では生後１カ月で聴覚スクリーニング検査

終了、生後３カ月までに精密検査、６カ月までに療育訓練開始が望ましいと考え

られているとのことであった。厚生労働省の最近の資料によれば、新生児聴覚ス

クリーニング検査の実施状況の把握について、1,741 の市区町村中 65.1％の自

治体が把握しているようだが、本市は新生児聴覚スクリーニング検査の実施状

況を把握しているのか。 

 

△こども未来局長 本市では、多くの方が新生児聴覚スクリーニング検査を受

診していると思われるが、現在のところ、その結果を統計的に把握することまで

は行っていない。 

 

◯尾花委員 本市は、難聴の障がい児・者への支援の感度が大変鈍く、新生児聴

覚スクリーニング検査の実施状況すら把握していない。本市在住の障がいのあ

る人々の差別体験アンケートの最終報告書に寄せられた聴覚障がいのある方の

生の声を一部紹介する。「胃透視検査を受けに行ったところ、耳の聞こえない人
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はコミュニケーションができないので他の病院に行ってくれと言われた」、「店

で品物を手にとって見ていたら、店員が来て説明しようとしたため、聞こえない

と言ったら、さっさと説明をやめて他のところへ移動した」、「車の運転免許があ

るのに安全運転講習から外された」、「地方のＮＨＫ、民放のニュース番組に字幕

をつけてほしい。災害、事故等をアナウンスされるが聞こえない者にはわからな

い。緊急時に対応がおくれ命の危険にさらされることが起きる」、「係員だけのミ

ーティングがある際に前もって私には知らせず、ミーティングが終わった後、私

だけ説明を受ける」。人工内耳に関する市民相談を受けた親御さんの思いも紹介

する。「我が子が重度難聴と診断されたときは、この子に一生私の声が届かない

のと自分を責め、毎日泣いて過ごした。初めは補聴器をつけ手話で療育していた

が、補聴器の効果はほとんどなく、名前を呼びかけたら反応はするが、言葉は「あ

あ」程度で、ほとんど発することはなく、不安が募るばかりであった。私たち家

族は、すがる思いで人工内耳を選択した。１歳８カ月と３歳のときに人工内耳の

手術をしたが、人工内耳をつけたときがゼロからのスタートで、現在は小学校５

年生、親に文句を言うようになったり、友達と約束をしてきたり、小さなことだ

が、この子とこんなに会話ができるようになるなんて、私たち家族には全てが感

慨深く感じられる」とのことである。しかしながら、片耳で 100万円ほどする人

工内耳は精密機械であるため、耐用年数５年が経過してくると故障の頻度も高

く、その修理費は全額自己負担となり、医師が修理不能と判断するまでは、その

負担は永遠に続くこととなる。修理不能と判断されれば、保険がきくからよいで

はないかとのことだが、その時点になるまでを人工内耳をつけている本人の側

に立って想像してほしい。修理不能になるまで、その機械は何度も故障を繰り返

し、きょうはちゃんと動くだろうかと、全く聞こえない不安かつ危険な状況に幾

度もさらされることになる。修理不能と判断される時点とは、人工内耳が全く動

かない時点であり、本人は全く聞こえない状態に直面することとなる。もし修理

費用が払えなければ、せっかく聞こえを取り戻した子どもが、また、もとの聞こ

えない世界に逆戻ることとなり、その子の人生において、とても残酷なことであ

る。何とかしなければならないと思わないのか。本市において、日常生活用具と

して人工内耳の更新費用や電池代の公費助成を行い、全ての新生児を対象とし

て新生児聴覚スクリーニング検査を実施し、早期診断から適切な治療に至る支

援スキームを整備すべきと思うが、所見を伺う。 

 

△保健福祉局長 人工内耳については、高度、重度の難聴者、特に児童にとって

必要性や有効性が高いものと認識しており、その中で、更新費用や修理代、電池

代の負担が重いという課題があることも承知している。しかしながら、人工内耳

については、初期導入や修理不能で使えなくなった場合は健康保険で対応して
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いることから、健康保険での対応あるいは補聴器と同様に補装具での対応が基

