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令和３年９月 定例会（第３回）会議録（抜粋） 

◆２３番（小川利枝子君） 公明党を代表して一般質問いたします。 

 新型コロナウイルス感染症という、人類がかつて経験したことのない脅威の下、幾多の困

難に直面する中で、様々な混乱を乗り越え、開催を迎えた東京オリンピック・パラリンピッ

クが列島に歓喜と感動の輪を広げ、閉幕いたしました。公明党山口那津男代表は開幕に当た

り、コロナ禍で後世に大事な教訓を残す歴史的な挑戦であり、終息へ、平和へ、世界を団結

に導く意義があるとコメントを発表いたしました。 

 この夏は連日、白熱の展開の数々に、ふだんはスポーツを見る機会が少ない人も、テレビ

の前で声援を送り続けたのではないでしょうか。特に、試合を終えた直後のアスリートたち

が口々に発した感謝の言葉に学び、心を打たれました。そして、障がいの有無に関係なく、

人間の強さや無限の可能性を示したアスリートたちの雄姿は、私たちにどんな困難にも負け

ない人間のレジリエンスの尊さを示してくださいました。私は、今の生き方が必ずや過去を

意味あるものにし、未来を決定づけるものと確信いたします。 

 私ども公明党は、長引くコロナ禍、相次ぐ自然災害、打ち続く様々な困難に誰一人負けぬ

よう、乗り越えていく先に目を向けて、希望の社会を進めるべく、月々、日々にとの心で、

今日なすべきことを全力を尽くしてまいります。 

 まず、お手元に資料として用意いたしました、このクリアファイル、そして、タブレット

のサイドブックスにポスターを掲載させていただいておりますので、まず御確認、お願いい

たします。このクリアファイルとポスター、これは今回、私が一般質問に至ったきっかけと

なったものですので、まずは、皆様と共有をさせていただきます。 

 それでは、質問の１番目は、障がい福祉について、中でも障がい特性の理解に向けた取組

についてお伺いいたします。 

 テレビ放映されているＣＭの１こまで、恐らく多くの方が視聴したことがあるのではない

かと思いますが、それは聴覚に障がいがあると思われるお子さんと、図書館のスタッフとの

やり取り、そしてそこに生まれる共感、あの自然体こそが共生社会の例ではないでしょうか。

しかし、あの自然体の光景は、何もないところには芽生えません。そこに、図書館スタッフ

の正しい知識と経験があってこそと痛感させられます。障がいには様々な特性、例えば、急

に大声を上げるなど場にふさわしくない行動があることが知られておりますが、周囲の人々

が正しく理解していれば問題は軽減いたします。 

 そこで、このような障がいの特性について、本市ではどのような啓発等を行っているのか

お伺いいたします。 

 質問の２番目は、児童のバス通学についてでございます。 

 奏の杜の開発に伴う児童増加の対応策として、一部の児童が谷津南小学校にバスを利用し

て通学しております。バスの運行については、今日まで保護者の皆様から様々な御意見・御

要望が寄せられてまいりました。特に、希望する時間に乗車できないといった切実な声に対

して、当局は増便を図るなど迅速な対応に努めていただいておりますが、現状と今後の見通

しについてお伺いいたします。 
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 在校児童はもとより、これから就学児健診や入学説明会などが開催される時期でございま

