
◯篠原委員 公明党福岡市議団を代表して、災害時の電力確保と非常用発電設備について、

サービス介助士の拡充の取り組みについて質問する。初めに、災害時の電力確保と非常用発

電設備について質問する。日本列島は、東日本大震災以降、地震を含め災害が多発する国へ

とさま変わりしてきた。災害時には長時間の停電が発生するが、そこで必要なのが、停電時

でも電力を供給し続けるために設置する非常用発電設備である。この非常用発電設備は、自

然災害や火災時における停電時に使用するもので、いつ何どき発生するかもしれない災害

に備え、間違いなく作動するようさまざまな法令で管理基準が厳格に定められている。中で

も、地震が発生したときには、停電とともに火災の発生のおそれが特に大きいことから、火

の勢いが小さいうちに消しとめるためのスプリンクラー設備など、消防用設備に電気を供

給する非常用発電設備の維持管理が大変重要であり、消防法令でも定められているが、その

歴史は、昭和 47 年の大阪・千日前デパートの火災での死者 118 名、昭和 48 年の熊本・大

洋デパート火災での死者 103 名という大惨事にまでさかのぼる。これらの火災をきっかけ

として、消防法令が改正され、スプリンクラー設備、屋内消火栓設備、自動火災報知設備な

どのほか、火災による停電時等にも消防用設備が作動するよう設けられた非常用電源も含

めた点検報告制度が始まっている。一方、一般社団法人日本内燃力発電設備協会によると、

東日本大震災時における非常用発電設備を含む自家発電設備 4,811 台の稼働状況を調査し

たところ、正常に稼働しなかったものが全体の５％である 233 台あり、そのうちメンテナ

ンス不良で稼働しなかったものが 23 台であったとされている。これらのことを踏まえ、ま

ず、消防法令に基づく非常用発電設備の維持管理について質問していきたい。非常用発電設

備の維持管理について、消防法令ではどのように決められているのか。 

 

△消防局長 非常用発電設備、いわゆる消防法上の自家発電設備は、停電時においても消防

用設備、例えばスプリンクラー設備であれば、30 分間以上稼働させるための動力源となる

設備である。その維持管理について、消防法では、建物の管理者などに対し、消防用設備と

あわせ、自家発電設備の点検を行うとともに、定期的に消防機関へ報告することが義務づけ

られている。自家発電設備の点検は、半年ごとに行う機器点検と１年ごとに行う総合点検が

あり、半年ごとに行う機器点検はねじの緩みや油漏れなどの確認や、簡易な操作により機器

の状況などを確認する点検である。また、１年ごとに行う総合点検は、自家発電設備を運転

させ、消防用設備などに送電し負荷をかけ、異常な音や振動の発生がないかなどの状況を確

認する負荷運転などを行う点検である。 

 

◯篠原委員 消防法令では、非常用発電設備の点検は消防用設備の点検とあわせて行うよ

う定められていること、また、点検には半年に一度の機器点検と１年に一度の総合点検があ

り、非常用発電設備では総合点検の中に負荷運転が義務づけられていることがわかった。で

は、この負荷運転は、どのようにして行われるのか。 

 



△消防局長 消防用設備の非常電源として設けられる自家発電設備の負荷運転には、実負

荷による点検と疑似負荷による点検の二通りの実施方法がある。実負荷による点検は、建物

全体を停電させた状態で自家発電設備を運転させ、実際に建物に設置されているスプリン

クラー設備の送水ポンプなどを動かすことにより、自家発電設備に負荷をかけた状態で運

転状況を確認する方法である。疑似負荷による点検は、建物全体を停電させずに、自家発電

設備をスプリンクラー設備の送水ポンプなどを動かしているのと同様の状態を機械的につ

くり出す装置に接続した上で、自家発電設備に負荷をかけた状態で運転状況を確認する方

法である。 

 

◯篠原委員 負荷運転には、実際に建物を停電させた上で、非常用発電設備を稼働させて消

防用設備に電気を流す実負荷運転と、建物全体を停電させずに負荷をかける特殊な装置を

接続して消防用設備に電気を流している状況を疑似的につくり出して行う疑似負荷運転の

２種類があるとのことである。この負荷運転が必要とされる非常用発電設備が設置されて

いる建物は、市内に何軒あり、そのうち何軒が負荷運転を実施しているのか。 

 