本であると考えている。本市独自に実施する日常生活用具の拡充に当たっては、

障がいのある方の利用状況などをしっかり把握するとともに、障がい福祉施策

全体の中での優先度や国の動向を基本に他都市での対応状況なども含め、総合

的に判断する必要があると考えている。 

 

△こども未来局長 心身障がい福祉センターでは、ゼロ歳や１歳の早期の段階

から聴覚障がい児の支援を行って、27 年度末在籍児のうち、市内の１歳までの

児童数は 27人となっている。こうしたことから、多くの方が新生児聴覚スクリ

ーニング検査を受け、治療につながっていると考えているが、今後は検査の重要

性を母子健康手帳に記載して周知を図るとともに、受診結果の統計的な把握や

新生児訪問の際に受診勧奨を行うなど、さらに適切な支援につながるよう、取り

組んでいく。 

 

◯尾花委員 高島市長のリーダーシップのもと、本市の税収の伸びは過去最高

になった。本市のマスタープランである福岡市基本計画では、「一人ひとりが心

豊かに暮らし、元気に輝いている」を目標に掲げ、目指す姿として、ユニバーサ

ルデザインの理念によるまちづくりが進み、誰もが思いやりを持ち、全ての人に

優しいまちとなっている。一人一人が互いに人権を尊重し、国籍や年齢、性の違

い、障がいの有無などにかかわらず、多様性を認め合いながら生き生きと輝いて

いくことを掲げている。この目指す姿を実現することが、高島市長ならできる。

ぜひ都市の成長果実を生活の質の向上、すなわち福祉の充実、今回は市民相談を

受けた人工内耳の更新費用や電池代を取り上げたが、日常生活用具の拡充全般

にわたる公費助成に循環してほしいが、市長の所見を伺う。 

 

△市長 本市では、障がいのある方が必要な支援を受けながら、みずからの能力

を最大限に発揮し、地域や家庭で生き生きと生活することができるまちづくり

を目指している。障がいのある方の日常生活の自立、社会参加の促進を支援する

ことは大変重要であり、日常生活用具の助成はその支援の一環として大切な役

割を果たしていると認識している。障がいのある方への助成内容の拡大につい

ては、さまざまなニーズや要望があることから、国の制度の動向を踏まえつつ、

より効果的な支援となるよう、総合的な観点から検討を進めていく。今後とも、

誰もが暮らしやすいユニバーサル都市福岡の実現に向け、障がいのある方の生

活の質の向上が図られるよう、着実に取り組んでいきたいと考えている。 

 

◯尾花委員 次に、子どもから高齢者まで、地域住民がＳＮＳに取り組める施策
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の取り組みについて尋ねていく。本市のマスタープランでは、「さまざまな支え

合いとつながりができている」を一つの目標に掲げ、全小学校区に設置されてい

る公民館などの施設は、世代間交流や子育て支援、高齢者の活動を初め、地域で

のさまざまな活動や交流の拠点として重要な役割を果たしており、地域コミュ

ニティ活動の支援の充実や必要な整備が求められている。ソーシャルメディア

などを媒体とした新たなコミュニティの活動が、今後支え合いやつながりをつ

くり、維持する役割を担うことを期待されているということを現状と課題とし

て取り上げている。その現状を踏まえ、課題を克服すべく福岡市政策推進プラン

では、公民館などを活用した活動の場づくりを重点施策に掲げ、27 年度も各種

事業を行ったようだが、その中で公民館の機能強化として実施された、みんなの

公民館づくり事業の決算額及び成果を尋ねる。 

 

△市民局長 みんなの公民館づくり事業については、地域や公民館に関する情

報発信の強化及び住民の活動の場づくりを目的として実施しており、27 年度の

決算額は 196万 6,000円である。また、みんなの公民館づくり事業の成果は、ブ

ログを開設した公民館数及び年１回以上公民館を利用した市民の割合を成果指

標としており、27年度に公民館ブログを開設した館は 55館、年１回以上公民館

を利用した市民の割合は 24.2％となっている。 

 

◯尾花委員 施策の評価において、成果指標の公民館利用率は初期値から低下

し、中間目標に向けたペースからかなりおくれているようである。27 年度福岡

市基本計画に係る実施状況の報告の中で、公民館の機能強化として施策推進上

の課題と今後の取り組みの方向性として挙げられているものは何か。 

 