す。この質問を通じて、新入学を控えた御家族の不安を払拭できたらと考えておりますので、

前向きな御答弁をいただければと期待いたします。 

 質問の最後、３番目は、特別支援教育についてお伺いいたします。 

 また特別支援教育、まだ特別支援教育と思われる方が多くいらっしゃることは承知いたし

ております。しかし、１年前のこの議場において、私は次のように述べております。私の知

る特別な支援を必要とする児童・生徒やその保護者、家族、先生と呼ばれる方をはじめ、私

自身も、現況を見るに、まだ「いまだ」の言葉が、ため息とともに出てきます。もう何回御

答弁をいただいたことでしょうかと。お子さんが既に義務教育を卒業された保護者の方々か

らも、今の教育現場について「私たちの頃と変わっていないですね」といった言葉を度々耳

にいたします。 

 今日まで教育委員会担当指導主事をはじめ学校の先生方は、地道に学び、一生懸命取り組

んでいただいていることは十分承知いたしております。頭が下がります。しかし、なぜ変わ

らないのでしょうか。変わらぬ要因はどこにあるとお考えでしょうか。保護者や子どもたち

は、あと何年待てばよいのでしょうか。そろそろ、誰もがため息ではなく、納得のうなずき

ができる施策と結果を示していくべきではないでしょうか。 

 今回は、どのような御答弁の内容であろうとも再質問はいたしません。指摘もいたしませ

ん。要望も申し上げません。ただ、今回の御答弁の内容についてはしっかりと精査し、今後

の議会において確認させていただきます。 

 したがいまして、習志野市教育委員会の長である教育長のお言葉で、習志野市における特

別支援教育の将来展望について、例えば専門性の確保や人材育成、特別支援学級の在り方、

特別支援学校中等部及び高等部の誘致、総合教育会議の役割などを踏まえ、来年度以降、ど

のような将来像を描き具現化に向けて取り組もうとしているのかお伺いいたします。 

 以上、私の１回目の質問とさせていただきます。 

◎市長（宮本泰介君） はい。それでは、小川議員の一般質問にお答えしてまいります。大

きな２番目の児童のバス通学について、大きな３番目の特別支援教育については教育長が答

弁いたします。私は大きな１番目のみでございます。 

 障がい福祉について、障がいの特性の理解に向けた取組についてお答えいたします。 

 近年、障がい福祉施策におきましては、国連で障害者権利条約が採択されたことを契機に、

障害者虐待防止法や障害者差別解消法等の法整備が行われ、障がいのある方の権利擁護への

取組が進められております。しかしながら、本市で昨年度実施いたしました差別に関するア

ンケート調査では、回答した障がいのある人の３６.８％が障がいを理由とする差別をされ

たと感じたことがあると回答しており、障がいのある方への理解促進の取組は重要な課題で

あると認識しております。 

 本市では、平成３０年度から令和５年度までを計画期間とする第４期習志野市障がい者基

本計画において、障がいのある人への理解の促進を重点課題として掲げ、様々な啓発事業に

取り組んでおります。 
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 具体的に申し上げますと、車椅子体験や視覚障がい体験、手話を活用したゲーム大会など

のイベントを開催するほか、４月には世界自閉症啓発デーや発達障害啓発週間に合わせ、市

庁舎内へ横断幕を掲示し、１２月には障害者週間に合わせ、広報習志野に特集記事を掲載す

ることにより、障がいへの理解を深める啓発を行っております。 

 また、障がいの特性による様々な行動を分かりやすく伝えるため、易しくイラストで作成

した横浜市港南区自立支援協議会作成のポスター「あたたかく見守ってください」を活用い

たしまして、コミュニティバス内や庁舎内等でのポスター掲示、市政広報用テレビモニター

による広報を行っております。 

 このほか、町会・自治会等に配布している障がい者の雇用促進や障がい者理解の啓発誌「な

らたく」に、市ホームページで掲載している日常の子育て中の出来事を紹介した「子育て“シ

ョートあるある”」を掲載し、子どもそれぞれの個性や特性に合わせた子育ての楽しさ、大

変さを個々の家庭と広く共有する取組を行っております。 

 今後も、市民団体や障がい福祉サービス事業所、教育、行政、企業等、様々な関係機関と

連携し、障がい特性の理解に向けた取組を行ってまいります。 

 大きな２番目の児童のバス通学について、大きな３番目の特別支援教育については、教育

長が答弁いたします。 

 以上、私の１回目の答弁とさせていただきます。 

◎教育長（小熊隆君） はい。それでは、小川議員からの一般質問、大きな２点目、児童の

バス通学についての谷津南小学校へのバス通学の現状と今後についてお答えをいたします。 

 初めに、バス通学の現状でありますが、令和３年５月１日現在、３２１名の児童が路線バ

スを活用し通学をしております。 

 バスの運行に当たりましては、これまでもバス運行会社である京成バス株式会社と運行方

法や便数等について協議をしてまいりました。こうした中、令和２年５月１６日のダイヤ改

正により、登校時間帯の谷津干潟行きバスにおいて、６時台は４便から６便となる２便の増、

７時台は６便から９便となる３便の増、８時台は５便から６便となる１便の増便が行われま

した。このことにより、登校時間に合わせ、児童が多く利用する時間帯となる７時台から８

時台前半の乗車についての分散化を図ることができました。 

 なお、乗車定員につきましては、路線バスが約７０名としているところ、約５０名で積算

をしており、現在はコロナ禍を考慮し、４０名程度での乗車を目安としております。 

 安全への配慮といたしましては、安全整理員を配置し、乗車前の整列や、バスへ同乗し、

車内での安全確保、一般乗車客への配慮などを行っており、新年度や新学期には、谷津南小

学校長をはじめ、教育委員会事務局においても、バス停での乗降や同乗しての車内状況の確

認を行っております。 

 次に、バス通学の今後についてでありますが、バス通学児童数は増加していくことを見込

んでおります。このことにより、登校時間に合わせ、多くの児童の利用が見込まれる時間帯

の現状の便数では対応が厳しくなると考えております。次年度の対応につきましては、路線

バスを活用している中、運行会社である京成バスと定期的に協議しており、今後も児童が安

全にバス通学できるよう努めてまいります。 
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 次に、大きな３点目、特別支援教育についての習志野市における特別支援教育の将来展望