△消防局長 消防用設備の非常電源として自家発電設備を設置している建物は平成 29年９

月 30 日現在、市内に 1,699 軒あり、そのうち 699 軒が負荷運転を実施したと報告されてい

る。 

 

◯篠原委員 非常用発電設備の点検は、火災発生時に非常用電源が確実に稼働するための

点検であり、その点検である負荷運転が行われてない建物が市内にまだ 1,000 施設あると

いうことは、大変心配である。先日、視察に行った仙台市では、非常用発電設備の点検を疑

似負荷運転などを取り入れ実施するよう徹底しており、消防設備点検時に何らかの方法で

負荷運転を行うこと、定格出力の 30％以上の負荷をかけること、電気事業法による点検時

に負荷運転を行った場合はその点検票の写しを添付して提出することを明確に示していた。

また、茨城県常総市では、2015 年９月の関東・東北豪雨において、鬼怒川が決壊して市内

の３分の１が浸水し、停電した市庁舎では屋外の非常用自家発電設備も浸水で使用不能に

なり、照明や電話、パソコンのほか、防災行政無線も使えなくなったそうである。このとき、

非常用発電設備の重要性を改めて認識し、電源喪失のリスクを少しでも減らす観点から非

常用発電設備の維持管理にも力を入れ、従前行っていなかった負荷運転を取り入れたそう

である。こうした他都市の取り組みがある中で、本市でも市有施設はもとより、市内の全て

の施設の非常用発電設備において、負荷運転が確実に行われることが重要と考えるが、負荷

運転を行っていない建物や施設などに対し、本市はどのような指導を行っているのか。 

 

△消防局長 負荷運転を行っていない建物や施設などに対する指導については、平成 28 年

12 月に総務省消防庁から点検結果報告書の確認に係る留意事項について通知がなされたた



め、各消防署における点検結果報告書の受け付け時の対応の再確認を行うとともに、負荷運

転について適切に記載するよう指導している。また、建物の関係者に対し、消防局のホーム

ページで情報発信を行い、本市の施設の管理者に対し、点検の実施要領等について通知して

いる。今後は点検業務を行う業者が参加する講習会において、制度について説明を行うとと

もに、市有施設の管理部局に対し、保守契約発注に関する講習会で負荷運転の適正な実施に

ついて周知する予定としている。現在、災害時に活動拠点となる公共施設や火災が発生した

場合に人命危険が高い重要な施設から順次指導を進めており、今後とも引き続き指導を行

っていきたい。 

 

◯篠原委員 これまで、負荷運転について消防署で点検結果報告書を受け付けるときの対

応を再確認したことや、本市の施設の管理者に対し適正な点検を実施するよう通知してい

ること、また、ホームページでの情報発信などが行われ、今後も講習会で周知していくなど

改善を進めていることがよくわかった。一方、この負荷運転が十分に行われていなかった原

因をどのように分析しているのか示されたい。 

 

△消防局長 自家発電設備の維持管理については、消防法のほか電気事業法や建築基準法

にも種々定められており、その複雑さなどから、負荷運転についての十分な理解がなされて

いない場合があることや、実負荷運転を行うためには建物全体を停電させる必要があり、例

えば商業施設の場合、建物内に入居しているテナントとの計画停電に伴う準備や調整、入館

者への停電情報の周知など準備や調整が容易でないこと、また、建物全体を停電させること

ができない施設などで疑似負荷運転による点検を行うためには、その準備や日程調整に加

え、疑似負荷装置のリース料など相当の費用が必要となることなどが原因と考えている。 

 

◯篠原委員 負荷運転のうち、実負荷運転は 24 時間電源供給をとめられない施設において

実施しにくい点検方法であること、また、そのような建物は疑似負荷運転による点検を行わ

なければならないが、多額の費用が必要になることなどがネックになっているということ

である。そこで、負荷運転が行われる自家発電設備の点検に係る経費について、市役所本庁

舎と消防局本部庁舎は 26 年度から 28 年度に、それぞれ幾ら支出したか尋ねる。 

 

△財政局長 市役所本庁舎の非常用自家発電設備の点検等の委託料は、26 年度が 181 万

4,400 円、27 年度が 181 万 4,400 円、28 年度が 194 万 4,000 円となっている。 

 

