
平成２３年９月議会平成２３年９月２１日

発言者：中村義雄議員

公明党の中村義雄でございます。通告に従い一般質問を行います。

最初に、子供の学びへの支援について質問いたします。

前の６月定例会で、放課後等を利用して子供の学力向上のために学びの場を提供する必

要性を訴えました。答弁でそういった取り組みをしているケースが例示されました。また、そう

いった先進的な取り組みを他校に紹介していくとの答弁もありました。私は、夏休みや放課後

に子供の学習機会を設けている小学校数校に伺い、実際の現場を見させていただきました。

具体的には、百合台小学校、塩浜小学校、鶴指小学校、そして市川小学校の４校でございま

す。児童の参加状況などについて、例えば百合台小学校では、全学年で１日 55 名程度、鶴

指小学校は１日約 60 名と多くの児童が参加していました。私は、先生方に、なぜ夏休みや放

課後に学習機会を提供するようになったのでしょうかと伺いました。その動機は多くが共通し

ていて、自学自習の習慣づけを促す、勉強の仕方がわからない子が多いので、反復学習を

することによって実力をつけ、自信につなげてもらいたいというものでありました。実際の授業

風景もとても和やかであり、生徒もリラックスをしていました。わからないところがあれば、挙

手などして積極的に質問する姿が多く見られました。校長先生もみずから生徒に声をかけ教

えていました。私は生徒に、どうして参加したのと聞きました。母親が行きなさいと言うから、

また、友だちと連れ立って来たからとかいう答えが返ってきました。保護者もこの取り組みに

感謝していて、積極的に協力しているということであります。このことから、保護者も先生と同

じ思いであると考えます。本市においては、このような取り組みをだれに、どのような方法で

周知しているのか伺います。

さらに、学生や地域のボランティア、市の補助教員等も指導に当たっている学校もあるよう

ですが、その状況と効果を伺います。

次に、発達障害者を生涯を通じてサポートする仕組みづくりについて質問いたします。ここ

でいう発達障害者とは、発達障害者支援法の自閉症、アスペルガー症候群、その他の広汎

性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害などであります。発達障害者支援法は、発達

障害のある方が生まれてから年をとるまで、それぞれのライフステージに合った適切な支援

を受けられる体制を整備するとともに、この障害が広く国民全体に理解されることを目指して

おりますが、まだスタートして間もない、課題山積であるというのが現状だと思います。

私や同僚議員のところに発達障害者を抱えるご家族の方から相談が寄せられています。あ

るご家庭では、高校生のお子さんが学校でトラブルが多くなってきているということであります。

人にだまされやすく、犯罪に巻き込まれ、警察の世話になり、とても不安です、もしかしたら発

達障害なのではないか、それで市に相談しましたが、医療機関の情報提供だけで、高校生は

市では対応する課がない、県に行ってくださいと言われてしまったとか、発達障害の孫が成長



し、力が強くなり、暴力を振るわれるが、どこに相談すればいいかわからないと、顔をはれ上

がらせたおばあさんが相談に来ました。児童相談所につなげましたが、人手不足で対応が遅

く、適切な対応がとれないまま、結局は少年院に送られることになってしまったという、聞いて

いて大変つらくなる相談でありました。ここで取り組むべき課題は、これまで制度の谷間で必

要な支援が届きにくい状態となっていた発達障害者への支援体制の整備であります。本市は

障害者施策が進んでいて、他自治体から移り住んでくるご家庭も少なくないと聞いており、そ

の点は大変大きく評価するものであります。したがって、本市は障害者支援先進自治体であ

ると言え、当課題に対応する素地があると考えます。

そこで、現在の発達障害者のライフステージごと、幼児期、少年期、青年期、老年期の医療、

教育、就労等の支援体制について、根拠法、担当部課、国県との連携等、あわせてわかりや

すくご説明ください。

次に、行徳近郊緑地特別保全地区の維持管理について質問いたします。

行徳近郊緑地特別保全地区の通称欠真間三角や仮称丸浜川沿いの遊歩道は、ボランティ

アと市の協働によって長い年月をかけて大変美しい景観となり、市民を初め多くの来訪者の

憩いの場となってきました。野鳥観察舎周辺には、二十数年前まではごみが多く、また、県市

の境界線が複雑で管轄がはっきりしない場所が多かった。それが、地元ボランティアの涙ぐ

ましい清掃美化活動や、近年、県市の所有、管理関係が徐々に整理されたことにより適切な

管理が進み、このような美しい景観になったと伺っています。当地区の景観の美しさの評価と

して、例えば行徳カタログには、桜の名所として野鳥観察舎周辺の桜が紹介されています。

私の住まいの福栄にあるライオンズマンション前の桜並木と塩浜橋から猫実川の桜並木を加

えると、約 200 本もの壮麗な、壮観な桜並木となります。しかしながら、当該地区にはまだ課

題もあります。その１つは、欠真間三角から丸浜川の水源が雨水しかないということで、水量

が減少するとヘドロが発生し悪臭がすると近隣住民や美しい景観を味わおうと訪れた人々か

ら苦情が出ています。これでは、桜並木などの景観で人々を引きつけておきながら、ヘドロの

悪臭で帰らせるという矛盾が生じております。私は、このヘドロ問題の解消や、市民にとって

望ましい行徳近郊緑地の整備について、今後しっかり取り組んでいただきたいと考えていま

す。

そこで１点目、欠真間三角の遊歩道、水路等の所管関係及び本市における清掃美化につ