についてお答えをいたします。 

 本市では、子どもたちの自立や自己実現を目指し、障がいの特性に応じたきめ細かな指導

の充実のため各種事業を展開しております。昨年度から今年度にかけまして、就学前から義

務教育終了後の進学や就労まで切れ目のない支援の充実のため、個別の教育支援計画や個別

の指導計画の内容を見直したところであり、授業研究や事例研修を通じて、各計画のより積

極的な活用に取り組んでおります。 

 特別支援教育の将来展望につきまして、特別支援教育に関する専門性及び教育行政の２つ

の観点で申し上げます。 

 最初に、特別支援教育に関する専門性についてであります。 

 教育委員会といたしましては、特別支援教育を推進していく中で、知的障がいや言語障が

い、難聴等、それぞれの特性に応じた指導の充実を図っているところであります。中でも、

自閉症・情緒障がいに関しましては、令和元年度に全ての小学校、中学校に学びの場を整備

したところであります。自閉症・情緒障がいの学級の実態といたしましては、少人数指導に

より、学校生活への適応を図っている児童・生徒や、発達障がいや様々な障害を併せ持つ児

童・生徒等も在籍しており、その教育的ニーズは多様化、複雑化しております。 

 一方、その指導を担う教員の専門性に関しましては、特別支援教育の経験の少ない担任も

多くおります。児童・生徒が抱える困難さの背景を考察し、個々の目標に向かう適切な手だ

てを設定するためには、教員個人の専門性を向上させていくとともに、学校全体でのサポー

トが必要な状況であることも認識しているところであります。 

 教育委員会といたしましても、様々な研修の機会を設け、専門性を高めるための体制を整

えるように努めているところでありますが、個々の教員が学んだ知識を実践へと活用するた

めには、校内での教員同士の学び合いを深めていかなければなりません。 

 このような状況に対しましては、児童・生徒一人一人の課題に応じた指導とともに、少人

数で学び合うことができる特別支援学級としての特色を生かし、その教育的ニーズに対応し

ていく必要があります。 

 また、管理職のリーダーシップの下、学校全体として、特に特別支援教育コーディネータ

ーを中心として、人材の育成、教員の専門性を向上させることが課題であると捉えておりま

す。 

 教育委員会では、キャリアステージに応じた研修の開催や臨床心理士等の巡回訪問の充実

に取り組んでいるところであり、専門的な指導や助言を通じて、引き続き障がいの特性に応

じた指導が充実するよう取り組んでまいります。また、指導課と習志野市総合教育センター

がそれぞれの専門性を発揮し、各学校における教育課程や校内支援体制の充実が図られるよ

う指導してまいります。 

 次に、市の教育行政の観点から申し上げます。 

 １つ目は、県立習志野特別支援学校の中学部、高等部の設置についてであります。 

 県立特別支援学校の設置につきましては、設置者である県教育委員会が判断することとな

っております。本市教育委員会といたしましても、小学部から中学部、高等部へと連続して
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学ぶことができる教育環境の整備は必要であると認識しております。県教育委員会が策定い

たしました県立特別支援学校整備計画を踏まえ、習志野市内の学校施設にあって転用可能な

校地、校舎等について精査し、様々な可能性について、引き続き県教育委員会との協議を進

めてまいります。 

 ２つ目は、総合教育会議における特別支援教育推進の取組についてであります。 

 総合教育会議は、市長と教育委員会が教育行政の大綱や重点的に講ずべき施策、児童・生

徒等の生命・身体の保護等、緊急の場合に講ずべき措置について協議・調整を行う場であり、

両者が教育政策の方向性を共有するために設置されるものであります。本市においても、義

務教育だけでなく、幼児教育を含めた習志野市の教育施策について、習志野市教育振興基本

計画や運営方針等の協議を行ってきております。その中では、特別支援教育に関しても、指

導者の専門性向上のため、研修を充実すること等について委員より御意見をいただいており

ます。今後につきましては、特別支援教育推進のための具体的な施策等について協議を深め

ることができるように努めてまいります。 

 東京パラリンピックでの選手の輝く姿に見られたように、子どもたちの自立と自己実現の

ために、教育委員会といたしましても、教員一人一人の専門性の向上と、学校全体としての

特別支援教育に関する専門性の向上を図ってまいります。また、専門性のある外部機関との

連携や人材の確保等に努め、習志野市全体の特別支援教育をより一層推進してまいります。 

 以上、私からの１回目の答弁といたします。 

◆２３番（小川利枝子君） はい。市長、教育長、御答弁ありがとうございました。特に教

育長、特別支援教育については再質問いたしませんので、ぜひ有言実行でよろしくお願いい

たします。期待いたしております。 

 それでは、通告順に再質問してまいります。 

 最初は、障がい福祉について伺ってまいります。 

 先ほどの市長答弁で、クリアファイルやこのポスターですね、これが何であったかは御理

解いただけたことと思います。そして、このような啓発のきっかけとなったのが、差別に関

するアンケート調査であったことも確認できました。 

 そこで、まず、今回の一般質問の趣旨からはやや外れますが、１点だけ簡単に確認させて

いただきます。アンケート調査に回答した障がいのある方の３６.８％、また、障がいを理

由とする差別をされたと感じたことがある、こういうことですが、そもそもどのような調査

であり、どのような結果を得られ、その結果をどのように分析し、施策立案の参考にされた

のかお伺いいたします。 

◎健康福祉部長（菅原優君） はい。お答えいたします。昨年、令和２年度に実施しました

差別に関するアンケート調査等につきまして御答弁申し上げます。 

 この障がいのある人への差別の実態把握のためのアンケート調査ですけども、本市におけ

る差別を解消するための取組を検討するに当たりまして、障がいを理由とする差別の現状を

把握することを目的に、障がいのある人や障がい者団体、障がい福祉サービス事業所職員、

民間事業者等を対象といたしまして、昨年、令和２年の７月に実施をいたしました。 
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 市長答弁でも申し上げましたとおり、調査に回答いただいた障がいのある方の３６.８％

