
平成２２年第３回定例会一般質問（２０１０．６．１６） 

 

◯33 番（尾花康広）登壇 私は、公明党福岡市議団を代表し、廃屋対策について、雇用創出に関

する取り組みの充実強化について、高齢者の生活安心対策について、以上の３点について質問をい

たします。当局の積極的かつ前向きな答弁に期待いたします。 

 まず、廃屋対策についてです。 

 廃屋は、破片の落下や倒壊の危険性、ごみの不法投棄や青尐年犯罪事件発生の可能性、火災の危

険など、生活環境へ悪影響を与え、地域住民の安全な生活を阻害しております。 

 そこで、お尋ねいたしますが、廃屋の把握状況、市民からの通報ではなく、自主的に廃屋調査を

実施したことがあるのか。また、これまでの廃屋対策の取り組みとして、建築基準法第 10 条、保

安上危険な建築物等に対する措置による対応の有無、民法上の事務管理による対応の有無、行政代

執行による対応の有無、条例制定の検討の有無、負政的支援の検討の有無をお答えください。 

 次に、雇用創出に関する取り組みの充実強化についてです。 

 低成長時代と言われる今日、いかにして仕事をつくり雇用創出するかが、企業のみではなく行政

にも今問われ続けております。特に行政においては、就職弱者と言われる障がい者、高齢者、母子

家庭の母などに対し、市の事業に関連づけての雇用の創出を図ることがさらに強く求められており

ます。雇用創出に関する取り組みの充実強化については、過去に質問させていただいておりますが、

大事な問題ですので、しつこいと思われるかもしれませんが、その後の進捗状況について、順次お

尋ねしてまいります。 

 まず、地方自治法施行令第 167 条の２第１項第３号、随意契約による障がい者団体やシルバー人

材センターへの発注促進を提案しておりましたが、どのような取り組みを行い、近年の発注状況の

推移及びそれが本市の随意契約全体の何％に当たっているのかお示しください。 

 また、シルバー人材センターにおいて会費年額 1,800円を支払い就業に至らない状況、その年間

就業率の推移及び所見をお示しください。 

 次に、本市の契約に関し、登録企業の社会財献への評価項目として、就職弱者の雇い入れに対す

る評価の導入を提案しておりましたが、その取り組み状況をお答えください。 

 指定管理者の選定基準を設けたガイドラインを改定し、就職弱者の雇用の要件を設け、これに沿

う指定管理者の選定を各局へ徹底していただくことを提案しておりましたが、どのような取り組み

を行い、結果として、どのくらいの雇用に結びついたのか、お答えください。 

 障がい者が利用する福祉施設の商品販売促進支援策の拡充を提案しておりましたが、結果として、

どのような販促事業に取り組み、その工賃実績の平均はどのくらいの金額で推移しているのか、お

答えください。 

 新規学卒者などの若年者と地場中小企業とのマッチング機能の強化の必要性を提案しておりま

したが、どのような事業に取り組み、結果として、どのくらい雇用に結びついたのか、お答えくだ

さい。 

 セミナー開催などの高齢者職業相談窓口の強化、働ける状態なのに仕事がなく、緊急に支援が必

要な方への就労支援の必要性を提案しておりましたが、どのような事業に取り組み、結果として、

どのくらいの雇用に結びついたのか、お答えください。 

 次に、高齢者の生活安心対策についてです。 

 高齢社会白書によると、2009 年 10 月１日現在、65 歳以上の総人口に占める割合は約 23％に達

し、特にひとり暮らしの高齢男性の孤立が深刻の度を増し、困ったときに頼れる人がいない 24.4％、

ふだん近所の人とのつき合いがほとんどない 21.6％、に上ったと報告されております。また、先



月発表された経済産業省の報告書によれば、近くに食料品や日用品を買える店がなく、日常生活に

不便を感じている高齢者、いわゆる買い物弱者が、過疎地や高度経済成長期に建設された大規模団

地など、全国で約 600万人に上り、自治体が流通業者などと連携し、住民の買い物の足を確保する

仕組みづくりを進めるよう求め、具体的には、採算悪化で廃止が相次ぐ路線バスにかわり、乗客か

ら予約を受けて運行するオンデマンド交通の導入などを提言しております。 

 そこで、お尋ねいたしますが、これまででも最大規模と聞き及んでおりますが、ことしの春の西

鉄のバス事業縮小による路線廃止、減便及び今後の路線廃止申し出状況と、その結果生じるバス空

白地域及び不便地域などの発生状況についてお示しください。 

 本市において、公共交通空白地等及び移動制約者に係る生活交通の確保に関する条例が本年３月

29 日に公布されましたが、その後の動きとして、コミュニティバス等の導入が本格的に検討され

ることとなると思います。条例公布後９カ月以内に施行するというルールに基づき、12月 28日ま

での条例施行のタイムリミットに向けて具体的な段取り、スケジュールをお示しください。 

 特に条例ができたわけですので、行政が主体的に地域のニーズ調査に取り組んでいただき、交通

空白地域や交通不便地域もさることながら、丘陵地などの対策にも積極的に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。 

 以上で１回目の質問を終わり、２回目以降については自席にて行います。 

 