△市民局長 公民館の機能強化に関する施策推進上の課題については２点挙げ

られており、一つ目は、公民館は利用者が固定化している状況にあり、公民館の

事業や活動について周知方法を検討し新たな利用者の拡大を図ることが必要と

なっており、二つ目は、地域コミュニティ拠点としての公民館の充実には、さま

ざまな行事等を共催していく地域団体や学校、学生等と連携強化が不可欠とな

っている。また、今後の取り組みの方向性については、公民館が地域の実情に応

じ地域活動の担い手の育成や地域情報の発信などを進めることにより、地域の

共創によるコミュニティを支援するとともに、大学生などが公民館において地

域に向けた講座を企画、実施する取り組みを推進していくことが挙げられてい

る。 

 

◯尾花委員 福岡市行政財政改革プランの中で、保健福祉局は、市民の納得と共
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感を得る取り組みとして、市民同士の情報交換の場の創設を掲げ、現在、市民が

行政から情報を受け取る手法はある一方、市民同士で情報のやりとりができる

ような場が十分でないことから、保健福祉政策について気軽に情報交換できる

場を創設し、個人やＮＰＯ、ボランティア団体などがお互いに交流を持ち、連携

が図られる体制を整えると改革実行をうたっている。その成果指標として、ソー

シャルネットワークサービス、いわゆるＳＮＳの登録人数を挙げているが、28年

度の最終目標 1,500人に対し、27年度実績を尋ねる。 

 

△保健福祉局長 27 年度末時点における保健福祉局フェイスブックページの登

録人数は 625名で、28年度の最終目標値に対する達成率は 41.7％である。 

 

◯尾花委員 市民同士の情報交換の場として頭に浮かぶのは、身近な公民館や

老人いこいの家であるが、公民館に併設または隣接されている老人いこいの家

の過去３年間の利用者数の推移、公民館や老人いこいの家でＳＮＳの登録人数

をふやすことに直結する学びの場を提供する具体的な施策を尋ねる。 

 

△保健福祉局長 老人いこいの家の過去３年間の利用者数は、25 年度 32 万

2,582 人、26 年度 32 万 3,638 人、27 年度 32 万 995 人である。老人いこいの家

は、地域における高齢者の相互親睦等の場を提供する施設であり、利用について

は、各地域の実情に合わせて地域で自主的にさまざまな活動が行われているが、

現在の利用状況として、ＳＮＳの活用推進に関する教室などが行われていると

は聞いていない。 

 

△市民局長 公民館におけるＳＮＳの利用につながる講座の実施状況について

は、27年度はスマートフォン講座やシニアパソコン教室などを 22館で実施して

おり、今後も引き続き市民の学習の場を提供していきたいと考えている。 

 

◯尾花委員 ＳＮＳの登録人数をふやすことに直結している施策は少ないよう

である。本市では全ての公民館にインターネット環境を整備しているのか。また、

その契約相手はどのようになっているのか。 

 

△市民局長 公民館のインターネット環境については、146館全ての公民館で整

備しており、そのうち 135 館は(株)ジェイコム九州、11 館はＮＴＴコミュニケ

ーションズ(株)とインターネット利用の契約を行っている。 

 

◯尾花委員 契約は単年度と思うが、毎年、見直しているのか。 
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△市民局長 インターネット利用契約は単年度契約であり、これまで同じ事業

者と契約を更新してきている。 

 

◯尾花委員 公民館等での公衆無線ＬＡＮ、Ｗｉ-Ｆｉの設置要望の市民相談を

受けた。スマホ、タブレットなどの購入後、販売店などは基本的な操作方法を教

えてくれるが、アプリなどの活用方法は教えてくれず、スマホなどの利便性を十

分に活用できていない高齢者などが多い。そのため、公民館などで気軽に立ち寄

り、学び合える場をつくりたいと願い、場づくりに奔走したが、公民館にはａｕ

のスマホやタブレットが使える公衆無線ＬＡＮスポットしか開設されておらず、

ドコモやソフトバンクと契約している人が使えず、通信速度制限などがかかり、

大変利用しにくく、困っているとの相談であった。本市は、マスタープランなど

でＳＮＳなどを媒体とした新たなコミュニティ活動支援を打ち出しながら、な

ぜ公民館には、どの通信事業者でも使える公衆無線ＬＡＮを設置していないの

か。 

 