が、障がいを理由とする差別をされたと感じたことがあると回答しております。具体的な内

容ですけども、幼稚園や保育園などの負担になるからと、登園を拒否、制限された。また、

行事などで特別に家族の付添いを求められた。配慮・援助をお願いしたが対応してもらえず、

手続などができなかったなどであります。 

 また、障がいのある人への差別について、見たり聞いたりしたことがあるという人に対し、

する人の意識についてどう思うかという問いに対しましては、無意識に行われてる差別が多

いと思う、どちらかというと無意識に行われている差別が多いと思う、の回答した人が全体

の回答者の約４８％となっております。アンケートの結果から、何が差別に当たるのか、差

別そのものに対する理解と意識啓発にさらに取り組む必要があると考えております。 

 本市では、平成２８年４月の障害者差別解消法施行に伴いまして、障がいのある人に対す

る障がいを理由とする差別解消に向け、市民に対する広報による啓発のほか、市内商店会に

対し、音や声が聞き取りにくい方、発語が難しい方などと文字を書いてやり取りをするため

の筆談器や、文字やイラストを指して意思を伝えるコミュニケーションボードの配布、また、

車椅子体験や視覚障がい体験などの障がい疑似体験等に取り組んでまいりました。今回のア

ンケート結果を受けまして、さらなる差別解消に向け、引き続き様々な手法を検討し、啓発

事業に取り組んでまいりたいと考えております。以上でございます。 

◆２３番（小川利枝子君） はい。ありがとうございました。 

 ただいまの部長答弁で挙げられていた事例ですね、具体的な差別をされたと感じた、この

事例ということですけども、それこそ障がいのある方への今できる、もうすぐにでもできる

合理的配慮、これもあると想像いたします。ですから、この３６.８％、４８％、もう半分

近くの方が差別と感じてるということでございますが、この数字が独り歩きをするのではな

くて、まさに部長が答弁で語られたように、何が差別に当たるのか、こういうことをもっと

十分に吟味されてから分析すべきと考えます。そのことをきちんと出発点として、理解と意

識啓発、そしてこの取組、こういうものを考えていくべきではないかと思います。 

 それから、部長答弁の後段にございました、商店街に対したコミュニケーションボードの

配布、また車椅子での疑似体験、こういうものですね、これは御答弁にもございましたけど

も、平成２８年の国の障害者差別解消法の施行に伴いまして、国が企業やお店に合理的配慮

に努めること、努力目標ですね、これを求めたものに対して、本市がそれを取り組まれてき

たもの、そういうふうにして認識しておりますけども、ですからその意義は、私は決して否

定はいたしませんし、理解もいたしております。 

 ただ、その一つ一つの取組ですね、これがどこか一時的で、その場限りのイベントとして

終わってしまっているようで、言葉が過ぎるかもしれませんが、自己満足感、こういうもの

が否めないんですね。本当に目的を正しく理解した上で、コミュニケーションボードは何の

ために活用していくのかとか、そういうことが本当に理解した上で取り組んでおられるのか

どうか、ちょっとこの辺が疑問になってしまうんです。 
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 この法律が施行されて、今年で５年目なわけですけども、本年、この改正法、改正されま

