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令和４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。 

 初めに、ここで、このたびの立崎誠一議員の御逝去の報に接し、改めて在りし日のお姿を

しのびつつ、謹んで御冥福をお祈り申し上げます。 

 さて、政治家は、その人を支える多くの人がいて、議員の立場を得ることができます。ゆ

えに、衆望を担い、市民に奉仕するのは議員の使命であり、市民の命と暮らしを守るために

全力で働く、これは、小さな声を聞く力を旨とし、現場第一主義に貫く公明党議員の使命で

あると自覚しております。 

 私ども市議会議員の任期も８か月弱となり、これからの定例会は、市民の負託を受けた４

年間の集大成にしなければなりません。それは市長におかれましても同様のことと思います。

今回も６０分という限られた時間を有効に使い、市民の思いを一つ一つ積み重ねていく姿勢

で一般質問いたします。 

 質問の１点目は、災害対策についてでございます。 

 ９月１日は防災の日。各地で防災訓練が行われ、また、台風が到来するこの時期になりま

すと、習志野市も被災地となった東日本大震災が思い起こされます。今ここで東日本大震災

について振り返ることはいたしませんが、その後、危機管理監を配置し、防災計画を見直し、

備蓄を点検しと、習志野市は様々な防災対策を講じてまいりました。そのことを私は素直に

評価させていただきます。 

 防災対策では、まず、言うまでもなく、自分の命は自分で守る自助が基本でございます。

しかし、自力で避難が困難な人をどうやって避難につなげ、その命を救っていくのか。いわ

ゆる災害弱者対策については、誰もが気づいており、取り組むべきものと意識はしているも

のの、まだまだ進んでいないのが現状ではないでしょうか。 

 私ども公明党は、８月、党女性委員会が主催する防災勉強会を開催し、そうした避難行動

要支援者の避難行動支援についてを学び合い、災害弱者の命を守る個別避難計画の作成の重

要性などを確認いたしました。そこで、今回は、重度心身障害児・者に焦点を当てて質問い

たします。 

 とりわけ医療的ケアが欠かせない児・者に対して、習志野市はどのような避難体制が整っ

ているのか。重度心身障害の定義や人数、そのうち医療的ケアが欠かせない方の人数や症状、

そして、現在計画されている避難体制などについて総括的に御答弁願います。 

 質問の２点目は、特別支援教育についてでございます。 

 私はこれまで、中学部及び高等部の設置により、小・中・高が地域で一貫して学べる特別

支援学校の創設を求めてまいりました。そして、１年前、この議場で発せられた特別支援学

校の誘致に取り組む教育長の力強い御決意に、保護者と共に喜びに包まれました。 

 しかし、２か月ほど前になりますが、県立特別支援学校、花見川に新設校、令和９年度ま

でに開校との見出しの千葉県議会議員の政治活動用のチラシを手にいたしました。そして、

その内容に愕然とし、それが決定事項であることを知り落胆いたしました。特別な支援を要

する児童・生徒や、その保護者、御家族などにとっては、つらい現実でございます。しかし、

私は決して教育長を責めているわけではございません。設置者である千葉県の判断によるも
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のであることは重々承知いたしております。したがって、まずは保護者などには正しく理解