△消防局長 消防局本部庁舎の 26 年度から 28 年度までの自家発電設備の点検に係る費用

は、自家発電設備の保守点検を含めた費用で 26 年度が 129 万 6,000 円、27 年度が 129 万

6,000 円であるが、28 年度については、自家発電設備の設置から長期間経過したため、保守

点検とあわせてオーバーホールを実施しており、総額で 4,844 万 8,800 円となっている。 



 

◯篠原委員 市の本庁舎でも 180 万円から 190 万円、また、消防本部では通常 130 万円く

らいのところ、オーバーホールを行うと 4,800 万円以上かかってしまう。毎年行わなければ

ならない点検で多額の費用が発生するということは、これから点検を行わなければならな

い建物の所有者などに大変重い負担を強いてしまうものと考える。この負荷運転に関して、

国のほうで緩和の動きがあると聞いているが、その内容を尋ねる。 

 

△消防局長 自家発電設備の点検における負荷運転については、停電させる場合には建物

の関係者との調整が容易でないことや、停電させない場合には点検に相当な費用がかかる

など関係者などに対する負担が大きく、簡単には実施できないとの意見、また、消防機関か

らの同様の意見を踏まえ、平成 27 年７月から総務省消防庁の消防用設備等点検報告制度の

あり方に関する検討部会において、現在の点検項目の中から負荷運転によってしか確認で

きない項目について、ほかの方法で確認できないか、また、負荷運転の実施サイクルの延長

など、関係者などの負担の軽減ができないかなどが検討されていると聞いている。消防局と

しては、検討部会や総務省消防庁の動きを注視しながら、適正な対応を図っていきたい。 

 

◯篠原委員 負荷運転によってチェックできる項目をピックアップし、その部分について

代替点検を行うなどの方法に変えることができるよう検討を行っており、また、負荷運転の

実施サイクルの見直しも検討されているとのことで、そうした検討が実を結び、点検にかか

る負担緩和が実現され、点検の実施率が上がることになれば、大変によいことだと考えてい

る。本市においても、国の動きに留意し、適切な対応と情報発信に努められたい。消防法令

に基づく非常用発電設備の維持管理について質問を行ってきたが、ここからは災害発生時

に拠点となる市有施設の停電時の電力確保について質問していく。まず、大規模災害発生時

の防災拠点となる本市の本庁舎において、停電時の電力供給量と時間、また、どのような設

備に供給しているのか尋ねる。 

 

△財政局長 市役所本庁舎行政棟に設置している非常用自家発電設備は、定格出力が 1,200

キロワットで通常約 30 時間の継続運転が可能とされ、必要に応じ、燃料の補給によるさら

なる運転の継続を図るものであり、停電時には、非常用設備や非常用エレベーター、非常用

照明、非常用コンセント等に電力を供給する。 

 

◯篠原委員 ことし７月の九州北部豪雨災害では、福岡県東峰村で庁舎が停電し、非常用発

電設備が稼働したが、何らかの原因で約 14 時間電力供給ができなかったそうである。しか

し、ポータブルの発電機を活用し、その影響を限定的にとどめたことが報道されていた。非

常用発電設備も重要だが、建物の規模によっては、非常用発電設備の設置が義務づけられて

いない施設もある。また、設置され維持管理が適切に行われていたとしても、燃料切れや長



時間の運転による故障などで稼働できないことも十分に考えられる。このため東峰村と同

様に、万が一の事態のために非常用電源を供給するための備えを十分に確保しておくこと

が必要である。特に、非常時でも停電が許されない病院や介護施設等では、患者や入所者の

安心を確保するため、停電に備えた電力確保の強化が何よりも重要であるが、福岡市立こど

も病院や福岡市民病院では、非常用電源の確保はどのようになされているのか。 

 

△保健福祉局長 福岡市立こども病院及び福岡市民病院においては、電力会社から受電が

停止した場合の設備として、非常用電源設備を浸水被害等が出ないよう最上階に設置して

いる。また、医療関係機器には継続して電力を供給する必要があるため、発電機が起動する

までのつなぎとして、人工呼吸器などの精密医療機器についてはバッテリーを内蔵してお

り、また、電子カルテ等の電子機器については、無停電電源装置を備えており、切れ目なく

電源を確保している。なお、非常用発電機については、実負荷運転を毎年度実施し、確実に

稼働するよう点検を行っている。 

 