した。改正法では、今まで努力目標であった企業やお店に対しまして、もうそれこそ配慮し

なければならない、つまり義務化ですね、もうここまで進んできているわけでございます。 

 例えば、本市のコミュニケーションボードのこの現状は、では、どうなっているのか、ま

た理解は進んでいるのかどうか、この辺、今日はお伺いいたしませんけども、冒頭で紹介い

たしましたテレビ放映と照らし合わせてみますと、市民にもっと自然体での理解があれば、

コンビニで正直使われていない、もう本当にそういうコミュニケーションボードではなくて

も、メモ用紙１冊常備してくださいと、このようなことで済むはずなんですね。ですから、

出発点でのこの視野ですね、もっと広げて、全ての市民目線で検討すべきではないかと、そ

の辺は強く指摘をさせていただきます。 

 さて、質問の本線に戻りますが、本市では、障がいの特性を正しく理解してもらうため様々

な啓発事業を行っていると、このような御答弁がございました。昨年度に実施した障がいに

関する、このクリアファイルですね、マークを入れたクリアファイル、これを皆さんに御確

認していただきましたけども、この意図についてお伺いいたします。 

◎健康福祉部長（菅原優君） はい。お答えいたします。 

 その前に、様々な取組の中で自己満足というような厳しい御意見もございましたけども、

本市といたしましては今後におきましても、今の御指摘を受けて、様々な取組、いろいろ研

究して実施してまいりたいと思います。 

 それでは、御質問にお答えします。昨年度実施しました障がいに関するマークを入れまし

たクリアファイル作成、特に啓発について、お答えいたしますけども、このクリアファイル

につきましては、耳マークやオストメイトマークなど障がい者マークを印字したクリアファ

イルで、昨年、「習志野市手話、点字等の利用を進めて、障がいのある人もない人も絆を深

め、互いに心を通わせるまちづくり条例」、通称心が通うまちづくり条例の周知及びこれに

伴う啓発事業として作成したものであります。 

 障がいには、聴覚障がいや身体内部の障がいなど、外見からは分からないものもあります

ことから、障がいのある人が誤解や不利益を受けたり、我慢を強いられたりすることがあり

ます。このため、このクリアファイルは、障がいのある人に対応した施設・設備ですとかル

ールなどの存在、あるいは障がいのある人が支援を必要としていることを全ての人に分かり

やすく伝えるためのツールとしまして、３,０００部作成したものであります。配布につき

ましては、先ほど申し上げましたアンケート調査の御協力をいただいた障がいのある方や事

業者などの関係機関に配布をしております。 

 今年度は、パラリンピック開催により、障がい福祉への関心の高まりによる効果を捉え、

このファイルを小中学校での福祉教育の場や本市の新規採用職員の研修、障がい者差別に関

する研修等に活用し意識啓発をしてまいりたいと、そういう予定でございます。以上でござ

います。 

◆２３番（小川利枝子君） はい。部長、ありがとうございました、とは、ちょっと言えま

せん。まさに自己満足でしかないように、申し訳ないんですけども、やはり思えるんですね。 
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 このクリアファイルの作成は、決して否定いたしません。しかしどう考えてみても、作れ

ばいい、配ればいい、こういったことが如実にうかがえます。 

 部長、そもそも配布先に違和感を覚えませんかね。ただいまの御答弁からは、アンケート

に協力してくださった障がい者団体や事業者、そこに配布していると。これはもう言うまで

もございませんけども、障がいを最も身近に捉えてるところですよね。 

 繰り返し申し上げますが、クリアファイルの作成は否定いたしません。しかし、これでは

啓発とは名ばかりの記念品、このぐらいのことしかちょっと感じられないというのが正直な

思いであります。これじゃ、到底理解は進まないのかなと、皆さんから、市民の皆さんから

いろんなお声が届いておりますけども、本当に頑張っていただかなければという思いでいっ

ぱいでございます。なぜ、私が、もう常にこの場でこのようなことを申し上げなければなら

ないのか。本来であれば、ここで述べたくないです。でも述べなくてはいけないという、こ

の私の心情もぜひ御理解いただきたいと思っております。 

 また、今年度について、ただいまの御答弁ございましたように、小学校、中学校に活用し

て配っていくということをお聞きいたしました。無造作に配布するだけではなくて、もっと

「障がいって、共生って」って、子どもたちが自ら深く考える機会に活用できるように、や

はり工夫していただければと思っておりますので、ここに教育長また部長もおられますけど

も、その辺、共有してお願いしたい、このように思っております。 

 次に、同様にポスターについても確認をさせていただきます。この「あたたかく見守って

ください」、このポスターは、本市の習志野市市民協働こども発達支援推進協議会において、

一昨年からでしょうか、協議が始まって、資料として何度か配布されたものであるというこ

とは私も確認しているんですけども、今日までどのように活用されてきたのか。目的また手

法を含めてお伺いいたします。 

◎こども部長（小平修君） はい。「あたたかく見守ってください」のポスターについて、

どのように活用をしているのか、目的や手法はどのようなものかについてお答えをいたしま

す。 

 障がいに伴う特性から来る様々な行動は、理解してもらいにくいことが多くあると認識を

しております。このポスターは、横浜市港南区の承諾、協力を得て、本市においても多くの

人にその行動の理由を知ってもらい、温かく見守ることへの第一歩としてもらうことを目的

としております。 

 周知方法につきましては、市長答弁にありましたとおり、コミュニティバス内に令和３年

１月から２月にかけて掲示したほか、本年７月より庁舎内のグラウンドフロア及び１階の玄

関口付近と各階のエレベーター付近、そしてサンロード５階、６階等に掲示し、周知・啓発

活動に現在のところ取り組んでおります。以上です。 

◆２３番（小川利枝子君） はい。ありがとうございました。この今の御答弁から、このポ

スターは、多くの人にその行動の理由を知ってもらい、温かく見守ることへの第一歩として

活用していく、本当に大事なことだと思います。このポスターは何を意図しているのか、貼

ってあるだけでは、やはり理解ができません。一つ一つについて、本来であれば御説明いた

だきたいところですが、時間の関係もございますので１つだけ、この左上の「ぴょんぴょん
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ぐるぐる」、この行動の例について、どう理解して見守ればよいのか、御説明お願いいたし