◯副議長（久保 浩） 井上住宅都市局長。 

◯住宅都市局長（井上隆治） まず、廃屋の把握状況及び自主的な廃屋調査につきましてお答えい

たします。 

 廃屋につきましては、御指摘のようにさまざまな問題が発生する場合があるため、本市では関係

局及び区役所から成る廃屋対策連絡会議を平成 20年１月に設置し、同年 10 月には廃屋に対する指

導指針を策定し、その中で廃屋を広く市街地で長期間維持管理されず地域住民に悪影響を及ぼして

いる老朽建築物及びその敶地と定義して、情報の共有化や役割分担を明確にし、関係局、区が連携

して適切な対応に努めているところでございます。市内の廃屋の把握状況につきましては、市民な

どから相談、通報を受け、現地調査を行い、廃屋として把握しているものが、平成 16 年度から平

成 21 年度の間で 109 件となっております。また、自主的な廃屋調査の実施につきましては、住宅

都市局では定期的に違反建築物パトロールを実施しており、その際に廃屋を含めて保安上著しく危

険な建築物に留意するなど、各所管において発見に努めているところでございます。 

 次に、これまでの廃屋対策の取り組みにつきましては、廃屋は都市部においては土地を含めた不

動産として十分価値を有するものであり、所有者等には権利者としての認識があり、また法律上の

権利が保障されている一方で、適切に維持管理すべき義務も課せられております。したがいまして、

本市といたしましては、廃屋の所有者等に対して指導を行い、みずから必要な是正等を行ってもら

うことが基本であるものと考えております。これまでに廃屋として対応した 109件につきましても、

現地調査を行い、所有者等の特定のために登記簿調査や近隣住民の聞き取り調査などを重ね、所有

者等を特定した後、粘り強く理解を求め、これまでに 50 件について除却や修繕等により是正が完

了しているところでございます。建築基準法第 10 条に基づく保安上著しく危険な建築物等に対す

る除却命令、その他の措置や、これに所有者等が応じない場合の行政代執行の実施につきましては、

本市ではこれまでのところ実施した例はございません。現在、所有者の特定と粘り強い指導という

方策で対処しており、廃屋撤去等を義務づける本市独自の条例の制定や、本市が所有者等にかわっ

て民法上の事務管理として廃屋撤去を行うこと、所有者等が廃屋を撤去する費用などに対して負政

的な支援を行うことについて具体的に検討するまでには至っておりませんが、現在の取り組み状況



を踏まえ、改善策についても検討していきたいと考えております。 

 次に、平成 22 年３月になされました西鉄バスの減便及び廃止申し出の状況につきましてお答え

いたします。 

 ３月 27日並びに４月１日に、福岡市とその周辺自治体において 37路線の減便が実施されており

ます。また、３月 30 日付で、西鉄から福岡県バス対策協議会に対しまして、東区、博多区、早良

区、西区内を通る８路線について、平成 23 年４月１日からの廃止の申し出がなされております。

廃止申し出のあった路線の多くにおいては、その周辺に他の路線バスがあることから、バス停及び

鉄道駅からおおむね１キロメートル以上離れた公共交通空白地は生じませんが、このうち西区金武

校区の一部においては公共交通空白地が生じるおそれがございます。金武地域では、市民参加型の

かなたけの里公園の整備や農村集落活性化のためのまちづくりが進んでいるところであり、この地

域に新たな公共交通空白地が生じないよう、交通事業者に対し路線存続について強く働きかけてま

いります。 

 次に、公共交通空白地等及び移動制約者に係る生活交通の確保に関する条例施行に向けました具

体的な段取りとスケジュールにつきましては、まず、条例に定義されております公共交通空白地、

公共交通不便地及び公共交通不便地に準ずる地域について、より詳細に現状を把握するため速やか

に調査を行うとともに、コミュニティバス等の多様な公共交通について、他都市の事例等の調査を

進めてまいります。その後の具体的な取り組みといたしましては、まず公共交通空白地対策として、

これまで取り組んでまいりました本市の支援方針につきましては、条例上での位置づけを行ってま

いります。また、公共交通不便地等への対策につきましては、厳しい負政状況も踏まえ、より効率

的な運行内容や地域の生活交通確保に対する主体的な取り組み等により、将来的に継続した運行が

可能であるかを十分考慮し、議会の御意見を十分伺いながら、生活交通のあり方について検討して

まいりたいと考えております。 

 また、御指摘の丘陵地などに対する対策につきましては、住民の高齢化等により、最寄りのバス

停や鉄道駅までの移動が厳しくなったとの御意見を受け、今回実施します調査におきまして、バス

停及び鉄道駅からの距離に加え高低差や道路状況などについても、実態を把握した上で地域の実情

や取り組み状況に応じた対策について検討していきたいと考えております。以上でございます。 

 

◯副議長（久保 浩） 井崎保健福祉局長。 

◯保健福祉局長（井崎 進） 雇用創出に関する取り組みの充実強化についての御質問にお答えし

ます。 

 まず、障がい者施設への発注促進についてでございますが、本市では、平成 14 年度から障がい

者施設からの物品の購入や役務の提供については、各所管課が直接施設と契約ができる障がい者施

設等発注促進制度を実施しており、毎年各所属へ通知し、積極的な活用を依頼してきたところでご

ざいます。近年の発注状況につきましては、平成 19年度が契約件数 26件で約 927万円、受注施設

数は 10施設、平成 20年度が契約件数 81件で約 1,074万円、受注施設数は 17 施設となっておりま

す。 

 次に、福岡市シルバー人材センターへの発注促進につきましては、毎年各事業部局に通知をし、

団体の設立意義を踏まえ、役務の提供について優先的な発注を行うよう働きかけを行っております。

近年の発注状況につきましては、平成 19年度が契約件数 195 件で約３億 9,800 万円、平成 20年度

が契約件数 218 件で約３億 8,000 万円、平成 21 年度が契約件数 211 件で約４億 500 万円となって

おります。なお、障がい者施設やシルバー人材センターとの契約件数及び契約金額が本市の随意契

約全体に占める割合につきましては把握いたしておりません。 



 また、福岡市シルバー人材センターにおいて、年間に１日以上仕事についた会員の数が会員数全

体に占める割合である年間就業率の推移につきましては、平成 19 年度が 77.1％、平成 20 年度が

75.2％、平成 21 年度が 72.5％となっております。年間就業率が低下しておりますのは、景気の低

迷と、それに伴った会員の急増によるものと考えております。 

 次に、障がい者施設の商品の販売促進につきましては、市政だよりや広報テレビ番組でＰＲする

とともに、ときめきフェスタやハートフルフェスタなど各局、区で開催するイベントでの販売の場

を提供するほか、施設職員を対象としたマーケティング講座など商品力アップに向けた支援を行っ

ております。特に平成 21 年度は、ときめきショップに販売促進員を配置し、販路の拡大に努める

とともに、平成 20 年度からは、障がい者施設の商品やサービスを紹介する、ときめきブックやと

きめきウェブを活用して広くＰＲに努めているところでございます。なお、授産施設における平均

工賃の推移につきましては、平成 19年度が１万 3,792円、平成 20年度が１万 4,328円となってお

ります。以上でございます。 

 