◯篠原委員 福岡市立こども病院、福岡市民病院では、非常用発電設備を最上階に設置し、

医療機器は無停電電源装置を備えているなど、しっかりと点検を含め対応しているという

ことである。また、地震などの緊急時には、駅など公共機関でのパニックは即人命にかかわ

るため、スムーズな動線確保のためには、非常用電源の稼働チェックは最低限の義務である。

市営地下鉄では、非常用電源の確保はどのように行われているのか。 

 

△交通事業管理者 地下鉄においては、電力会社からの受電が停止した場合の設備として、

非常用電源設備を設置している。この非常電源は、電車には電力を供給しないが、各駅の通

信設備や防災設備、非常照明等に電力を供給し、列車内及び駅構内の乗客を安全に避難誘導

するとともに、関係各所と情報の伝達や収集を行えるようにしている。また、非常用発電機

については実負荷運転を毎年度実施し、確実に稼働するよう点検を行っている。 

 

◯篠原委員 地下鉄では、非常用電源により各駅の通信設備や防災設備、非常照明等に電力

を供給し、災害時も乗客を安全に避難誘導するということである。大変重要なインフラであ

る病院や地下鉄では、しっかりとした非常時の電源確保ができており、安心したが、これか

らも不測の事態に備えた対応を継続してもらいたい。災害時の電力確保について、福岡市地

域防災計画にはどのように定められているのか尋ねる。 

 

△市民局長 災害時の電力確保については、福岡市地域防災計画において、福岡市域内に震

度５弱以上の地震が発生したときは、必要に応じて福岡市災害対策本部に九州電力から社

員が派遣され、電力施設の被害状況及び復旧状況の情報共有を行うこととしている。また、

九州電力においては、復旧対策要員や資機材を確保するとともに、電力供給の早急な確保と



停電時間の短縮を図るため、被害箇所に応急工事を実施し、機能の回復を図ることとなって

いる。 

 

◯篠原委員 福岡市地域防災計画に、非常用発電設備の設置目標とその維持管理について、

明確に規定する必要がある。東日本大震災、熊本地震のような大規模地震の場合は、必ず避

難所における電力の確保が問題となるため、災害に備え、電力の多重化が必要と考えている。

避難所の照明がつかなければ非常に危険であるが、災害時に避難所となる小学校や公民館

における電源の確保はどのようになっているのか。 

 

△市民局長 避難所における電源や照明の確保については、29 年度から各小学校区に防災

倉庫を設置し、発電機、投光器及び手回し充電式ランタンなどを備えることとしている。 

 

◯篠原委員 非常用電源の確保については十分な対応をとっていることが確認できたが、

昨今の災害発生状況を鑑みると、いつ本市において大規模な災害が発生してもおかしくな

い状況であり、しっかりと備えておく必要がある。大規模災害が発生した場合、非常用電源

にも限りがあり、いかに早く電力供給を復旧できるかが重要であり、特に重要施設における

電源の確保が大事であるが、本市において、大規模災害時の重要施設における電源の確保は

どのようになっているのか。 

 

△市民局長 国の防災基本計画に基づき、本市において大規模災害による広範囲な停電等

が発生した場合には、国の緊急対策本部に対し、重要施設の自家発電用燃料の優先供給につ

いて要請するとともに、九州電力との連携のもと、復旧対策要員、電源車等の派遣により、

重要施設への電力供給を行うこととしている。 

 

◯篠原委員 九州電力との連携のもと、復旧対策要員、また電源車等の派遣により、重要施

設への電力供給を行うということである。災害時の非常用発電電源対策に加え、早急な電力

供給の確保などを進めていく上で、しっかりと電気事業者と連携することが必要と考える

が、災害に強いまちづくりを今後どのように進めていくのか、最後に市長に所見を尋ねる。 

 