いてのこれまでの取り組みと、今後の本市の市民、ボランティアとの協働に対する見解を伺

います。

２点目は、丸浜川沿いの遊歩道、水路等の本市と千葉県の所管関係と、首都圏近郊緑地

保全法との関係及び当該箇所の景観整備と市民、ボランティアとの協働について伺います。

３点目は、行徳近郊緑地特別保全地区の本市と千葉県の維持管理等の所管関係及び市

民にとって望ましい当該地域の維持管理について伺います。わかりやすくご説明ください。

以上、１回目の質問です。答弁によっては再質問いたします。よろしくお願いいたします。



発言者：古山弘志学校教育部長

特に放課後や長期休業中における子供たちの基礎的、基本的な学力の向上や個に応じた

指導の充実に向けての各校の取り組みと、それを取りまとめ市内全校に情報提供する教育

委員会の取り組みについてお答えいたします。

基礎的、基本的な学力を高めるための方策につきましては、児童生徒、教職員等の実態を

かんがみ、各学校がそれぞれの方針を決定し、実施しているところでございます。ふだんの

授業の充実、体験活動の推進、小学校での一部教科担任制、家庭学習の習慣化等、さまざ

まな方法で取り組んでおりますが、放課後や長期休業中の学習指導につきましても、市内の

多くの学校がさまざまな取り組みを実施しております。放課後学習につきましては、小学校で

は復習を中心にドリルやプリント等を行ったり、授業でよく理解できなかったところを学習し直

したりしております。また、中学校では定期試験前に学習相談会として復習を行ったり、基礎

学力の定着を図ったりしております。長期休業中につきましては、基礎学力の定着だけでは

なく、小学校ではエコクッキングやリサイクルはがきづくりなどの体験活動を実施している学

校もございます。これらの取り組みは法的に規定されているものではございません。あくまで

も各学校が自主的に行っている活動でございますので、すべての学校が実施しているもので

はございません。教育委員会といたしましては、各学校が創意工夫し、児童生徒の学力の向

上のために取り組んでいる活動に対しましては、これを尊重し、支援してまいりたいと考えて

おります。そこで、これら各学校の取り組みを一覧表にまとめ、市内全校に配布し、各学校の

特色ある取り組みづくりの参考に資するよう工夫して紹介しておるところでございます。放課

後や長期休業中の学習会は教職員が中心となって実施されておりますが、小学校では高校

生や大学生のボランティア、地域の方等が支援者として協力してくださっている学校もござい

ますし、土曜日に市川ユネスコ協会が中心となった学習会を開いている学校もございます。ま

た、教職員の中でも県費、市費の少人数担当教員が中心となって指導に当たっている学校

が多いようでございます。学級担任に比べて放課後の時間に比較的余裕もあり、全校の子供

たちをよく知っておりますので、的確な指導が行え、学習効果も上がっていると聞いておりま

す。課題が時間内に終わらない子には、宿題として家庭で学習させ、次の日に確認するなど、

学習習慣の確立の面でも効果が上がっているとの報告もございます。

以上でございます。

発言者：鎌形喜代実こども部長

大きな２点目の発達障害者の生涯を通じたサポート体制の整備についての中の発達障害

者の生涯を通じてサポートしていくための本市の取り組みについてお答えいたします。

発達障害者の生涯を通じての支援は、幼児期、学齢期、青年期でそれぞれ所管部が分か

れております。幼児期につきましては、こども部発達支援課が所管しておりますこども発達セ



ンター、学齢期では学校教育部の主に指導課及び教育センター、青年期以降は福祉部障害

者支援課が担当しており、それぞれ連携をとりながら支援をしておりますことから、私から一

括して答弁させていただきます。

それでは、発達障害者支援について、ライフステージごとの支援体制の現状についてでご

ざいますが、幼児期につきましては、こども発達センターの中の相談を中心に行っているこど

も発達相談室と知的障害児通園施設であるあおぞらキッズが支援しております。センター利

用に至る経緯でございますが、１歳半健診、３歳児健診を実施しております保健センターや医

療機関、あるいは保育園や幼稚園などからの紹介が多くなっている状況でございますが、パ

ンフレット、ホームページをごらんになり、保護者自身から直接ご連絡をいただくこともござい

ます。相談の連絡をいただきましたら、ケースワーカーと臨床心理士、言語聴覚士、作業療法

士などの専門職が面接し、お子さんの状況を伺います。次に、専門職がお子様の発達状況を

評価し、必要に応じて医師診察をしていただく場合もございますが、個別支援計画を作成し、

お子様の状態に合わせた療育を開始いたします。その後、それぞれのお子様の状況に合っ

た通園施設、例えばあおぞらキッズなどをご紹介することとなります。また、必要に応じて医

療機関のご紹介もしております。また、あおぞらキッズ等に入園した後も相談室の専門職が

支援する体制となっておりますので、当センターにおいて一体的な支援ができているものと考

えております。既に保育園、幼稚園に入園されているお子様の場合につきましては、保護者

からの要望により、園と連携をとりながら個別療育、集団療育を行っております。また、身近

な場所においてグループ療育を、市内３カ所において社会生活のスキルの獲得等を目的に

実施しているところでございます。さらに、保育園等の職員への支援といたしまして、ケースワ

ーカーや臨床心理士等による巡回相談や研修会を実施しており、職員に対する障害理解の

促進の手伝いや支援をしているところでございます。

次に、幼児期にこども発達センターをご利用いただいていた方が学齢期になる場合の学校