してもらい、次のステップを示すことが必要ではないでしょうか。 

 そこで、保護者などの目線で確認させていただきます。これまでの千葉県教育委員会との

協議経過や現況がどのようなものであったのか、御答弁願います。 

 以上、私の１回目の質問といたします。 

◎市長（宮本泰介君） それでは、小川利枝子議員の御質問にお答えしてまいります。 

 大きな２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。 

 私から、大きな１点目、災害対策について、重度心身障害児・者に対する避難体制につい

てお答えいたします。 

 初めに、重度心身障害及び医療的ケアの定義、人数等についてお答えいたします。 

 重度心身障害とは、千葉県重度心身障害者（児）医療費給付改善事業費補助金交付要綱に

おきまして、身体障害者手帳の１級及び２級、療育手帳のマルＡ及びＡ、精神障害者保健福

祉手帳の１級とされておりまして、これらの手帳交付を受けた方を重度心身障害児と定義し

ております。 

 本市で把握しております手帳の所持者といたしましては、令和４年３月３１日現在でお答

えいたしますが、６,６６９人でありまして、このうち重度心身障害者は２,５２９人でござ

います。 

 また、医療的ケアとは、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律におきまし

て、「人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引その他の医療行為」と定義されております。本

市が把握しております医療的ケアを必要とする方につきましては、令和４年８月１９日現在

でありますが、２２名と認識しております。 

 次に、現在計画されております避難体制についてお答えいたします。 

 障がいのある方の災害時の避難体制につきましては、習志野市地域防災計画及び災害時に

おける要配慮者支援マニュアルにおきまして、支援体制の構築、情報の共有及び避難誘導、

支援について定められております。高齢者、障がい者、乳幼児、妊産婦等の要配慮者のうち、

災害が発生し、または災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であ

って、円滑かつ迅速な避難の確保を図るために特に支援を要する方を避難行動要支援者と定

義しております。本市では、避難行動要支援者の把握に努めるとともに、本人や御家族から

の要請により、避難行動要支援者名簿と避難支援計画書を作成しております。また、地域支

援組織である社会福祉施設の管理者や、社会福祉法人習志野市社会福祉協議会、民生委員・

児童委員、高齢者相談員などの各関係機関・団体と連携することで、情報の発信、安否確認、

救護、避難支援行動を補う等、全市的な避難体制の確立に努めているところであります。 

 一方、千葉県においては、令和２年度に、市町村における医療・福祉・保健・教育等の関

係機関が連携を図り支援体制を構築することを目的とした、千葉県医療的ケア児等地域支援

体制構築支援事業を実施しております。この事業におきまして、重度の肢体不自由及び重度

の知的障がいを重複している重度心身障害者及び医療的ケアを必要とする方の実態把握や

支援策の検討を行うために実態調査を行いました。本市も対象市でありまして、本市在住の

調査時点での対象者５２名のうち、４０名から回答がありました。 



3 

 主な回答といたしましては、災害時に支援してほしいこととして、「医療物品・衛生物品

の確保」、「受入れ可能な福祉避難所への避難」を求める意見が多く、このほか、「災害時

に電源や食料の配給などの情報を知るすべが欲しい」、「避難場所に配慮が欲しい」などの

意見が寄せられております。 

 本市といたしましては、特別な医療的支援等を要する市民が安心かつ安全に避難が行える

よう、引き続き、災害時の避難体制の整備に向けて取り組んでまいります。 

 本件につきましては、市民の方からの直接のメールなどもいただきまして、私としても深

く認識しているところでございます。 

 次の大きな２点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、私からの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番、特別支援