△市長 大規模災害時の電力の確保は、市民生活を守り、都市機能を維持するためにも非常

に重要と考えており、福岡市地域防災計画においても電力供給の早急な確保、停電時間の短

縮を図るため、電気事業者と連携し対応することとしている。また、本市では市役所本庁舎

を初め、こども病院などの重要施設には非常用発電設備を整備するとともに、熊本地震を教

訓として、29 年度から避難所における電源確保のための発電機や非常用の照明として投光

器を各校区に備えることとしている。今後とも、大規模災害時の電力確保など迅速、的確な

災害対応が行えるよう、電気事業者を初め、ライフライン機関としっかりと連携し、市民の



とうとい命とその財産を守ることを第一に、災害に強いまちづくりを進め、防災先進都市福

岡を目指していく。 

◯篠原委員 次に、サービス介助士の拡充の取り組みについて質問していく。超高齢社会を

迎えた日本では、65 歳以上の高齢者は約 3,514 万人と、総人口の４分の１以上を占めてお

り、20 年後には３分の１の人が 65 歳になると推計されている。このような状況の中、本市

は 2011 年からユニバーサル都市・福岡を目指し、みんながやさしい、みんなにやさしいを

合い言葉に、さまざまな取り組みを展開してきた。各区役所では、区の特性を生かしたまち

づくりを進める区の魅力づくり事業において、介護が必要な人へのサポートを充実させる

取り組みや外国人への通訳サービス、案内サインの改善など窓口サービスの改善に向けた

さまざまな取り組みが行われていると聞いている。初めに、28 年度の各区の事業のうち、

区役所への来庁者を対象とした窓口サービスの改善を目標とした主な事業と決算額を尋ね

る。 

 

△市民局長 28 年度に区役所で実施した窓口改善の主な事業については、城南区において

業務別に案内表示を色分けし、目的の窓口が一目でわかるよう改修したことや、東区におい

て各課の繁忙期に合わせてフロアマネジャーの増員を図ったことなどがある。また、市民局

が所管する区の魅力づくり事業の７区合計の 28 年度決算額は１億 4,977 万円余となってい

る。 

 

◯篠原委員 窓口サービスの向上のため、区役所への来庁者の声を聞くアンケートなどは

実施したか。実施したのであれば、障がい者や高齢者から、どのような改善を求める声が上

がっているのか尋ねる。 

 

△市民局長 区役所来庁者アンケートについては、25 年度に市民局において、全区役所の

来庁者実態調査を実施している。各区においては、26 年度は東区、27 年度は早良区、28 年

度は博多区、中央区、城南区が来庁者アンケートを実施している。それらのアンケートにお

ける障がい者や高齢者からの意見としては、話すときは相手の顔を見て声の大きさや会話

の速さを調節するなど配慮してほしい、専門用語が多いため、わかりやすく説明してほしい

など応接に関する意見があった。 

 

◯篠原委員 人間は加齢に伴い、内臓や器官の衰えに伴う体力の減退による身体の老いと

ともに、心のバランスがとれなくなる精神の老いを迎える。若いころは、特段、いちいち考

えなくても、普通にできていたことが、いつしか頭ではできているのに体が言うことを聞か

なくなり、そのジレンマに悶々とするというのは、よく聞く話である。自身ではどうしよう

もない老いに対し、どう向き合い、これからどんな準備をしなければならないのか、そのよ

うな課題が自分だけでなく、社会にも突きつけられていると思えてならない。サービス介助



士という資格があるが、これはどのような資格なのか。概要と資格の取得方法について尋ね

る。 

 

△市民局長 サービス介助士の資格は公益財団法人日本ケアフィット共育機構が認定を行

っており、資格取得に当たっては、例えば段差で困っている車椅子利用者や視覚障がい者へ

の介助など、高齢者や障がい者が安心して社会参加できるよう、おもてなしの心と介助技術

を習得するための講座の受講と実技教習を修了し、検定試験に合格することが必要とされ

ている。 

 

◯篠原委員 サービス介助士とは、今、答弁にあったように、高齢者や障がい者が安心して

社会参加ができるよう、段差を越えられずに困っている車椅子使用者や道に迷っている視

覚障がい者に声をかけ、手伝いをするなど、おもてなしの心と介助技術を学び、相手に安心

してもらいながら手伝いができる人のことをいう。本市では、城南区役所の職員によるサー

ビス介助士の資格取得が話題となったが、どのようなきっかけで資格の取得が始まり、どの

ようなサービス提供がなされていたのか。 

 

△市民局長 城南区では 25 年度に窓口サービス向上の取り組みを推進するため、職員によ

る検討チームとして接遇向上委員会を立ち上げている。この接遇向上委員会の中で、障害を

理由とする差別の解消の推進に関する法律が成立したことを踏まえ、障がいのある人など

への介助サービスの充実を図ることとし、サービス介助士の資格を職員に取得させること

としたものである。この資格の取得により、車椅子利用者の介助や目が不自由な人の誘導と

いった手伝いや介助などに積極的に取り組んでいる。 

 