等との連携でございますが、やはり保護者からの依頼により、教育センター、学校と連絡をと

り、個別の教育支援計画、市川スマイルプランの提出や、場合によっては学校に出向くなど、

小学校や特別支援学校に入学した後も一貫した支援が受けられるよう努めているところでご

ざいます。

次に、学齢期における発達障害のある児童生徒への対応についてでございます。知的障害

を伴わない発達障害のお子さんにつきましては、基本的には通常の学級に在籍し、その中で

個別の支援を受けながら学校生活を送っております。加えて、小学校段階では平田小、新浜

小に自閉症・情緒障害通級指導教室、中国分小学校にＬＤ、ＡＤＨＤ通級指導教室が設置さ

れており、個別の支援を必要とする児童が、希望により就学指導委員会を経て通級による指

導を受けております。設置されている学校以外の児童も、週に一、二時間程度通級し、社会

的な能力に関する指導や各教科の学習の補充的な内容などの個別指導を受けております。

通級指導教室の担当者は、ここでの専門的な指導が日常生活で生かせるよう、保護者や在

籍する通常の学級の担任との連携を図っております。また、菅野小学校、第八中学校には情



緒障害特別支援学級が設置されており、支援を要し、希望する児童生徒が就学指導委員会

を経て入級しております。ここでは、特別支援学級における指導を受けながら、実態に応じて

通常の学級と交流して学習に取り組んでおります。さらに、国府台小学校、第一中学校には

国立国際医療研究センター国府台病院の院内学級として情緒障害特別支援学級が設置さ

れており、入院、通院をしている児童生徒が在籍し、医療との連携のもと、障害の状態に配慮

した指導を受けております。このように、個々の能力や状態に応じた指導を行うことで、発達

障害のある児童生徒が自信と意欲を持って日々の生活や学習に取り組めるよう支援しており

ます。そして、保護者が子供をより深く理解できるよう情報を提供することで、安定した親子関

係が築けるようサポートしております。また、保護者から教育センターに相談が上がったとき

には、お子さんの様子を丁寧に把握した上で、保護者や学校に対して支援方法のアドバイス

をします。必要に応じて継続的に教育相談を行ったり、通級指導教室や医療機関を紹介した

りしております。さらに、高校進学の段階において、教育センター等でも進路に関する相談を

受けており、進学先についての情報を保護者に提供し、在籍する中学校と連携しながら、高

校選択についてアドバイスをいたします。さらに、入学後に高校のカウンセラーに相談するよ

う勧める場合もございます。また、障害の状態によっては特別支援学校への進学を選択し、

就労に向けて専門的な指導を受ける生徒もおります。高等部卒業の段階では、個別の教育

支援計画の一部として就労移行支援計画を作成し、障害者支援課への引き継ぎを行い、支

援の継続を図っております。

青年期以降の発達障害のある方への支援として、福祉部の対応についてでございますが、

市役所本庁にございます障害者支援課、勤労福祉センター分館にございます南八幡メンタル

サポートセンター、市川市急病診療・ふれあいセンターにございます障害者地域生活支援セ

ンターで障害のある方の生活の相談や福祉制度の利用、サービスに関する相談等に応じて

おります。また、本市で事業委託しております基幹型支援センターえくるにおきましても、自宅

等において障害種別に関係なく障害者の日常生活全般にわたった相談を受けているところで

ございます。ご質問の発達障害者への支援につきましては、ただいま申し上げた部署を通じ

て、ご本人の状況やご本人が何をお困りになっているのかをお聞きし、今後どのような支援を

すべきか、また、必要であれば療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の取得についての相談

に応じております。場合によっては、ご家族の方の孤立感を防ぐためにも、発達障害者の親

の会等をご紹介しております。また、就労が困難で日中に行き場がない在宅の方に対しまし

ては、医師による診断書が必要となりますが、南八幡メンタルサポートセンターや、障害者自

立支援法に基づく就労継続支援事業や地域活動支援センターなどの障害福祉サービス事業

所を紹介させていただいております。就職支援に関しましては、市が事業を委託して実施して

おります市川市障害者就労支援センターアクセスや、障害者雇用促進法に基づく障害者就

業・生活支援センターいちされんなどと連携を図り、就労に結びつくよう支援をしております。

本市では、このように障害のある方や、そのご家族からの相談への対応、障害福祉サービ

スの利用援助、また、一般就労へ向けた支援を行っておりますが、発達障害かどうかわから



ないが、どうしたらよいか、また、ご家庭において問題のある行動が顕著になってしまったな

どの相談につきましては、医療的見地からの判断や専門的知識が必要となってくる場合もご

ざいますので、医療機関についての情報提供を行うことや、千葉県市川健康福祉センター、

千葉県発達障害者支援センター、また子供から高齢者に対する相談事業を千葉県から受託

しております中核地域生活支援センターなどと連携を図りながら問題改善に取り組んでおり

ます。平成 22 年 12 月に障害者自立支援法が改正され、発達障害者が障害者と明確に定義

づけられてから、まだ日が浅く、発達障害に特化したサービスについては具体的に示されて

おりませんが、発達障害の特性に配慮した支援を行うよう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：赤羽秀郎水と緑の部長