教育について、特別支援学校の誘致についてお答えをいたします。 

 本市には、平成２７年に県立習志野特別支援学校が開校いたしましたが、小学部のみの設

置であり、中学部・高等部で学ぶ生徒は、現在、県立八千代特別支援学校に通学をしている

ところであります。このようなことから、本市といたしましては、小学部から高等部まで市

内で一貫して学べる環境が必要であるとの考えの中で、中学部と高等部の誘致につきまして

は千葉県教育委員会と協議を行ってきたところであります。 

 協議の概要といたしましては、本市には統廃合となる学校はなく、現在使用中の学校の中

で転用可能な校地・校舎等を活用する併設型での設置を要望していたものであります。県に

おきましても、本市の要望を受け止めていただき、協議を続けてきたものの、令和４年度当

初予算において、既に廃校となっている千葉市花見川区の旧花見川第二中学校に新たに特別

支援学校を設置するための予算が計上されたものであります。 

 県に伺ったところ、花見川区に新設する理由といたしましては、県が策定いたしました県

立特別支援学校整備計画におきまして、八千代特別支援学校と千葉特別支援学校の過密解消

を図ることを目的として設置するものであり、地理的に、八千代市・千葉市・習志野市の中

間点であること、中学校が１校、全部空いており、校地・校舎等に十分な広さを確保できる

ものであるとのことであります。 

 このことを受け、本市への中学部・高等部の設置につきまして県へ問合せをしましたとこ

ろ、地理的な面や広さの面で選定したことで理解いただきたいということ、並びに習志野市

への設置検討については、新設校が開校し、児童・生徒数の動向等が判明してからとなると

のことでありました。 

 これまで、本市の児童・生徒が市内で教育を受けられる環境を整えたい、小学部が開校し

た今におきましても、中学部・高等部をこの習志野市に設置をし、よりよい教育環境を整え

たい、この強い思いを持って誘致に取り組んでまいりました。しかしながら、このような状

況を鑑みますと、これまで本市より様々な案を提案し、要望を重ねてきたところであります

が、県の第３次計画期間におきまして本市に中学部等が設置されることは大変厳しいと認識

したところであります。このことに関しましては、先ほども申し上げたとおり、誘致を強く

目指してまいりましたので、大変残念な思いでいっぱいであります。 
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 一方、新設校の学区に本市が指定されるのかは、まだ県より通知がありませんが、本市の

児童・生徒が通学する場合におきましては、通学バスや駐車場の整備、習志野特別支援学校

との継続性など、本市の児童・生徒や保護者にとりまして、よりよい教育環境が構築される

よう、強く要望してまいります。 

 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、本当に御答弁ありがとうございました。 

 再質問に移りますが、順番を変えさせていただきまして、初めに特別支援教育についてお

伺いさせていただきます。まず、先ほど申し上げましたとおり、子どもや保護者などの目線

でお尋ねをさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 まず、今さらではございますが、なぜ習志野特別支援学校は小学部のみの開設となったの

か、経緯と現状をお伺いいたします。 

◎学校教育部長（菅原優君） はい。お答えいたします。本市といたしましては、特別支援

学校の誘致につきましては、小学部・中学部・高等部、全ての設置を要望してまいりました。

一方、小・中・高全ての開設をするためには、校舎や敷地などに相応の規模が必要でありま

して、県教育委員会といたしましては、まずは袖ケ浦東幼稚園跡地を活用した小学部のみで

の開設に至ったものであります。 

 現在の習志野特別支援学校の状況を申し上げますと、本年度在籍児童数は４９名、平成２

７年度の開設当初の１６名から約３倍という状況でございます。このように、開設時から在

籍児童数が増加している現在、既に教室数が不足している状況になっております。このこと

から、県からの要望を受けまして、特別支援学校で使用できる教室数を増やすために、県教

育委員会へ校舎を拡大して貸付けを行う議案を本議会へ提案させていただいているところ

であります。 

 具体的に申し上げますと、２教室分１３６平方メートル及びトイレ２５平方メートル、合

わせまして１６１平方メートルを追加で貸し付けるものであります。これまでの貸付面積１,

８２７.７４平方メートルを１,９８８.７４平方メートルとするものであります。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。現在、小学部の在籍児童数が開

設時から３倍、こういうことでございました。私もますます、この特別支援教育の必要性が

高まっていることを痛感いたします。そのため、教室の確保に向けた、今回貸付けの議案で

すね、これを本定例会に提案されていることが紹介されましたが、習志野市の子どもの学び

の場に係るものであることから、小学部については大変頑張っていただいていると、このよ

うに理解いたします。 

 しかし、保護者から要望の強かった中学部と高等部の開設については、先ほど教育長のほ

うからも残念であるとお言葉をいただきましたが、１年前の教育長の力強い御決意をもって

も、やはり大変厳しかったんだと、そういうことでございました。習志野市の実情を鑑みれ

ば、私、議員としては飲み込まざるを得ない、このように思う一面もございます。しかし、

やはり教育委員会はどのような交渉をしてきたのか、これがとても気になるところなんです

ね。 
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 そこで、誘致に関する千葉県との協議経過をお伺いいたします。 