△市民局長 公民館における公衆無線ＬＡＮの設置については、その導入につ

いて、費用等の課題も含め、さまざまな観点から検討していたが、平成 24年 10

月に(株)ジェイコム九州から、同社の提携先であるａｕ専用の公衆無線ＬＡＮ

について、本市の費用負担が生じない条件で設置の提案があった。そのため、本

市では、他の通信会社に対し、同様の条件で公衆無線ＬＡＮの設置について募集

を行ったが、応募がなかったため、25 年度から(株)ジェイコム九州のインター

ネット回線を利用している公民館において、ａｕ専用の公衆無線ＬＡＮの設置

を許可しているところである。 

 

◯尾花委員 広く通信会社に対して公衆無線ＬＡＮの設置を募集したものの、

応募がなかったとのことだが、市の負担が生じないことを条件にすること自体、

本市にとって公衆無線ＬＡＮは市民にとって必要な基礎インフラではなく、あ

くまで付加的な住民サービスという認識にとどまっているあかしである。最近

では、格安ＳＩＭや格安スマホを利用される方もふえている。毎月の基本料も安

く、量販店などですぐに購入できるなど、気軽にスマホを持つことができるのが

特徴で、これを機にスマホに変更する高齢者が多くいるが、一定のデータ通信料

を超えると通信速度が遅くなるなどの制限もある。そのようなスマホの初心者

こそ公衆無線ＬＡＮを利用できる環境が必要であり、また、今後もそのような方

がますますふえてくると思われる。通信会社に関係なくスマホなどのＳＮＳが

使える環境は、本市として必要な基礎インフラであるとの視点で整備し、もっと



13 

 

学びの場を提供しやすい環境を整えるべきと思うが、所見を伺う。 

 

△市民局長 公民館の公衆無線ＬＡＮ環境の整備については、費用対効果や事

業の優先度を踏まえるとともに、情報通信分野の技術革新なども見据えながら、

検討していきたいと考えている。 

 

◯尾花委員 公民館は生涯学習の場でもある。平成 26年第４回定例会において、

ネットメディア依存対策について取り上げ、メディアリテラシー教育の大切さ

を訴えたが、公民館でのメディアリテラシー教育の取り組み状況について尋ね

る。 

 

△市民局長 27 年度の公民館の主催事業におけるメディアリテラシー教育の取

り組みについては、子どものネット社会の現状と子育てや、乳幼児とメディアの

つき合い方などの講座を実施している。 

 

△教育長 メディアを適切に使いこなすためのメディアリテラシー教育につい

ては、27 年度の子どもとメディアのよい関係づくり事業において、保護者等を

対象にメディア使用のルールづくりの重要性を学ぶワークショップや出前講座

を実施している。 

 

◯尾花委員 ＳＮＳを含めたメディアについて、子どもたちは、おもしろそうと

安易にのめり込み、中高年の方は、「アナログ世代やけん、横文字のことはよう

わからん」と苦手意識が先に立ち、なかなか近づこうとしない。情報化社会と言

われて久しい現代、子どもから高齢の方まで世代に関係なく、あらゆる機会を通

じ、ＳＮＳの功罪、利便性と危険性を正しく知り、適切に使いこなすメディアリ

テラシー教育を推進することは、情報バリアフリーの観点から、市民の安全、安

心な生活を守るために大変重要なことである。公民館等において、ＳＮＳの学び

の場を提供し、もっとメディアリテラシー教育を推進するべきと考えるが、所見

を伺う。 

 

△総務企画局長 本市では、公民館におけるメディアリテラシーに係る講座に

加え、これまで高齢者等を対象としたパソコン教室を開催されるＮＰＯ法人へ

の支援や、地域の情報発信において、ＩＣＴを活用していただくため、自治協議

会に対し、ブログの立ち上げや運用に関する講座も実施してきたところである。

今後は、地域のニーズを踏まえ、公民館などにおいて学習の場を提供していくな

ど、メディアリテラシー教育を推進する取り組みを充実していきたいと考えて
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いる。 

 

◯尾花委員 熊本地震の支援活動を受けて、「28年熊本地震福岡市被災地支援活

動レポート～今後の災害対応につなげるために～」で、ＳＮＳに関連して、高島

市長はどのように総括しているのか。 

 