私からは行徳近郊緑地の維持管理の(1)番、通称欠真間三角に関するご質問についてお答

えをいたします。

ご質問の宮内庁新浜鴨場の西側、福栄４丁目 32番地先にございます通称欠真間三角と呼

ばれます水路につきましては、長い間、千葉県の管理でありましたが、平成 15 年３月に市川

市に移管され、福栄公園南側の開渠部分から欠真間第１水門付近までを水と緑の部河川・

下水道管理課が水路として財産及び機能の管理を行っております。

次に、清掃美化のこれまでの取り組みでございます。市では、一般管理として全体的な草刈

りを年２回行っているところでございます。また、市民ボランティアの方から申し出をいただき

まして、環境面から草刈りやごみの清掃等を随時行っていただいており、良好な環境を保持

するため貢献していただいているというふうに認識しております。今後の本市の取り組みにつ

きましては、現状の水路機能を保持することを前提といたしまして、引き続き市民ボランティア

とも協働の上で維持管理を行い、市民の方々が周辺の自然を感じられるよりよい空間を維持

できるよう努めてまいりたいというふうに考えております。また、市民ボランティアとの協働に

つきましては、市と市民ボランティアとの作業仕分けを明確にした上で、活動内容、活動要件

について覚書等を結び、活動していただくこととしております。今後、ボランティアとの協働内

容を看板等の設置によりまして地元の方々や、ここを訪れます市民の方々に積極的にアピー

ルしていきたいというふうに考えております。

以上でございます。

発言者：石川喜庸行徳支所長

行徳近郊緑地の維持管理についての(2)と(3)についての２点のご質問にお答えいたします。

まず初めに、(2)の丸浜川沿いの遊歩道の本市と千葉県の所管関係と、首都圏近郊緑地保



全法との関係及び当該箇所の景観整備と市民ボランティアとの協働についてでございます。

丸浜川は行徳近郊緑地の西側に位置し、西側堤防沿いにはソメイヨシノが植えられ、また、

塩浜橋から野鳥観察舎までの区間につきましては、河津桜やソメイヨシノが植えられており、

塩浜橋から野鳥観察舎の駐車場までの延長約１キロメートルの遊歩道は日ごろより多くの市

民に利用され、憩いの場となっているところでございます。お尋ねの遊歩道の管理区分につ

きましては、塩浜橋から白鷲公園までの区間は海岸の管理用通路となっており、千葉県が管

理しているところでございます。また、白鷺公園から野鳥観察舎の駐車場までの遊歩道につ

きましては国が所有、管理は県がしておりましたが、現在は市川市が管理者となっているとこ

ろでございます。

次に、首都圏近郊緑地保全法との関係でございます。83 ヘクタールの行徳近郊緑地につき

ましては、国が昭和 45 年５月に良好な自然環境を有し、公害、災害の防止及び無秩序な市

街地化の防止に効果のある健全な生活環境を確保するため、行徳近郊緑地保全区域として

指定し、同年８月に木竹の伐採、あるいは土地の形質変更、建築行為等を規制することによ

り、将来にわたって保全していくため、行徳近郊緑地特別保全区域として決定されているとこ

ろでございます。また、鳥獣保護及び狩猟の適正化に関する法律に基づき、83 ヘクタールの

うち 56 ヘクタールにつきましては、県が行徳鳥獣保護区として指定しているところでございま

す。

次に、遊歩道周辺の景観整備と市民ボランティアとの協働についてでございます。近郊緑

地特別保全区域、鳥獣保護区に指定されている特別な地区ということもあり、良好な自然環

境も考慮しつつ、遊歩道や緑地帯を含む内陸性湿地帯について、近隣の方々を初め多くの

市民が格好の散策路として利用してもらうよう、景観にも配慮した維持管理を市が行ってきて

いるところでございます。そこで、市民ボランティアとの協働での景観整備についてでございま

すが、塩浜橋から行徳高校の北側、いわゆる緑の国の入り口までの区間で、この近郊緑地

に隣接する丸浜川の遊歩道を含む沿川を千葉県において市民団体、行徳グリン・クリンの会

との間で平成 21 年７月 17 日に千葉県河川海岸アダプトプログラムの合意を交わし、景観形

成活動を行っていただいております。また、緑の国につきましては、広く市民に自然と親しむ

場を提供し、当該緑地の保全に対する理解と協力を得ることを目的に、行徳高校及び塩浜小

学校に隣接する一部を県の許可を得て、市民が自然に親しむ観察路などを整備し、土曜、日

曜、祝日を多くの市民へ開放しているところでございます。このように、市民団体と協働して行

徳近郊緑地及び周辺の維持管理を行っているところでありますが、今後も季節毎に自然に親

しめる魅力ある散策路となるよう整備及び管理していきたいと考えております。

続きまして、(3)の行徳近郊緑地の維持管理の所管と、市民にとって望ましい維持管理につ

いてでございます。初めに、行徳近郊緑地の本市と千葉県の維持管理等の所管関係でござ

います。行徳近郊緑地は 83 ヘクタールありますが、所管する内訳につきましては、宮内庁の

所管する鴨場 19.5 ヘクタールと県が所管する行徳鳥獣保護区 56 ヘクタール、このほかに県