◯副議長（久保 浩） 貞刈負政局長。 

◯負政局長（貞刈厚仁） 本市の契約における就職弱者の雇用に対する評価の導入につきましては、

本市では社会財献優良企業制度を設け、障がい者雇用、次世代育成、男女共同参画支援などについ

て一定の基準を満たす企業に対し、工事、委託、物品購入等すべての分野で入札の指名や見積もり

への参加の機会を可能な限り拡大するなどの配慮を行っております。また、工事の制限付一般競争

入札におきましては、入札参加資格の一つである施工実績において実績を緩和することとし、また

平成 21 年６月に本格導入いたしました総合評価方式におきましては、企業評価項目の一つとして

加点をするなどの配慮を行っております。以上でございます。 

 

◯副議長（久保 浩） 渡辺総務企画局長。 

◯総務企画局長（渡辺正光） 指定管理者の選定基準に障がい者や高齢者などの雇用の要件を設け、

各局へ徹底すべきとの提案に対しまして、どのように取り組みを行ったのかというお尋ねでござい

ますが、平成 20 年度に指定管理者の選定基準に高齢者雇用や障がい者雇用などの社会財献項目を

盛り込んでいる施設数の実態調査を行いましたが、公募により指定管理者を選定した 131の施設の

うち、高齢者または障がい者の雇用を選定基準に盛り込んでいた施設数は 78 施設、60％でござい

ました。その結果を踏まえ、平成 21 年７月に指定管理者の指定の手続に関するガイドラインを改

定し、社会財献項目としての雇用の対象を高齢者や障がい者以外にも拡大するとともに、当該項目

を選定基準として設定することを推奨する記述に改めまして、この内容を全庁に周知し、助言を行

ってきたところでございます。 

 次に、ガイドラインを改定したことによりどれくらいの雇用に結びついたのかということでござ

いますが、数の把握は非常に困難でございますが、平成 21 年度に公募を行った 32 の施設のうち、

高齢者または障がい者の雇用を選定基準に盛り込んでいた施設数は 27 施設、84％となっておりま

して、各局の取り組みは進んでいるものと考えております。今後とも、標準的な指定機関でござい

ます３年ごとを目途に審査項目や審査結果などの現状把握を行い、選定基準のあり方について引き

続き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。 

 

◯副議長（久保 浩） 松本経済振興局長。 

◯経済振興局長（松本友行） 新規学卒者などの若年者と地場中小企業とのマッチング機能の強化

につきましては、従来から福岡商工会議所と共同して会社合同説明会を実施するとともに、平成



21 年８月から福岡市就活支援プラザを開設いたしております。この福岡市就活支援プラザにおき

まして、尐人数の若年求職者を対象とした企業の採用担当者によるミニ会社説明会、キャリアコン

サルタントによる求職者への個別相談、求人企業が求めるビジネスマナーなどのセミナーを開催し

ております。また、２月に実施いたしました会社合同説明会におきましては、平成 22 年４月採用

を対象とした特別応援採用コーナーを設け、10 名が就職いたしております。 

 次に、高齢者の職業相談窓口の強化につきましては、従来、南区、早良区で実施しておりました

高年齢者職業相談室を拡充し、ことし４月に各区の市民相談室内におきまして中高年就業相談窓口

を設置いたしました。この窓口では、正規雇用に向け、キャリアコンサルタントが就職先の選択、

就職活動の方法など、中高年求職者の求職活動に合わせたアドバイスを行うとともに、窓口での相

談だけでは習得することが難しい就職活動ノウハウ等についてのセミナーなどを開催しておりま

す。また、求人情報の収集や求人開拓を行い、希望者に職業紹介を行っております。さらに、収入

がないなど緊急に雇用が必要な相談窓口利用者につきましては、市の臨時職員として６カ月間働き

ながら求職活動を続けていただく中高年人材活用事業を行っており、６月 15 日までに 35人の方が

働いておられます。以上でございます。 

 