ます。 

◎こども部長（小平修君） はい。ポスターの中で例示されております左上の「ぴょんぴょ

んぐるぐる」といった行動をどのように理解して見守るのかについてお答えをいたします。 

 このポスターは、障がいに伴う特性から生じる、同じ行為や姿勢などを反復・持続する常

同行動、常に同じ行動という字を書きますが、こちらが専門的にはこの用語で表記をするこ

とがありますが、その常同行動について、周囲の方々に分かりやすく理解していただくため

例示しているものであります。この常同行動は、一見すると、目的もなく同じことを繰り返

す行動で、例えば手をパチパチと拍手する、体を揺らす、同じところを行ったり来たりする

といった行動で、心理的な安定を求めていたり、何か訴えたかったりする場合などにも見ら

れるものであります。このような行動をどのように理解し、見守るかにつきましては、本人

が明らかに困っていたりするような状況でなければ、無理にやめるよう促す必要はなく、温

かく状況が落ち着くことを見守ることが適切な対応の一つであると考えております。以上で

す。 

◆２３番（小川利枝子君） はい。部長、ありがとうございました。ただいまのこども部長

のような説明ができることが、やはり正しい理解の第一歩になると思います。ですから、や

はりどんどん活用して、一人でも多くの、こども部長のような市民を求めていく、これが啓

発になるのではないかと考えます。 

 本市では、このポスターの啓発として、先ほどの市長答弁にございました、市政広報用テ

レビモニター、市民課のところにある、あそこで平成３１年４月から流していたと、つい最

近お聞きいたしました。ええって、もう２年以上も前からあって、私も正直驚いてしまった

んですけども、残念ながら私は本当に気がつきませんでしたし、あれも一瞬のことですし、

知ってれば見ようという気持ちにもなると思うんですけども、ポスターもほとんど見かけま

せんでしたし、作成した横浜市ですね、ここは駅の改札口などに掲示してある、こういう様

子がネット上とかでも確認ができます。 

 ポスターの効果は、貼る場所、それから貼る期間によって大きく変わります。コミュニテ

ィバスや庁舎に貼られたとのことですが、効果は確認されたのかどうか。多分、活用と言え

るまでに至っていない、これが実情と思われますが、私はもう本当に、何とももったいない

ことだなって、すごく残念に思っております。 

 この間、協議会では、委員から熱心に様々な御意見また御提案がされていることは、私も

傍聴に行って確認しておりますが、やはりもっと前向きに本腰を入れて考えるべきではない

かと思います。 

 そこで、このポスターの今後について、掲示や配布、そして習志野市バージョンの作成な

ど、今後の展開についてお考えがございましたらお伺いいたします。 

◎こども部長（小平修君） はい。御質問にお答えをいたします。議員から御案内のありま

したとおり、このポスターにつきましては、本年度７月に開催した市民協働こども発達支援

推進協議会の会議の中で、各委員より、障がいの特性から生じる様々な行動を知ってもらう
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取組に着手することが必要ではないかとの御意見をいただき、その掲示や配布について検討