が所管する湊排水機場及び緑地 6.5 ヘクタール、市が所管する水路及び駐車場等１ヘクター



ルでございます。本市と県との維持管理状況につきましては、千葉県が所有する行徳野鳥観

察舎の管理につきましては、本市が指定管理者として平成 18 年度から行っており、多くの来

館者に野鳥の生態観察を通して自然に親しむ機会を提供しております。また、鳥獣保護区の

管理についても県より受託し、野鳥類の飛来地及び生息地としての環境が良好に保全される

よう維持管理に努めているところでございます。このほかにも、鳥獣保護区における野鳥の生

息地及び生態観察の場として維持管理、環境整備を図るため、県は千葉県行徳内陸性湿地

再整備検討協議会を設置しております。この協議会での協議事項につきましては、行徳内陸

性湿地再整備についての基本的な考え方、野鳥の生息に適した環境づくりの手法の検討、

再整備基本計画案の検討、生態観察の場としての整備の手法の検討、その他行徳内陸性

湿地の整備等に関することなどについて検討しており、この協議会には市川市も地元市とし

て参加しているところでございます。このように近郊緑地を適切に維持管理するために多くの

機関がかかわっているところでございます。

次に、市民にとって望ましい行徳近郊緑地周辺の維持管理についてでございます。行徳近

郊緑地の周辺は土地区画整理事業により住宅化が進み、中高層マンションを中心に高密度

な市街地を形成しております。緑や自然が少ない行徳地区で、地元にある近郊緑地をもっと

自然に触れられる施設としてほしい要望等も多く寄せられているところでございます。市とい

たしましても、貴重な自然の財産であればこそ、市民が身近に自然と触れ合い、学習し、自然

の大切さを意識していただくよう高めていくことが望ましいと考えております。そこで、平成 18

年度に行徳近郊緑地の市民利用の促進について検討することを目的に、行徳近郊緑地の市

民利用促進施策に関する市民懇談会を設置し、平成 19 年１月に提言がなされ、市民の意見

をいただいたところでございます。そのほか市民団体などからも、欠真間三角からの環境改

善や丸浜川沿いの樹木の間伐や草刈りなどによる環境整備を進めることなどの要望も寄せ

られているところでございます。これらの要望に対して千葉県行徳内陸性湿地再整備検討協

議会においては、行徳湿地再整備に係るワーキンググループにおいて話し合われており、ま

た、要望事項に基づく見直しや湿地の将来像についてもその中で検討されているところでご

ざいます。

いずれにいたしましても、市民が自然に親しむ機会を提供することや、野鳥類の飛来地及

び生息地としての環境が良好に保全されるよう、関係する行政機関との協議を進めながら、

市民にとって望まれる行徳近郊緑地として維持管理に努めてまいりたいと、このように考えて

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

では、再質問させていただきます。

まず、１点目の小中学校の子供の学習機会の提供についてでございます。市川小学校で



は市費の少人数学習補助教員が、ゆっくり授業を受けたいという６年生の生徒 11 人を担当し

ています。授業内容の不足分を補うため、夏季休業期間中にも授業を行いたいというもので

す。私は、このような子供の立場に立った、子供の将来を考えてくれている先生がいる、この

ような先生方の熱意に敬意を表したいと思います。

さて、市費の少人数学習補助教員制度は、実施している他自治体は少ないと伺っています。

本市の英断であると思います。当制度は生徒へのきめ細かい指導、学力の向上に資するも

のです。今後、県費の職員と同じように少人数学習補助教員の資質向上のために研修を行う

べきと考えますが、見解を伺います。よろしくお願いします。

発言者：古山弘志学校教育部長

市費の少人数学習等担当補助教員の研修の機会にかかわるご質問にお答えいたします。

市川市では、県から配置される少人数指導加配教員のほかに、平成 14 年度から市独自で

採用しました少人数学習等担当補助教員を全校に配置しております。これまで、子供たちの

確かな学力をはぐくむためには、個に応じた指導が欠かせないという考えのもと、習熟度別

や課題別等のきめ細やかな少人数指導やティームティーチングとして１つのクラスを２人の教

師で指導するなどの取り組みを行い、一定の成果を上げております。ご質問者のご指摘にも

ありますように、市費の職員も県費職員同様、資質や指導力の向上が不可欠でございます。

これまでのところは校内での研修を中心に指導力の向上を図ってまいりましたが、今年度よ

り中学校ブロック内で研修を始めたところもあり、参加した市費職員や学校側からも、研修後

の子供に向かう姿勢が変わったなど、研修の成果が届いております。これからは市レベルの

研修にも参加できますよう関係課と協議し、実現に向けて努力していき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