◯副議長（久保 浩） 尾花康広議員。 

◯33番（尾花康広） ２回目の質問に入ります。 

 まず、廃屋対策についてです。 

 自主的な廃屋調査は実施していない、不十分であると。建築基準法第 10条、民法上の事務管理、

行政代執行による対応は皆無、条例制定の検討や負政的支援の検討もない。これでは廃屋問題は解

決しないと思いますが、本市における廃屋問題解決のための課題は何か、御所見をお伺いいたしま

す。 

 私が市政相談を受け、現地調査を行った具体的な事例を紹介いたします。香椎五丁目の松香団地

内には７軒の廃屋があり、雤風の強いときの廃屋のギシギシときしむ音や、パタパタと壁や屋根が

はがれる音、崩れかかった廃屋から飛散する木材、ガラス、トタン屋根などの破片、ごみの不法投

棄や病害虫の発生、放火や非行の発生の心配など、地域の住民の方は廃屋問題に長年悩み続けてお

られます。この悲惨な状況を何とか改善してほしいと、平成 19 年 12月に当時の建築局に廃屋対策

をお願いいたしましたが、廃屋の現状は、残念ながら２年半が経過しようとしておりますが、一向

に改善されておりません。 

 そこで、お尋ねいたしますが、本市は廃屋対策の関係部署の役割分担を明確にし、関係部局が連

携した速やかな対応と積極的な取り組みを図ることを目的に、廃屋に対する指導指針を制定してお

りますが、この指導指針に基づき香椎五丁目の廃屋について、どのような対策を講じたのか。廃屋

対策の事務処理の流れに基づき、香椎五丁目の廃屋について、どのような対応方針を決定し、現時

点でどの段階までの取り組みを終えたのか、詳細にお答えください。 

 次に、雇用創出に関する取り組みの充実強化についてです。 

 障がい者団体については、件数、金額、受注施設数とも対前年度と比較してふえてはおりますが、

旧授産施設ベースだけでも市立施設が６施設、民間施設が 18 施設、福祉施設としての小規模作業

所が 48 施設あり、施設の全体数から言うと、とても十分とは言えません。また、工賃の伸びも微

増、わずかにふえているといった状況です。福祉施設を利用する障がい者にとって、工賃が例えば

5,000 円から１万円にアップすることは、健常者の 20万円の月給が 40万円にアップすることに匹

敵する喜びですと、ある福祉担当の方からお伺いいたしました。苦労してつくった製品が売れると

いうことは、障がい者の方にとって、この上ない喜びであり、工賃がアップすれば張り合いがわき、



生きがいにもつながっていきます。 

 そこで、お尋ねいたしますが、福岡市契約事務規則第 22 条の２によれば、地方自治法施行令第

167 条の２第１項第３号により随意契約を締結する場合は、その内容等を公表することになってお

り、細かい金額まですべてが的確に公表されているのか。また、当該第３号による福祉目的の契約

件数、金額が本市の随意契約件数、金額全体の何％に当たっているのか、これを把握することは、

本市の事業の推進による福祉目的での雇用創出効果を知る上で、とても重要な指標であり、負政局

契約課が責任を持って各局に徹底し把握すべきであります。福祉施策の本家本元である保健福祉局

も御多分に漏れず正確な把握は行っていないそうで、ざっと拾っていただいたところによると、随

意契約による物品購入概算総額は約１億円、平成 20 年度の障がい者施設への発注実績額が 39 万

6,000 円ですから、39 万 6,000 円を１億円で割ると 0.00396、約 0.4％になります。福祉目的の随

意契約が１％にも達していない事実をしっかりと認識し、目標額の設定など、実効的な福祉目的の

随意契約の促進を図るべきだと思いますが、御所見をお伺いいたします。 

 さて、待望のときめきプロジェクト 2010 が本年の４月から始動いたしました。プロジェクトの

コンセプトとして、障がい者がつくった商品が身近にあふれるまちづくりを目指す、何とすばらし

い取り組みでしょうか。今後の事業の進展をさまざまな形で応援してまいりたいと思います。具体

的には、商品カタログ「ときめきブック」の作成、配布、ホームページ「ときめきウェブ」による

情報発信、インターネット注文などの取り組みが既に始まっております。今後予想される課題を探

るため、アンテナショップであるふくふくプラザ内のふくふくショップ、西鉄薬院駅構内のときめ

きショップ、地下鉄西新駅内のｍｏｍｏを現地調査し、実際に買い物や飲食なども行い、販売員さ

んなどにインタビューを行ったところ、アンテナショップはカタログやウェブで見た商品の実物を

見に来られたりするので、商品の品ぞろえが大切。しかし、売り場が狭く、そんなに陳列ができな

い。特に主婦の感覚としては、実際に手にとって見たいが、商品が陳列ケースの中に入っているの

で、声をかけにくい。また、施設長さんなどからは、石けん 2,000 個の注文やお菓子の詰め合わせ

ギフト 250個の注文もあり、大量受注にどう対応していくのか、今、手探りの状態との声が聞かれ

ました。各施設とも障がい者の心身面のフォローを行いながら、ぎりぎりのスタッフで商品生産に

取り組んでおられ、正直言って商品をつくるのが手いっぱいの状況、仕入れや流通にこれまでのよ

うに手が回らなくなるのではないかと懸念されておりました。 

 大量受注に備え、仕入れから生産、そして流通までの全体の仕組みの早期確立が必要だと思いま

す。そこで、その対応策の一つとして具体的に提案させていただきますが、商品の保管、配達、委

託販売を業とする問屋みたいな流通システムが確立できないか。さらには、静岡県の授産製品品質

向上・販売促進プロジェクトの先進事例に見られるような産学官連携による統一ブランドの設定、

具体的には、製品、チラシ、名刺などプロジェクトに関連するものにブランドマークをつけること

により、プロジェクトを外に向けて発信する役割を果たし、市内作業所で統一のブランドで同一製

品をつくることで、材料や資材の共同購入、製造、販売が可能となり、一つの作業所では製造でき

ない量の注文をこなすことを可能にしている仕組みを本市も導入してはいかがでしょうか。 

 販売促進策として、地下鉄西新駅内のｍｏｍｏに次ぐ地下鉄駅構内での店舗展開、その際は十分

な商品陳列が可能な店舗の広さ、お客さんも手にとりやすいワゴンセールなどもお考えになったら

いかがでしょうか。伝統工芸品などとのコラボレーションによる商品開発をもっと促進させてはい

かがでしょうか、御所見をお伺いいたします。 

 本年度から各区役所に中高年就業相談窓口が開設され、収入がないなど特に支援が必要な求職者

に対して、市の臨時職員として６カ月働きながら正社員を目指して求職活動を続けられる中高年人

材活用事業が５月６日から実施されております。本市独自の雇用のセーフティーネットとして非常



にタイムリーかつ有益な事業だと評価しております。実際に東区役所の中高年就業相談の内容等を

調査させていただきましたが、来所される方は、どうしたらよいかわからないと、既に長期間の仕

事探しでお疲れ気味の悩みの深い方が多く、メンタル面でのフォローにかなりの時間を要すとのこ

とです。まず、自信を取り戻していただくところから始まり、その後、履歴書、職務経歴書の添削

指導、面接攻略法、就職セミナーの案内、パソコンによる職務経歴書の作成指導、インターネット

を使ったウェブエントリーの方法など支援メニューも多岐にわたっており、しっかり機能している

との感想を持ちました。ただ、気になることは、これは市民相談全般にも言えることですが、まず

窓口がプライバシーに配慮したブースになっていないこと。次に、コンサルタント１人が１日に相

談を受けることができるのが５人、４月 16 日から開設された窓口ですが、既に５月末現在で、電

話による問い合わせは 1,200人、相談の予約は 800人を超えており、１人平均３回から４回の相談

をお受けになることを考えると、次の予約が２カ月後になる状態です。 

 そこで、お尋ねいたしますが、窓口体制の拡充の状況についてお答えください。 

 また、臨時職員 100 人の予算枠に対し、わずか１カ月半で既に 35 人の採用が決まっております

が、今後、その拡充をどのように図っていくおつもりなのか、お示しください。 

 本市は、正職員、嘱託、臨時など、さまざまな形態で職員を採用しておりますが、正職員ですね、

就職弱者の採用枠の目標設定を行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、高齢者の生活安心対策についてです。 