△市民局長 28 年熊本地震福岡市被災地支援活動レポートにおいて、ＳＮＳを

活用した情報発信の価値について、ＳＮＳは今や支援を進めるに当たっての基

礎インフラというべき地位を獲得しており、日ごろからこれを活用し、市民とも

接点をつくっておくことが、有事における役割を果たす上で重要であると総括

されている。 

 

◯尾花委員 市民のＳＮＳの使用を前提に、防災、減災機能の強化として、本市

はＳＮＳ防災訓練を実施したようだが、その概要と実施状況及び総括、課題整理

を尋ねる。 

 

△市民局長 ＳＮＳを活用した防災訓練については、市民総合防災訓練にあわ

せて、26年度と 27年度にツイッターを利用したソーシャル防災訓練を実施して

いる。26年度には安否情報を登録する訓練を実施し 240件の投稿が、27年度に

は災害情報を収集する訓練を実施し 209 件の投稿があった。訓練を通して、災

害時の情報収集や伝達手段としての有効性も認められた一方、匿名での投稿の

ため、記事の真偽が確認できないなどの課題があった。 

 

◯尾花委員 ヤフーによる災害情報アプリでの情報発信の概要及びメリットに

ついて尋ねる。 

 

△市民局長 ヤフー防災速報については、避難所開設の情報や台風接近時の注

意喚起情報などの自治体からのお知らせ機能を本年８月から全国で初めて追加

し、本市からの防災情報の配信ができるようになったものである。メリットとし

ては、本市の防災担当者が直接、ヤフー防災速報の画面に入力することでタイム

リーな情報発信が可能となったことや、本市居住者に加え、観光やビジネスなど

で本市を訪れている方にも、避難所開設などの防災情報が受信できるようにな

ったものである。 

 

◯尾花委員 本市において、防災分野にＩＣＴやＩoＴといったテクノロジーを

活用し、防災先進都市の取り組みが始まっているようだが、その概要について尋
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ねる。 

 

△総務企画局長 本市の防災先進都市を目指す取り組みについては、熊本地震

での支援活動を通じ、防災分野ではＩＣＴやＩoＴなどの新たなテクノロジーの

活用により、解決できる課題が多数あることを実感した。そのため、現在、防災、

減災などの分野で先進的なテクノロジーを活用した実証実験プロジェクトを全

国から募集し、社会への実装を支援する実証実験フルサポート事業を実施する

とともに、10月 22、23日には、災害時の被災者支援アプリの開発をハッカソン

の形式で行う防災、減災アプリコンテストを開催することとしている。今後とも

本市の情報関連産業の集積を生かし、防災分野において、ＩＣＴ、ＩoＴ等の先

進的なテクノロジーを活用したプロジェクトの社会実装等に取り組むことによ

り、防災先進都市を目指していく。 

 

◯尾花委員 近年、目覚ましい進歩を遂げるＩＣＴ、ＩoＴといったテクノロジ

ーの活用により、課題解決を図るとのことだが、聴覚障がい者への避難所への情

報伝達方法、回転灯や筆談ボードの配備、要約筆記者と手話通訳者の数の把握や

災害時に連携できる体制の整備はなされているのか。 

 

△保健福祉局長 災害時の障がい者に対する支援については、保健福祉局にお

いて、障がい者別にコミュニケーションを図る上で配慮すべきことなどを示し

た救助活動マニュアルを作成し、個別に対応することとしている。聴覚障がい者

に対しては、避難所への要約筆記者、手話通訳者及び盲聾者通訳、介助員の派遣

や必要な器具等の手配など、状況に応じて対応することとしており、平成 28年

４月時点で本市に登録している手話通訳者は 80 人、要約筆記者は 56 人、盲聾

者通訳、介助員は 51人となっている。災害時における手話通訳者などとの連携

については、市職員が福岡市聴覚情報センターと連絡をとりながら、手話通訳者

などの派遣の調整を行うこととしている。 

 