研修の実現に向けての前向きな答弁、大変にありがとうございます。市費の職員は、次の

採用試験に挑戦しようとしている方など多様であります。ぜひよろしくお願いいたします。

まとめですが、放課後、長期休業中の学習機会の提供について、せっかくいいことをしてい

るのですから、学校間での情報交換にとどまらず、取り組んでいる学校はみずからのホーム

ページに積極的に掲載していただきたい。また、民間のマンションガイドを見ると、自治体の

子育て支援取り組み度を紹介しています。本市のビーイングも紹介されていました。市税収

入増加にも資すると考えますので、本市が子供の学ぶ場の提供のためにこれだけ熱心に取

り組んでいる、このことをホームページの活用やマスコミに対し積極的、かつ強力なＰＲを推

進していただき、文教都市市川のイメージアップに取り組んでいただけますよう強く要望して



おきます。

では、次の発達障害者のテーマに移らせていただきます。

再質問でございますが、答弁で、幼児期、学齢期、すなわち小中学校、そして青年期でそれ

ぞれ所管部が分かれていることがわかりました。また、各部がそれぞれ連携をとりながら支

援していただいているとのことであります。しかしながら、成長するごとに役所の対応窓口が

変わる。支援を必要とする側にとっては、窓口が変わること、それがすなわちストレスにもつ

ながっております。また、ライフステージのつなぎ目が制度の谷間になり、そこで不都合が生

じてしまっているケースもあり、それが問題となっているわけであります。例えば小学１年生、

７歳の子が高機能自閉症の疑いがあり、こども部が所管のこども発達センターに生まれて初

めて相談に伺いました。どのような対応になるのか。この場合、こども発達センターでは対象

外となり、支援が受けられません。一方、幼児期にこども発達センターを利用していれば小学

３年生まで同センターを利用できるという差が出てきてしまっているというふうに承知しており

ます。

もう１つ大きな問題になっているのが、青年期になってから発達障害者と診断された方々で

す。先ほどご紹介したご家庭の高校生のケースでは、これまで発達障害者とは思わず、医師

の診断を受けたことがなかった。しかし、高校生になり、もしかしたら高機能自閉症かもしれな

い。どこに相談すればいいのでしょうか。この方の場合、市に相談したとのことであります。医

師の診断書がないということで、医療機関の情報提供はしていただけることになりました。し

かし、こういった保護者や本人は大変必死であります。医療機関の情報ぐらいであれば、イン

ターネットなどで既によく調べております。そういう話をすると、当課ではそれ以上は対応でき

かねるというふうに言われてしまった。結局、その方は県の発達障害者支援センターに相談

し、医師の診断を受けました。その後、県の発達障害者支援センターに報告すればいいのか、

それとも市に報告して、医師の診断をもとに市の支援サービスを受けたほうがいいのでしょう

かと私に聞いてきました。

ここで私が問題の本質だと思うのは、より身近で、市民に寄り添うようなきめ細かい相談支

援サービスを提供しているのかどうかということだと思います。このことは、支援の必要な人に

対し、乳幼児期から学齢期、就労期までの縦の連携及び教育、福祉、保健、就労、医療の横

の連携によって支援を提供する仕組みが必要であることを示す具体的な事例だと思います。

私は、発達障害者を生涯を通じてサポートする仕組みが必要と考えています。ある自治体、

滋賀県の湖南市ですが、保健や福祉、教育や就労などの支援を統括する発達支援室を市に

設置し、年齢層ごとに隔てられていた行政のすき間を埋めているということであります。本市

においても発達支援室の設置や、当面の解決策として各部の相談窓口に一々最初から説明

する必要のないワンストップサービスの仕組みをつくっていただきたいと考えますが、見解を

伺います。例えば３つの部が定期的に発達支援関係課担当会議等を設置して報告や情報の

共有化をすることで呼吸を合わせていくことは大変肝要であると思いますが、見解を伺います。

また、精神保健福祉士や臨床心理士など専門資格を持つ職員が少ないと思います。今後、



専門資格を持つ職員をふやしていくべきと考えます。また、今後、児童精神科医師や認知行

動療法カウンセラー、医療機関との連携を深めていくべきと考えますが、現状と見解をお伺い

いたします。よろしくお願いします。

発言者：松丸和枝福祉部長

再質問にお答えいたします。

初めに、ご質問のワンストップの仕組みについてでございますが、現在、成人になられてい

る発達障害の方は、その多くの方が幼いころに発達障害としての診断や療育を受けていない

方がほとんどでございます。また、ご本人やご家族の方も、精神疾患なのか、発達障害なの

か、そもそも障害なのかということで悩まれている状況がございます。そのことから、窓口を１

つに絞らず、広く児童、教育、障害の分野でお受けし、県の相談機関とも連携し、相談者が孤

立しないよう適切な対応をすることがまずは重要であると考えております。また、現在、困難

ケースがあった場合には、関係機関が集まって個別支援会議を実施している状況でございま