 私は、予算議会が終わり、市政報告会を開きましたが、一番多かったのは、高齢者の方からの高

齢者乗車券に関する要望で、西鉄バスのバスカードや、よかネットカードの利用停止に伴い、本年

４月１日より、高齢者乗車券、共通カードは西鉄バスでは利用不可となり、高齢者乗車券はバスセ

ンター等で回数券、紙券と交換しなければならなくなった点で、手続が面倒だし、小さな回数券は

ちぎりにくくて使いにくいと、すこぶる不評でした。この点は、今後のＩＣカードの導入で解決さ

れると思いますが、ＩＣカードになった場合は未使用分を次年度以降に繰り越せるように利便性を

向上させるべきだと思いますが、御所見をお伺いいたします。 

 御要望の中でも、タクシーの利用券の交付希望がとても多いのに正直驚きました。つえなしでは

歩けないので、タクシーが利用できるようにしてほしい、荷物があるときは、ドアからドアへのタ

クシーのほうが便利、バス停まで遠く、急な坂道でしんどい、などの切実な声でした。 

 そこで、お尋ねいたしますが、利用者あっての高齢者乗車券と思いますので、利用者ニーズを早

急に把握するアンケートを実施すべきではないでしょうか、御所見をお伺いいたします。 

 高齢者乗車券の目的は、高齢者に対し、公共交通機関の乗車料金の助成を行うことにより、高齢

者の社会参加を促進し、もって高齢者の福祉の増進を図ることを規則で定めているにもかかわらず、

何ゆえ浜松市や広島市の政令指定都市や茨城県つくば市、岡山県総社市、沖縄県宮古島市などで既

に実施されている公共交通機関の一つであるタクシーの利用助成が、本市では選択肢として含まれ

ていないのか、お答えください。 

 尐し話題を変えますが、高齢者の安心対策として、高齢者や障がい者世帯の冷蔵庫に緊急時の連

絡先、かかりつけ医や服薬内容等の医療情報を入れた容器を保管し、高齢者等が災害や病気で家の

中で倒れて話せない状況でも、救急隊員等がその情報をもとに迅速かつ適切な救急医療ができるよ

うに医療情報キット事業の取り組みが東京都港区を起点に、他の自治体にも広がりを見せており、

お隣の北九州市でも本年度から取り組みを始めております。救急現場の切迫した状況下というより

は、常日ごろからの備えとして高齢者に安心を与える効果があると思われます。 

 そこで、お尋ねいたしますが、本市もこの制度を地域で高齢者が安心して暮らせるという観点か

ら導入するお考えはないのか。 



 また、本市は、ひとり暮らし高齢者等が火災警報器を設置する際の費用助成として、本年度 315

万円の予算を組んでおりますが、具体的な取り組み状況はどうなっているのか。 

 中央区でモデル事業として実施している福岡市安心確保のための生活支援事業の概要及び今後

の展開をどう考えておられるのか、御所見をお伺いいたします。 

 以上で２回目の質問を終わります。 

 

◯副議長（久保 浩） 井上住宅都市局長。 

◯住宅都市局長（井上隆治） まず、本市における廃屋問題解決のための課題につきましてお答え

いたします。 

 先ほど御答弁いたしましたとおり、本市では廃屋の所有者等を調査し、粘り強く適切な維持管理

の指導を行っているところでございますが、まず、所有者の死亡等に伴いまして相続手続が適切に

行われてないことなどにより、所有者等の特定が困難な場合があり、この点につきましては今後、

課税台帳の活用による所有者等の調査に取り組むことにしているところでございます。また、所有

者等が特定できる場合でございましても、相続によって権利関係が複雑になっている場合や所有者

等が高齢である、あるいは遠隔地に居住しておられるなどによって指導が困難な場合もございます。

さらに、廃屋の撤去等に相当の費用を要することや、廃屋とはいえ、本市のような都市部では土地

に関する権利が伴っているため負産的な価値が認められ、撤去等への同意が得られにくいといった

状況もございます。 

 次に、香椎五丁目の廃屋問題への取り組みについてでございますが、御指摘の地区は、昭和 40

年代初期に比較的狭小な敶地に建物が背中合わせでつながった２軒長屋方式で建築されたもので、

現在は２軒長屋を１宅地として建てかえられたもの、共同住宅に建てかえられたもの、更地とし駐

車場として利用されているものなど、いろいろなケースで建物が更新されたものもございます。し

かしながら、一部に状況の変化やさまざまな事情で転居され、空き家として放置され、廃屋に至っ

ているというものがございます。これまでの対応につきましては、平成 19年 12月より当時の建築

局が相談を受けまして対応してきており、平成 20 年 10 月からは廃屋に関する指導指針に基づき、

所有者等を調査の上特定し、撤去等の指導を行っていくとの基本的な方針に沿って取り組んでいる

ところでございます。具体的には、現地調査の実施、建物登記簿謄本の調査、近隣住民等への聞き

取り調査、関係者との協議などを行ってきたところでございますが、所有者の特定ができないもの

が２件、相手方との連絡がとれないものが１件、また特定に至った所有者との協議が進展しないも

のが２件、既に売却物件として看板を掲示しておられるものが２件など、まだ具体的な成果が出て

おりませんが、今後も粘り強く取り組みを行い、場合によっては措置命令等の措置も検討したいと

考えております。以上でございます。 

 