したものでございます。 

 現在、庁舎内のグランドフロア及び１階フロア等にポスターを掲示し、来庁者向けの啓発

を実施してるところであります。このほか、市内の各病院、駅構内、商業施設などにこのポ

スターを掲示し、障がいに伴う特性をさらに多くの人に広く知ってもらうため、習志野市医

師会をはじめ、習志野商工会議所や習志野市商店会連合会等に御協力をいただき、地域全体

での啓発に取り組んでいるところであります。 

 ポスターの表題であります「あたたかく見守ってください」は、当事者とその家族、関係

者だけではなく、地域全体の願いでもあると考えております。習志野市において、様々な年

代や立場の方々に広く知ってもらい、正しく理解してもらう創意工夫を今後重ねてまいりま

す。 

 また、今後の取組としてもう一つ、現状のポスターを基に、各方面からの御意見を頂戴し、

習志野市独自のポスターや資料の作成なども検討してまいりたいと考えております。以上で

す。 

◆２３番（小川利枝子君） はい。ありがとうございました。 

 部長答弁にございました地域全体の願い、これはもうまさにそのとおりだと思います。既

存のポスターの活用に加えて、今後は独自のポスターの作成、これを行っていくということ

を語られておりましたけども、ぜひ創意工夫を凝らして取り組んでいただきたいと思います。

全ての市民がこのポスターを目にする日を、まずは待ち望んでおります。 

 次ですね、しかし、その前に、私はとても気がかりになってることがございます。このポ

スターの趣旨である「あたたかく見守ってください」は、本来、行政という立場で市民サー

ビスの最前線にいる市職員、そして教員、図書館また公民館などの指定管理者などが正しく

理解することが求められていると思います。そこで、市職員などへはどのようにこの周知を

図っていくのかお伺いいたします。 

◎こども部長（小平修君） はい。御質問にお答えをいたします。市職員への周知について

は、本年９月９日に全職員がパソコン上で閲覧できる庁内グループウエア、これを活用した

ポスター掲示あるいはチラシの配布を依頼したところであります。 

 このポスターにある行動が、なぜそのような行動をするのか、また、私どもがそのような

場面に出会ったらどのように対応することが適切なのかを理解することが重要であり、今後

優先して取り組むべきことと考えております。そのためにも、ポスターの内容をより深く理

解していただける研修会の開催などを検討し、この取組が一過性なものとならないよう、正

しい理解が広がるよう、啓発活動に取り組んでいきたいと考えております。以上です。 

◆２３番（小川利枝子君） はい。ありがとうございます。そうですね、繰り返しになりま

すが、ハッピーバスに本年１月、そして市庁舎に７月、たしか学校のほうにも７月からとい

うことをお聞きしております。掲出の責任を担う市職員が９月９日、この９日に一斉に流し

たと。本会議の一般質問の通告の受付が９月１日でした。これ以上問いませんけども、どこ

か時系列にゆがみがないかなって、すごく私、思ってしまうんですね。このような言い方は
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本当に申し訳ないんですけども、何か言われたから進めたみたいな、付け焼き刃的な手法で

本当に啓発ができるのか、物すごく懸念しております。 

 正しい理解は、受け止める側の姿勢によるところもありますが、まずは発信者側がですね、

受け止めてもらえるような手法を講じるべきではないんでしょうかね。遅きに失しています

けども、ようやく一歩踏み出したのですから、これから挽回できるよう取り組んでいただき

たい。本当に思います。 

 部長答弁にございましたように、市職員などを対象とした研修会ですね、これはぜひ実施

してください。市民に関わる市職員などの行動が何よりも強いメッセージになるはずです。

よろしくお願い申し上げます。 

 時間も迫ってきちゃったんですけども、あと一点、このポスターについては、ただいまこ

ども部長が御答弁してるということで、子ども発達という視点の会議からの発信ですね。で

も、子どものときの話ではないということ、それから、そのお子さんの一生をつないでいく

発信だということ。やはりどうもその視点が伝わっていないんではないのかなという感じが

いたします。どうか、これは全庁的な問題としての視点、こういうものをさらに先に向けて

発信しているという気概を持っていただきたいですし、そうなってこそ、つなぐことを目的

とする、全て啓発はつないでいくという、その人の人生をですね、やはりその啓発だと思う

んですね。ですから、それを目的としていけば、今行われているサポートファイルですね、

これももっと有効活用されるようになるのではないかなと思っております。 

 ここまでクリアファイル、ポスターを取り上げて質疑をいたしましたが、最後は、これか

らの共生社会の構築のためには、繰り返しますが、障がいに対する正しい理解が必要不可欠

でございます。そこで、様々な啓発の充実に向けた見解についてお伺いいたします。 

◎健康福祉部長（菅原優君） はい。お答えいたします。確かに、障がいに対する正しい理

解が重要ということの中で、本市では、誰もが互いに人格と個性を尊重し、支え合いながら

生きる共生社会の実現のためには、その基礎として、障がいや障害のある人への理解が不可

欠であると考え、その下、市長答弁にもありましたけれども、障がい者基本計画において、

障がいのある人への理解の促進を重点課題として掲げて啓発事業に取り組んでいるところ

であります。 

 啓発の充実に向けましては、誰もが、まずは障がいや障がいのある人を知り、そして接し

て理解する機会をつくること。そして、障がいのある人も社会の構成員の一人として、自ら

情報を発信し、積極的に社会に参加できる場を設けることなどが必要であると考えておりま

す。また、障がいのある人に対する理解をより深めるため、地域に出向いた出前講座や、市

職員に対する研修等につきましても継続して実施し、充実・強化を努める必要があります。 

 なお、広く周知・啓発を行うためには、関係機関の理解、協力が不可欠であります。今後

も関係機関との連携の下、様々な角度から、広角的な手法を検討しまして、障がいに対する

理解の促進に取り組んでまいります。以上でございます。 

◆２３番（小川利枝子君） はい。ありがとうございます。 

 習志野市には、本当に広く市民を対象として行っている教育の場がございます。また、自

治振興の場もございます。先ほど、地域全体の願いとの御答弁がございましたけども、出前
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講座だけではなくて、教育委員会や協働経済部などと連携して、公民館講座また市民カレッ