◯篠原委員 城南区では、障害者差別解消法が成立したことを踏まえ、庁内に委員会を設置

し、職員の人的サポートによるサービス向上に取り組み始めており、若手職員を中心にサー

ビス介助士資格の取得を促し、平成 26 年７月に全国で初めて区役所の全 17 課に資格を持

つ職員が配置されたと聞いた。城南区役所でサービス介助士の資格を取得した職員数と取

得経費について尋ねる。 

 

△市民局長 サービス介助士の資格取得には、１人当たり約４万円の経費がかかっており、

25 年度が９名で約 37 万円、26 年度が 10 名で約 41 万円となっている。 

 

◯篠原委員 その後、サービス介助士の配置を全区に展開しているが、その経緯と配置状況、

また、資格取得の経費について尋ねる。あわせて、城南区役所で資格を取得した職員が、実

際にサービスを提供し、どのような感想を持ったのか尋ねる。 

 



△市民局長 サービス介助士の全区配置については、城南区における取り組みを踏まえ、ユ

ニバーサル都市・福岡を推進する取り組みの一つとして、来庁した高齢者や障がいのある人

などに必要とされる手伝いや介助を行うなど、サービス介助士が中心となって、さらなる窓

口サービスの向上を図ることを目的として 27 年度から実施している。配置状況は、全ての

区役所の全課 126 課に 137 名を配置し、資格取得の経費は約 484 万円となっている。また、

資格を取得した城南区の職員からは、車椅子利用者の介助など、高齢者や障がいのある人た

ちに対して落ち着いて自信を持って対応できるようになったなどの意見があった。 

 

◯篠原委員 おもてなしの心、介助技術を学ぶことで、自信を持って対応することができる

ようになったとのことである。全区役所における 28 年度の配置数と今年度の現状について

示されたい。 

 

△市民局長 28 年度は全区役所の全課に 139 名の資格を有した職員を配置しているが、29

年度は９月 30 日現在で全区役所、全課 126 課のうち、110 課に 123 名を配置している。 

 

◯篠原委員 28 年度に比べて現時点での区役所におけるサービス介助士の配置数が減って

いるが、その理由、また、補充は考えているのか尋ねる。 

 

△市民局長 人事異動などにより資格を有する職員が異動したため、配置する課が減って

いるが、職員が資格取得のための講座を受講中であり、10 月中には全区、全課で配置でき

る見込みである。 

 

◯篠原委員 サービス介助士の取り組みは、大変すばらしいものである。ぜひ、資格者を増

員してほしいが、このサービス介助士の資格を取得することで、職員の意識や行動はどのよ

うに変化してきたのか。 

 

△市民局長 資格取得による職員の意識や行動の変化については、相手の立場になって考

えることができるようになった、積極的に声をかけることができるようになった、簡単な手

話を覚え、手話で円滑なコミュニケーションをとることができ、自信を持って対応すること

ができたといった変化があったと聞いている。 

 

◯篠原委員 本市では、城南区役所に先駆け、市営地下鉄において、いち早くサービス介助

士が導入をされたようだが、いつから、どのように取り組んでいるのか尋ねる。 

 

△交通事業管理者 地下鉄では、おもてなしの心と安全な介助技術を身につけ、体の不自由

な方や高齢者などが気軽に、安心して利用できる地下鉄を目指すことを目的として、24 年



度からサービス介助士の資格取得を開始しており、勤務助役の中から、毎年６名の職員が取

得している。28 年度末までに、30 名が取得しており、今後も毎年６名が取得していく予定

である。また、この資格取得者が、研修などで他の職員を指導することにより、技能を広げ

ているところである。 

 

◯篠原委員 市営地下鉄では、指導的立場にある駅の助役が、サービス介助士の資格を取得

していることは大きな意味があると思う。今後とも継続的に研修等を行い、他の職員を指導

していくよう要望しておく。サービス介助士の資格を取得して地下鉄の現場で働いている

職員の声を尋ねる。 

 

△交通事業管理者 サービス介助士の資格を取得した職員からは、正しい知識を得ること

で、介護が必要な方へ積極的に対応ができるようになった、資格を取得したことで、今まで

以上に利用者の立場に立って考えることができるようになり、細やかな声かけや適切な対

応をすることができるようになった、研修や実際の駅等での介助の際に、他の職員に対して

適切な指導ができるようになったなどの声が上がっている。 

 