◯副議長（久保 浩） 貞刈負政局長。 

◯負政局長（貞刈厚仁） 地方自治法施行令第 167条の２第１項第３号の規定により締結する随意

契約の公表につきましては、160 万円以下の物品の買い入れ及び 100万円以下の役務の提供に係る

契約にあっては、事務手続の簡素化の観点から、尐額案件に適用される同法施行令第 167条の２第

１項第１号の規定に基づき処理をしているため、公表は行っておりません。尐額案件を含む福祉目

的の契約件数、契約金額につきましては、保健福祉局において年に一度全局に照会を行い把握され

ております。福祉目的の随意契約の促進につきましては、現在、負政局では、年に４回の調達予定

情報の調査の際に福祉目的の随意契約について周知を行っているところでございますが、今後は、

保健福祉局を初め、関係局と連携し、その趣旨の周知徹底がさらに図られるよう努めてまいりたい



と考えております。以上でございます。 

 

◯副議長（久保 浩） 井崎保健福祉局長。 

◯保健福祉局長（井崎 進） 御答弁の前に、先ほどの１問目の答弁の中で、平成 22年度からは、

障がい者施設の商品やサービスを紹介する、ときめきブックやときめきウェブを活用して広くＰＲ

に努めているところでございますと言うべきところを、誤って平成 20 年度からと申し上げました

ので、訂正させていただきます。済みません。 

 それでは、まず雇用創出に関する取り組みの充実強化についてでございますが、ときめきプロジ

ェクト 2010 の今後の展開につきましては、社会で活躍する障がい者や魅力的な障がい者施設の商

品について広く市民に周知し、障がい者の就労を支援していくために今年度から実施するさまざま

な取り組みのことであり、今後、障がい者施設の商品などをＰＲするイベントの実施や、市民が選

ぶ最も魅力的な障がい者施設の商品のコンクールの開催などを予定しております。また、現在、障

がい者施設関係者のほか、民間事業者や雑誌編集者、学識経験者など各分野の第一線で活躍されて

いる方で構成するときめきＣＩＴＹふくおか実行委員会を設立し、事業を展開するために協議を進

めているところでございます。今後実施していく具体的な事業内容につきましては、統一ブランド

や大量受注に備えた仕組み、交通局との連携、コラボレーションによる商品開発など御提案の趣旨

も踏まえ、実行委員会での御議論もいただきながら効果的な販売促進策について検討を行い、積極

的に実施してまいりたいと考えております。 

 次に、高齢者の生活安心対策についてでございます。 

 まず、高齢者乗車券につきましては、現在、本市交通局のＩＣカード「はやかけん」を基本にし

て準備を進めているところでございます。未使用の額につきましては、ＩＣカードに移行すること

により次年度以降も引き続き利用できることといたしております。 

 次に、高齢者乗車券の利用者ニーズのアンケートを実施すべきではないかとの御意見でございま

す。本市では、高齢者の保健福祉に関する意識やその課題を把握するために、本年度高齢者実態調

査を実施することとしております。その中で高齢者の外出に関する状況把握を行い、これを踏まえ

て、高齢者にとって真に必要なサービスについて取り組んでいく必要があると考えております。 

 次に、浜松市、広島市などで実施しているタクシーの利用助成が、本市ではなぜ選択肢としてな

いのかというおただしでございますけど、本市の高齢者乗車券制度でその前身となる敬老乗車券制

度は、高齢者の社会参加を目的に西鉄バス及び昭和バスを対象にして昭和 53 年度に開始いたしま

した。その後、地域的な受益格差を解消するために、西鉄天神大牟田線や貝塚線などを新たに対象

とする一方で、市営地下鉄の乗車料金を助成する敬老乗車証制度を昭和 56 年度に開始いたしまし

た。平成 13 年度に敬老乗車券と敬老乗車証の二つの制度を統合いたしまして現在の高齢者乗車券

制度といたしましたが、タクシーの利用助成につきましては、日常的に利用する交通機関といたし

ましてはこれまで想定してこなかったところでございます。 

 次に、医療情報キット事業につきましては、高齢者の生活の安心のための施策として、緊急時の

連絡先やかかりつけ医等の情報は一定の効果があると思われます。既に本市においても、キットや

緊急連絡用カードの配布をしている町内会等もあり、今後、他都市の事例も参考にしながら配布対

象者、配布方法等も含め、事業実施に向けて検討を行ってまいります。 

 次に、火災警報器の設置促進につきましては、民生委員が６月から９月に行う災害時要援護者台

帳の調査時にチラシを配布し、事業の周知、広報を図ることとしております。また緊急通報システ

ムと連動する火災報知器についても、各区及び緊急通報システム事業者と協議し、具体的な給付方

法について検討を進めているところでございます。 



 次に、中央区で行っているモデル事業でございますが、平成 22 年２月から行っている取り組み

でございまして、介護保険の夜間対応型訪問介護の開始に伴い、本市の独自事業である緊急通報シ

ステム事業及び電話相談事業を統合し、24 時間１カ所オペレーションセンターで通報に対応する

ことで高齢者の不安を解消し、安心して生活できる環境整備を進めるものでございます。今後、事

業評価、検証を行い、全市展開に向けて検討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。 

 

◯副議長（久保 浩） 松本経済振興局長。 

◯経済振興局長（松本友行） 中高年就業相談窓口の体制の拡充につきましては、予約で混雑して

いる状況を改善するために、６月７日から博多区と西区では開設日を週１日から週２日にするとと

もに、他の区につきましては、キャリアコンサルタントを一人から二人へ増員するなど拡充いたし

ておるところでございます。今回の拡充によりまして、現在のところ、おおむね２ないし３週間先

に予約が可能な状況になっております。 

 次に、中高年人材活用事業についてでございますが、８月までに 48 人を採用する計画でござい

まして、今年度内に合わせて 100 人を予定いたしております。その後の拡充につきましては、事業

の実施状況を踏まえまして、その必要性について検討してまいります。以上でございます。 

 

◯副議長（久保 浩） 渡辺総務企画局長。 

◯総務企画局長（渡辺正光） 市職員の採用に関しまして、就職弱者の採用枠の目標設定を行って

はどうかというお尋ねにお答えをいたします。 

 いわゆる就職弱者の採用につきましては、本市では、身体に障がいのある人を対象とする正規職

員の採用選考として毎年度３名程度を採用するとともに、知的障がい者を対象とした嘱託員の採用

選考として毎年度５名程度を採用するなど目標を設定し、必要に応じて取り組みを行っているとこ

ろでございます。今後とも、社会情勢の変化等踏まえながら検討してまいりたいと考えています。

以上でございます。 

 