す。また、平成 25 年８月を目途に、現在の障害者自立支援法を廃止して障害者総合福祉法、

仮称でございますが、制定される予定であり、その新たな法律による相談支援体制の仕組み

を見きわめる必要があると考えております。

次に、専門職員の増員についてでございますが、この専門職員の増員につきましても、先

ほど述べました制定される法律を見きわめながら職員の配置を検討していく必要があると考

えております。その間、発達障害者やそのご家族の相談に適切に対応するため、職員の資

質の向上に努めるとともに、発達障害者の支援がライフステージごとに途切れることがないよ

う、関係機関とより一層の連携強化を図ってまいりたいと考えております。

最後に、児童精神科医師や認知行動療法カウンセラーとの連携についてでございます。児

童精神科医との連携についてですが、ご本人やご家族の了承を得た上ではありますが、必

要時、通院先医療機関との連携を図っているところでございます。認知行動療法のカウンセ

ラーとの連携につきましては、現在、発達障害者に対する認知行動療法の有効性について、

その評価が分かれているところでございます。現在把握している県内の認知行動療法実施

機関につきましては、千葉大学附属病院を中心として数カ所ございますが、うつや社会不安

障害等への対応と伺っております。まずは認知行動療法を発達障害者に対して行っている医

療機関の情報収集に努め、情報を把握するところから進めてまいりたいと考えているところで

ございます。

以上でございます。

発言者：中村義雄議員



大変力強い答弁、ありがとうございました。進歩を見越しての対応を今検討、また整備を進

めておられるということで、ぜひよろしくお願い申し上げます。この点についても結構でござい

ます。

では、続きまして行徳近郊緑地の維持管理についての１点目について再質問させていただ

きます。今の答弁で、欠真間三角は県ではなく、水路部分は水と緑の部が所有管理している

ことがわかりました。近隣自治会の方とお話をしたときに、この丸浜川沿いにホタルを呼びた

いという夢のあるお話をお聞きしました。この欠真間三角は、ボランティアが何年も何年も胸

まで水というか、ヘドロにつかりながら美化に取り組んでこられたこともあって、今は野鳥も来

るようなところになりました。大変なご努力で、簡単にできることではありません。敬意を表す

るものであります。

さて、この水路は、現在、御猟場からの排水はなくなっているというふうに承知しております。

主に水源は雨水であります。この雨水が地面のごみとともに水路に流入します。水源が雨水

しかないことから、水量自体も不安定であり、ヘドロが発生しやすく、それが原因で悪臭が発

生する。であれば、水源を含め、当水路全体を見直していかなければ悪臭の問題は解決でき

ないということになります。その解決策として、降雨時にごみが当水路に流れ込まないように

方策を講ずること、２点目、水量の見込める水源を確保することが必要と考えます。当水路の

水質改善、水量の確保を進めていただきたいと思いますが、見解を伺います。

また、水路機能の確保とともに、この当該地区や鳥獣保護区の目的を同時に果たすことが

本来求められていると考えます。水と緑の部は、これまでこの厳しい規制の中でボランティア

との協働をリードし、景観の向上、鳥獣保護、水路機能の確保を両立されてきたと考えており

ます。今後もこの姿勢を崩さず、さらに発展させていただきたいと考えますが、見解、ご決意

を伺います。

発言者：赤羽秀郎水と緑の部長

再質問についてお答えいたします。

ご質問者が指摘されているように、この水路については、本市の公共下水道雨水計画にお

いて、丸浜第１排水区、丸浜第２排水区の計画放流先の流末として、丸浜川の一部として位

置づけられており、現在の水路機能を引き続き確保する必要があります。したがいまして、ご

指摘のとおり水路機能を損なわないことを前提に、問題となっております水路のごみやにお

いなどについて、改善のための検討を私どもも行っております。しかしながら、水質につきまし

ては、ご指摘のとおり雨水を水源とするために、現況からの改善は非常に難しいという状況で

ございます。しかしながら、においのもととなりますヘドロのしゅんせつですとか、降雨時にご

みが流れ込まない方策ができるか否か、まずできるところから始めようということで検討を今

進めております。また、今後市民との協働ということでございます。この管理につきましては、

水路の流下能力を確保することに配慮していただくなど、市及び県の指導のもとに活動して



いただくことが前提となりますけれども、市民ボランティアの方々の協力のもと、適正な管理に

努めてまいりたいというふうに考えております。

以上でございます。

発言者：中村義雄議員

答弁、大変ありがとうございます。当水路をヘドロの解消を含め、ホタルがすむような水質

改善に適切な管理を強く要望しておきます。この点も以上で結構でございます。

２点目についてなんですが、当遊歩道は白鷺公園から野鳥観察舎の駐車場までは行徳支

所が管理者であり、それ以外は県が管理者であることがわかりました。これをとっても県市の