◯篠原委員 より多くの高齢者の社会参加は、極めて重要な今後のテーマである。バリアフ

リーの理念によるスロープやエレベーター、駅のエスカレーターの普及やデジタルサイネ

ージ、視覚障がい者誘導ブロック等の情報提供の充実により、高齢者も障がい者も外出しや

すい環境が徐々に整備されつつあるが、まだ不十分と考える。また、長年の劣化で角がめく

れた点字ブロックで高齢者がつまずきやすくなるなど、町なかのちょっとした変化により

早く対応するためにも介助する人の視点は大切ではないか。サービス介助士の資格を取得

することによって初めて気がついた弱者への配慮や視点を、ハード整備に生かす方策を検

討するよう要望しておく。全区役所、全課にサービス介助士を配置しており、多くの職員に

サービス介助士の資格を取得してもらいたいところであるが、費用もかかり、難しい面もあ

ると思う。サービス介助士の資格期限は３年間と聞いているが、更新費用は１人幾らかかる

のか。あわせて、今後の取り組みはどのように考えているのか。 

 

△市民局長 サービス介助士の資格更新費用は、１人当たり約 2,000 円となっている。今後

の取り組みについては、各区役所におけるサービス介助士の配置の効果や課題を検証する

とともに、高齢者や障がいのある人を初めとした来庁者へ心のこもったサービスが、さらに

広がりをもって提供できるよう、検討していく。 

 

◯篠原委員 ここで、サービス介助士を導入している民間企業、団体の取り組みを紹介する。

障害者差別解消法では、民間事業者による違反があり、自主的な改善が期待できない場合な

どには、担当大臣が民間事業者に対して報告を求めることができるようになっている。今後、



より高齢者の気持ちや身体的な特徴を理解して、安心、安全でホスピタリティあふれる対応

が多くの企業、団体で求められるようになる。このような社会的背景の変化もあり、現在で

は、鉄道、航空などの交通機関、宿泊施設、デパート、飲食店、金融機関など 1,000 社の企

業、団体と 14 万 5,000 人以上のサービス介助士の導入が進み、活躍している。ある大手自

動車企業では、社長以下、全社員がサービス介助士の資格を取得している。取得者からは、

人として何が必要なのか理解できた、おもてなしの心、介助技術を十分に学んだ、高齢者疑

似体験や車椅子体験を通して優しい気持ちが芽生えたと思う、自信を持って自然に対応で

きるようになった、との話を聞いた。本市でも、さらなる組織的な取り組みが必要と考える

が、市民にもっと身近な区役所として、どのように取り組んでいくのか尋ねる。 

 

△市民局長 サービス介助士の精神をさらに広げていく取り組みについては、介助マニュ

アルを作成し、周知を図るとともに、資格を持った職員による課内研修や講師を招いた研修

会などを実施しているところであり、今後とも各区において、窓口サービス向上のための取

り組みを組織的に進めていく。 

 

◯篠原委員 町なかや自分たちの身近なところで困っている様子の人がいればそっと見守

り、必要であればさりげなく声をかけ、手伝いができる人たちが当たり前にいるまちづくり

が大切ではないか。先ほど、区役所としてしっかり取り組んでいく旨の答弁があった。市長

が掲げるユニバーサル都市・福岡の推進のためには、区役所の職員が習得したおもてなしの

心と介助の知識と技術を異動した後の職場でも生かし、広げていくことで区役所にとどま

らず、公民館や市民センター、美術館、博物館、図書館など本市の全ての職員、全ての施設

に広げていくべきと考えるが、それらの実現に向けた市長の決意を尋ね、質問を終わる。 

 

△市長 本市においては、みんながやさしい、みんなにやさしいユニバーサル都市・福岡を

まちづくりの目標像として掲げ、市政の柱の一つとして推進している。その取り組みの一つ

として、27 年度から全ての区役所の全課にサービス介助士の資格を有する職員を配置し、

高齢者や障がいのある人を初め、全ての来庁者に心のこもった手伝いや介助ができるよう

窓口サービスの向上に努めている。指摘のように、おもてなしの心や、正しい介助技術を職

員全体に広める取り組みをさらに広げていくことは大変有意義と考えており、まずは区役

所のサービス介助士の資格を有する職員を中心として、研修や介助の講習会を実施するな

ど全ての人が安心して利用しやすい窓口や施設となるよう、ユニバーサル都市・福岡の実現

に向け、しっかりと取り組んでいく。 