◯副議長（久保 浩） 尾花康広議員。 

◯33番（尾花康広） ３回目の質問に入らせていただきます。 

 まず、廃屋対策についてです。 

 香椎五丁目廃屋問題の対応ででも判断できるように、本市は廃屋に対する指導指針を定めたもの

の、どうもその実効性が担保されていないようであります。建築基準法第８条、維持保全の行政指

導の範疇にとどまらず、行政処分にまで踏み込んだ廃屋問題の真の解決を図るためには、志摩町空

き地等の管理の適正化に関する条例のように、廃屋撤去等を義務づける条例の制定に喫緊に取り組

み、行政代執行などの法的実効性を担保すべきであります。また、長野県の白馬村廃屋対策事業補

助金などの負政支援による解決も検討されてはいかがでしょうか。 

 また、廃屋是正のための事務については、比較的高度な法的知識や建築物に関する専門知識が要

求されるほか、手続の煩雑性、膨大な事務量と相当の経費が必要とされ、監察指導課の主査１名の

みを充て職として廃屋連絡調整担当に当たらせている本市の現状は、マンパワーも不足しており、

早急に改善されるべきだと思いますが、御所見をお伺いいたします。 

 さらには、廃屋をふやさない取り組みが大切であり、社会資本整備審議会答申によれば、今後、

人口減尐社会が進み、地方においては、2020 年には空き家が約２割に達するとの予測があり、ま

ちづくり全体の施策の中で、廃屋の予備軍とも言われる空き家の活用促進に取り組む必要があるこ



とも指摘しておきます。 

 次に、雇用創出に関する取り組みの充実強化についてです。 

 これまでの提案の進捗状況の確認と幾つかの新たな提案を行ってまいりましたが、中高年就業相

談窓口のキャリアコンサルタントの方のお話が耳に焼きついて離れません。窓口に来られる方は

40 歳代の方も多く、職種的には専門・技術職、住宅建設関連の方が多い。就労意欲があるのに全

く仕事がない。元請からの仕事は激減ではなく、ある月を境に全く仕事がない。あすの生活に事欠

く切迫した状態とのことです。また、60 歳代の年金生活者の方からの相談も多く、働かないと生

活が成り立たない深刻なケースが多いとのことでした。 

 こうした現場の声からもおわかりいただけるように、雇用創出の取り組みの充実強化は喫緊の課

題であり、早期に全庁的な雇用就業支援プランを策定し、具体的な支援計画及び具体的な目標の設

定、支援の実行、進捗状況、雇用創出結果の把握、支援策の修正など、いわゆるＰＤＣＡサイクル

に基づく実効性のある取り組みが必要だと思いますが、御所見をお伺いいたします。 

 また、このような取り組みを担当するのが経済振興局と思いますが、雇用に関する事業は多岐に

わたっており、急増する案件の対応に追われている状況ではないでしょうか。経済状況によっては

今後も雇用に関する新規事業が必要になります。雇用に関する施策全般を推進する体制強化を喫緊

に図る必要があると思います。 

 最後に、高齢者の生活安心対策についてです。 

 約 23％が 65歳以上の高齢者、ひとり暮らしの男性高齢者の孤立、買い物弱者約 600万人、西鉄

バス路線の廃止、縮小に歯どめがかからない状況など、高齢者を取り巻く状況は深刻であり、しか

も刻々と変化しているのです。 

 コミュニティバスの先進事例である千葉県野田市のまめバスや茨城県土浦市のきららちゃんバ

スを過去に現場調査いたしましたが、コミュニティバスを走らせるためには、先ほど住宅都市局長

の御答弁にもございましたが、正直、検討にかなりの時間を要します。人生の大恩人である高齢者

の皆様をそんなに長い時間待たすわけにはいきません。充実した熟年期を過ごしていただきたいの

であります。そのためには、まず何に取り組んだらよいのか、答えは明白であります。既存のシス

テムである高齢者乗車券制度を改善し、活用すべきだと思います。すなわち、高齢者の生活支援や

社会参加機会の確保のため、福岡市高齢者乗車券等交付規則第４条、助成の方法を見直し、タクシ

ー利用助成券を加えるべきだと思いますが、御所見をお伺いいたします。 

 タクシー利用助成については、いろいろ調べていくと、福祉タクシー料金助成事業、移送サービ

ス、タクシー料金の１割引制度など施策が多岐にわたっており、高齢者と障がい者の施策の整合性

が必要なことがわかりました。しかし、そのことは当局も既にわかっているはずですから、まずは

利用される方の声をしっかり聞いていただき、喫緊に制度の見直しを図るべきだと思いますが、あ

わせて御所見をお伺いいたします。 

 また、この際、公共の交通機関の一つであるきめ細やかな輸送サービスを提供するタクシーの役

割を正しく評価し、その利便性向上のため、実車時のバス専用レーンの乗り入れを認めるべきであ

ります。過去に広島市を調査し、朝の通勤時間帯を視察いたしましたが、スムーズにバスと実車し

たタクシーが走っておりました。広島市のほか、札幌市、仙台市、新潟市、静岡市でも乗り入れを

認めております。 

 過去に多くの先輩議員もバス専用レーンへのタクシー実車時の乗り入れについては質問されて

おり、議論は尽くされております。さらにつけ加えれば、タクシー業界は、これまで失業者を受け

入れてきた建設業界にかわる新たな雇用の受け皿となっている大事な業界です。これまで言及した

状況の変化を御賢察の上、前向きな答弁をぜひいただきたいと思います。 



 最後に、廃屋対策、雇用創出に関する取り組みの充実強化、高齢者の生活安心対策のそれぞれに

ついて、吉田市長の御所見をお伺いし、私の質問を終わらせていただきます。 

 