所管が細かく分かれていることがわかります。そういった中で、これまで行徳支所は市民団体

と協働で、当該地及び周辺の維持管理を行っていただいております。大変に感謝申し上げま

す。また、今後も季節ごとに自然に親しめる魅力ある散策路となるように整備、管理をしてい

ただけるという答弁がありました。引き続きよろしくお願いいたします。この点も結構でござい

ます。

続きまして、３点目でございます。再質問させていただきます。行徳近郊緑地の整備につい

ては、千葉県内陸性湿地再整備検討協議会で見直しを行っていることであります。行徳支所

が協議会に加わることで市民の声が反映されてきているというふうに承知しております。今後、

より一層市民の声を反映させていただきたいと思いますが、これまでの経緯と今後の行徳支

所長のご決意をお伺いいたします

発言者：石川喜庸行徳支所長

この検討協議会の中で、今どんな検討をしているかという内容をちょっと触れさせていただ

きますけれども、これは市からの要望、あるいは市民団体からの要望、これらを受けて、現在

の基本計画の見直しを行っております。具体的にどういう内容かといいますと、鳥類の生息

地としての整備の関係については、内陸性湿地の整備、あるいは干潟の関係、こういったこ

との見直し、あるいは管理利用面につきましては保護区の開放、周辺緑地内の観察路などに

ついての検討を行っております。また、その他のワーキンググループにおきましては、この行

徳湿地の将来のイメージ、こういったことも検討されているところでございます。

決意ということなんですが、私は決意ということをなかなか答弁したことはないんですが、い

わゆるこの行徳近郊緑地というのは閉鎖的というのは皆さんもご承知のことと思います。これ

までも先代の行徳支所長が一生懸命力を入れてきたというふうなところでございます。こんな

すばらしい自然があるのにもかかわらず、市民がなかなか親しめないというふうなことになっ

ておりますので、まず、今現在ある緑の国、これも市川市が整備したところなんですが、最近



私も行ったんですが、非常に景色がいいところなんですが、中の林が下草とかいろんな雑木

が雑木林になっていて、非常に快適に散策できるような場所にはなっていないのが事実です

ね。ですから、できればこういったところの剪定とか、間引きとか、下草を刈って明るく楽しく散

策ができればいいなと、このように考えております。また、ご承知のように近郊緑地の周辺に

つきましてはコンクリート塀で囲まれておりますので、非常に閉鎖的であります。これらも市民

要望の中にもありますけれども、コンクリート塀を撤去してフェンス等、あるいは透明の目隠し

塀等、こういったものに変えて開放感があふれるようになればいいなと。また、さらにはこの行

徳近郊緑地も、今途中までしか行かれませんので、これが１周できるような形で市民に開放

できれば、よりいいなと思います。さらに、最近の問題としては、３月 11 日の震災以降、この

行徳近郊緑地の干潟が沈下したというところで、実際これは沈下しております。こういったこと

が早目に直さないと生態系にも影響してまいりますので、こういったものについては県に強く

要望していきたいということを考えております。いずれにいたしましても、いろんな問題、課題

が山積しておりますが、市川市においても「人と自然が共生するまち」というところを目指して

おりますので、開かれた近郊緑地になるよう、今後とも職員一丸となって進めていきたいと、

このように考えております。

以上でございます。

発言者：中村義雄議員

支所長のご決意といいますか、所見、大変ありがとうございました。まとめになりますが、こ

れまでの経緯をお聞きして、本市が行徳近郊緑地の市民利用促進に関する市民懇談会や他

の市民団体など市民の要望を、千葉県知事や宮内庁等関係諸機関に対し粘り強く働きかけ

を続けていただいていることがよくわかりました。その上での支所長の力強い今後のご決意と

いうことで、ありがとうございます。

行徳近郊緑地の美化、景観形成、適切な維持管理は、市民ボランティア、市との協働のた

まものであると思います。今後の行徳近郊緑地の整備について、かぎとなるのは千葉県の内

陸性湿地再整備検討協議会での協議の動向でございます。先ほど、るる所管に関する答弁

からもわかりますが、大変複雑になっております。つまるところ、市が幾ら頑張っても、県が動

かなければ当該地の整備はなかなか前に進まないのが実情であります。また、これまでの歴

史、経緯を見れば明らかであります。それでも私は、だからといって当該緑地を県の姿勢が

決まるのを待っていればいいとは思いません。多くの人々から、自然が守られているな、多種

多様な野鳥が見られるな、そして景観がすばらしいなと感じてもらえる場所にすることが大変

に重要であり、本市におきましては、これまでも、そしてこれからも、さらに足元から、今できる

ことから１つ１つ力強く進めていただきたいのでございます。

最後に、今後、市民、ボランティアと行政の協働がますます進展していただきたいことを強く

要望し、私の一般質問を終わります。大変ありがとうございました。