◯尾花委員 最近では、聴覚障がいのある方と健聴者間の円滑なコミュニケー

ションを支援することを目的に、音声を文字に変換することで聴覚障がいのあ

る方が会話の内容を文字で確認できるアプリケーションが開発され、提供され

ている。聴覚障がい者と健聴者の二者間のコミュニケーションをサポートする

１対１でトーク機能、複数のスマートフォンで会話の内容を文字で共有し、聴覚

障がいのある方を含む集団でのコミュニケーションをサポートするグループで

のトーク機能のほか、イヤホンを装着することで周囲の音声を増幅させる音声

増幅機能も搭載されている。高齢者など、軽度の聞き取りにくさを感じられてい
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る方もサポートできる便利な機能だそうである。また、肝心かなめの災害時にＳ

ＮＳを利用する電源確保も気になるところである。平成 24年条例予算特別委員

会において、防災拠点等の緊急電源対策の強化について取り上げ、早急に設置し

ていくとの答弁であったが、災害時の第１次避難所となる公民館、収容避難所と

なる小中学校への太陽光発電システム及び停電しても自立運転できる機能の導

入、非常用出力コンセントの設置状況、今後の取り組みについて尋ねる。 

 

△市民局長 公民館においては、停電しても自立運転ができる太陽光発電設備

及び非常用出力コンセントを 27 年度末現在で 43 館に設置しており、今後も改

築を行う公民館については設置を進めていく。 

 

△教育長 小中学校における太陽光発電設備の設置状況については、27 年度末

時点で小学校 66 校、中学校 24 校に設置しているが、そのうち自立運転機能を

備えた太陽光発電設備及び非常用出力コンセントを設置した学校は、小学校 14

校、中学校１校である。自立運転機能を備えた太陽光発電設備及び非常用出力コ

ンセントの取り組みについては、24 年度から設置を行っており、今後も計画的

かつ着実に整備を進めていく。 

 

◯尾花委員 ＳＮＳは目まぐるしく進歩している。平時では生涯学習の場、非常

時には避難所となる公民館や小中学校などを例に挙げ、るる述べてきたが、ＳＮ

Ｓの活用を子どもから高齢者まで広め、非常時にも活用していくためには、行政

の職員はもちろん、市民がＳＮＳに日ごろからなれ親しんでいることが大変重

要であり、これらの事業推進の大前提になっていると思う。ハード面での環境整

備としても、公衆無線ＬＡＮを整備し、ＳＮＳを思う存分活用できる環境を整え

ることは喫緊の課題であり、公民館等にも整備を拡大していくことが必要であ

る。子どもから高齢者まで、地域住民がＳＮＳに取り組める施策の推進が新たな

コミュニティ活動の起爆剤となり、新たな公民館利用者の拡大にも寄与し、世代

間交流や子育て支援、高齢者の活動を促進し、平時においても災害時においても、

支え合いやつながりをつくり、維持する役割を担うものと確信する。公民館等へ

の公衆無線ＬＡＮ設置による新たなコミュニティ活動の推進、地域におけるメ

ディアリテラシー教育の推進、災害に備えた日常のＳＮＳの学びの場の基盤整

備に対する高島市長の所見を伺う。 

 

△市長 議員指摘の点については、ことしの熊本地震の支援活動を通して、ＳＮ

Ｓの重要性を改めて認識したところである。本市では、民間施設の協力もいただ

きながら、全国の自治体主体のサービスとしては最大級となるＦｕｋｕｏｋａ 
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Ｃｉｔｙ Ｗｉ-Ｆｉを整備しており、平常時、災害時を問わず、多くの方々に

ネット回線が利用できる環境を提供している。また、公民館へ整備されている無

線ＬＡＮサービスについても、大規模災害時には一般開放され、誰でも使用でき

ることとなっているが、プロバイダーの契約や無線ＬＡＮ環境が現状で最適な

のかについては、今後検討していきたい。国においては、平成 28年６月に、2020

年までに主要な観光、防災拠点における重点整備箇所について、無料Ｗｉ-Ｆｉ

環境の整備を促進することを閣議決定しており、新たなコミュニティ活動の推

進やＳＮＳの学びの場の整備に資する公衆無線ＬＡＮ環境の整備については、

こうした国の整備計画も踏まえ検討していく。市民のメディアリテラシーの向

上に関する取り組みについても、本市では、これまでも公民館における講座の実

施や、自治協議会への支援なども進めており、今後とも地域のニーズを踏まえた

取り組みを実施していきたいと考えている。 