ジ、指定管理者の独自事業など、様々あると思いますけども、そういうものに取り込んでい

ただけるよう、積極的に働きかけをお願いしたいと思っております。 

 この間、新聞の紙面をめくっていましたら、どこかの企業の広告だと思うんですけども、

障がいのある人もない人も、共に一人を大切にする社会は、皆に優しい社会になると、こう

いう広告が目に入りました。市長、障がいへの理解は、１７万市民の優しさ、つながりの素

地でございますので、ぜひ付け焼き刃的ではない、もっと計画的な取組を行っていただきた

い。このことをお願い申し上げまして、この問題は終わります。 

 時間が来てしまいました。次、最後になります。谷津南小学校へのバス通学について再質

問させていただきます。 

 まず、これまで大きな事故がない、習志野市及び教育委員会の取組に心より感謝申し上げ

ます。子どもたちのために、これまでも、それからこれからもよろしくお願い申し上げます。 

 そこで、来年度以降の安心・安全なバス通学のために確認いたします。現在、乗車人数や

着座率など、このようなものはどのようになっているのかお伺いいたします。 

◎学校教育部長（遠藤良宣君） はい。谷津南小学校へのバス通学に係ります乗車の状況と

いうことで、この乗車の人数やコロナ対策等も含めて御答弁申し上げたいというように思い

ます。 

 初めに、児童の乗車状況についてでございますが、これにつきましては１学期末となる令

和３年７月２０日の乗車状況でお答えを申し上げますと、３１５人の児童が６時５７分から

８時０９分の間の１２便に乗車をしてございます。そのうち最も多く乗車したバスの時刻は

７時３９分と７時５１分で、それぞれ３８人の児童が乗車しております。 

 次に、バスにおける新型コロナウイルスの対策についてでありますが、こちらにつきまし

ては、バスにおける新型コロナウイルス感染症予防対策ガイドライン、このようなものが策

定をされておりますが、こちらに基づき、座席、つり革、手すりなどの消毒、エアコンによ

る外気導入や窓開け、換気でございますけども、この車内換気。また、間隔を空けての乗車

による車内環境の確保などに留意しているものと、京成バス株式会社より伺ってございます。 

 そして、着席の状況でございますが、運行している路線バスの座席数は３０席程度と認識

しております。先ほど３８人という状況もございました。つきましては、着席できない子ど

ももいることから、しっかりと安全対策のために車内に安全整理員を同乗させて努めている

ところでございます。以上です。 

◆２３番（小川利枝子君） はい。ありがとうございます。 

 続いて、児童数の推計ですね。また、今後の課題などを踏まえて、来年度以降のバス通学

の見通しについてお伺いいたします。 

◎学校教育部長（遠藤良宣君） はい。お答え申し上げます。 

 今後のバス通学における児童の予測でございますが、令和２年１２月に定めました小・中

学校児童・生徒数及び学級数推計の数値で申し上げます。令和４年度４１８名、令和５年度

４８８名、令和６年度５５１名、令和７年度５９０名、令和８年度５９１名を見込んでおり

ます。 
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 今後の課題といたしましては、多くの児童の利用が見込まれる時間帯の便数及び乗車待機

場所について対応を要するものと、教育委員会では認識してございます。以上です。 

◆２３番（小川利枝子君） はい。ありがとうございました。 

 ただいまの学校教育部長の御答弁ですね、今までも議論をされていた部分もございまして、

周知の事実が多いことから、想定の範囲内、このような認識でおります。しかし、これから、

そしてこれからも通学する児童またその保護者には、そのような納得を期待することはでき

ないと思うんですね。何らかの解決策を提示して、説明が求められると考えます。そこで、

先ほど部長答弁にございました、バス通学の課題に対する解決策と、それから今後のスケジ

ュールについて、何かお考えがあるようであればお伺いいたします。 

◎学校教育部長（遠藤良宣君） はい。御答弁申し上げます。バス通学における課題に対す

る解決策と、今後のスケジュールということで申し上げます。今後も、まずは京成バスと便

数について協議をしてまいります。あわせて、児童の乗車時間帯の分散についても検討を重

ねてまいります。 

 また、バス通学における乗車方法、乗降場所、時間帯等の説明につきましては、１１月４

日に次年度入学を予定されております幼児を対象とした就学児健診の中に併せまして、保護

者の方には丁寧な説明に努めてまいります。 

 いずれにいたしましても、バス通学に支障を来さないよう安全な通学に取り組んでまいり

ますが、しっかりと子どもたちのまずは安全を第一に、そして保護者の方が安心をして子ど

もたちを送り出せる、このようなバス通学にできるよう、しっかりと取り組んでまいりたい

と思います。 

◆２３番（小川利枝子君） はい。ありがとうございました。 

 「通学」って字は、その字から、学校に通う、それはもちろんなんですけども、そういう

ことだけではなくて、通いながら学ぶと、そういう教育的意図もあるのではないかと私は理

解いたします。例えば、上級生が下級生に席を譲るといった、こういう行為は、まさに教育

が求めてやまない実践ではないかと思っております。 

 その教育の場に、安全・安心、これはもう当然不可欠でございます。教育委員会といたし

ましては、引き続き、京成バスとの協議を進めていただき、増便等が必要ということであれ

ば、これこそちゅうちょすることなく、来年度の予算に反映をしていただければと思ってお

ります。これを強く求めます。 

 以上をもちまして、私の一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 