◯副議長（久保 浩） 井上住宅都市局長。 

◯住宅都市局長（井上隆治） まず、廃屋問題解決のための条例制定、また負政支援の検討につき

ましてお答えいたします。 

 廃屋撤去等を義務づける条例の制定につきましては、こうした条例を制定した自治体を見てみま

すと、建築基準法に基づく権限を有していない自治体であり、本市とは事情が大きく異なるのでは

ないかと考えております。本市におきましては、所有者に対して粘り強く理解を求め指導してまい

ったところでございますが、今後は建築基準法第 10 条に基づく、著しく保安上の危険がある建築

物等への措置命令の適用についても視野に入れながら、今まで以上に強く指導してまいります。 

 また、負政的な支援につきましては、他の建築基準法違反の建築物や他の法令に違反する建築物

などとのバランスから、廃屋につきましても所有者等がみずからの貟担で対応していただくことが

基本であろうと考えております。 

 廃屋対策に関します体制の改善につきましては、本市では、関係局、区から成る廃屋対策連絡会

議を設置し、連携して廃屋問題に対応しているところでございますが、廃屋問題対策へのより効率

的、効果的な体制のあり方につきましても関係部局と協議しながら検討してまいります。 

 次に、バス専用レーンへのタクシー実車時の乗り入れにつきましてお答えいたします。 

 バス専用レーンは、朝夕のラッシュ時に限られた道路空間を効率的に活用することにより、多く

の市民が利用する公共交通機関への支援策としての役割を果たしており、大量交通機関を中心とす

る交通体系を確立するための重要な手段の一つと考えております。本県におきましては、交通管理

者の方針として、バス停付近での進路変更等に伴う危険性の増加が懸念されるなどの理由により、

現在もバス専用レーンへのタクシー乗り入れは認められておりません。しかしながら、タクシーは、

今日では高齢者の生活支援や社会参加のため、大量交通機関のネットワークを補う公共交通機関と

しての役割も果たしておりますので、乗客を乗せたタクシーのバス専用レーンの通行が認められる

よう国とも協調しながら、今後も交通管理者と協議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。 

 

◯副議長（久保 浩） 松本経済振興局長。 

◯経済振興局長（松本友行） 雇用就業支援プランを策定し、実効性のある取り組みが必要とのお

ただしでございますが、本市における雇用や就労に関する取り組みにつきましては、平成 21 年１

月に緊急経済対策本部の所掌事務に雇用対策を追加し、各局と連携して取り組んでいるところでご

ざいます。さらに、関連する施策を整理、体系化し、総合的、効果的に進めていく必要があると考

えておりまして、今後、雇用、就労に関する基本的な考え方を取りまとめてまいります。以上でご

ざいます。 

 

◯副議長（久保 浩） 井崎保健福祉局長。 

◯保健福祉局長（井崎 進） 高齢者乗車券交付規則を見直してタクシー利用乗車券を加えるべき

ということでございますが、本市におきましては、今後、高齢者人口が大きく伸び、高齢化が一層

進展していく中で、高齢者施策を今後とも持続可能なものとして見直していく必要がございます。

このため、高齢者乗車券制度におけるタクシーの利用につきましては、高齢者の生活実態を踏まえ

た上で制度のあり方を検討していく必要があると考えております。 



 また、高齢者乗車券制度のあり方の検討に当たりましては、御指摘のとおり、障がい者施策とし

ましても、福祉タクシー料金の助成、障がい者移送サービスといったタクシーの利用助成制度があ

りますほか、障がいのある高齢者を対象とした福祉乗車券制度もございます。今後につきましては、

高齢者施策、障がい者施策両方の交通費助成制度の整合を図りながら、制度のあり方を検討してま

いりたいと考えております。以上でございます。 

 

◯副議長（久保 浩） 吉田市長。 

◯市長（吉田 宏） 廃屋問題、大変悩ましい問題だと思っています。建物だけではなくて、ごみ

とか雑草とか、そういう衛生面、環境面の問題もありまして、局にまたがって取り組まないと、な

かなか前に行かないという現状です。廃屋対策連絡会議というのを、そういう観点から複数の関係

局、区役所で立ち上げて取り組んでおります。おりますが、先ほどから局長が粘り強い指導という

ことを繰り返しておりますけど、現状として粘り強く指導していくことが一番であります。一定の

成果は上げていると思いますけれども、答弁しましたように、109 件の廃屋のうち 50 件について

は何らかの是正なり解決が図られているんです。逆を言えば 59 件はなかなか難しいということで

すね。議員御指摘のように、やっぱり実効性の担保というのが非常に大事だと思っております。 

 法的な対応がどうかということで、いきなりというのは難しいかもしれませんが、強制的な方法

についてどのようなことが適切であるかというのは、もう検討していく必要があるのではないかと

いうふうに考えております。体制強化も含めて廃屋対策、今後も廃屋がふえるであろうという予測

もありますし、しっかりと取り組んでいきたいと思います。 

 雇用創出でございますけれども、今非常に厳しい状況の中で最も重要な課題だというふうに認識

をしております。経済的に収入を得るということだけでなく、生きがいとか働きがいということ、

自分の自己実現ということだと思いますけれども、そういった人間の生き方にかかわるものである

という、そういう考え方をベースに、市民生活の基盤であるというふうに言えるかと思います。今

後とも、全市を挙げまして経済・雇用対策にはしっかりと取り組んでいきたいと考えておりますし、

また、中小企業の経営安定化など雇用の安定を図ってまいりたいというふうに考えております。 

 高齢者の生活の安心対策について、タクシー券などについては先ほど局長が答弁しましたが、地

域においての見守り、それから生きがいづくりと、日常生活の支援というようなことで高齢者の生

活安心対策を今進めております。さらなる施策の推進につきましては、今後の保健福祉総合計画の

中で詳細に検討してまいりたいと考えております。 

 また、公共交通の空白地帯などの条例の制定後の取り組みにつきましては、議員皆様の総意を重

く受けとめておりまして、今後、生活交通の充実に向けてしっかり調査を行って取り組んでまいり

たいと思っております。 