◎学校教育部長（菅原優君） はい。お答えいたします。中学部・高等部の誘致につきまし

て、千葉県との協議経過でございますけれども、平成２７年に小学部が設置されたものの、

中学部・高等部の設置につきましては県との協議は続けてまいりました。 

 近年の協議経過を申し上げますと、その内容といたしましては、まずは義務教育でありま

す中学部の設置であります。袖ケ浦東小学校の特別支援部分をより拡大して中学部を設置し

ていただくことや、もしくは、近接する他の学校等において余裕教室を活用して中学部を別

の場所に開設することであります。このことにつきまして、県の特別支援教育課・特別支援

学校整備室が担当になっておりまして、整備室の室長及び副主幹と、本市の学校教育部の次

長、学校教育部の主幹が毎年２回ほど協議の場を設けまして、県へ伺ったり、また県から来

庁いただいたりの中で、さきの内容について直接申し上げるとともに、県の特別支援整備計

画へ記載をお願いしてきたところであります。以上です。 

◆２３番（小川利枝子君） はい。ありがとうございます。今の御答弁から、県との協議に

ついてはやってきたということは確認いたしました。 

 しかし、よく行政は文書主義ということを耳にいたします。将来に、やっぱりこの経過を

きちんと残しておくためにも必要であると思いますし、また、保護者などの思い、それから

教育長の本当に強く熱い思い、こういう決意を文書にしたためて、そして、耳だけではなく

って、やはりきちんと心に届くような文書、そういうものもしっかり届けておくべきだった

のではないかと私は思えてならないんですね。その点だけはとても残念に思っております。 

 私は決して文書の有無で、このたびの決定に影響を与えたとは決して思ってはおりません。

結果を出すためには、その過程ですよね。その過程が何よりも大切なんだと、私はそのよう

に考えております。このことはぜひ、取り組む姿勢が問われますので、今後に向けた反省と

して理解していただければと要望いたします。よろしくお願いいたします。 

 次は、大変しつこいようですが、教育長の思いをもっても大変厳しい、このような御答弁

でございました。この言葉でございますけども、習志野市内への誘致はないと理解してよい

のか、確認させてください。 

◎学校教育部長（菅原優君） はい。お答えいたします。教育長からも御答弁させていただ

いておりますけれども、県の第３次計画期間、これは令和１３年度末までになりますけれど

も、この期間におきまして本市に中学部等が設置されることは大変厳しいと認識しておりま

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す。それでは、この部分は、設置者

が千葉県であることからすれば、部長も大変苦い答弁であることは理解いたします。 

 そこで、この苦しみですね。この苦しみは教育委員会内で共有されているのかどうか。こ

のたびの千葉市花見川区への特別支援学校の設置について、教育委員会には、いつ、どのよ

うに報告をして、そして、どんな質疑や意見があったのか、お伺いいたします。 

◎学校教育部長（菅原優君） はい。お答えいたします。教育委員会への報告につきまして

は、一般質問の報告の中で行っております。直近ですと令和４年４月、また令和３年１０月

の教育委員会会議におきまして、小川議員から特別支援学校誘致に係る御質問をいただき、
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このことにつきまして御報告をしているところであります。なお、その際、質疑等は特には

ありませんでした。 

 今後の報告につきましては、県より新設校に係る通知が参りましたときに行ってまいりた

いと考えています。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。今の御答弁、正直な思いとして

一抹の寂しさを感じました。習志野市の子どもの進学のやはり大事な問題でございます。特

別支援教育を受けるお子さんにとって、やはり将来にも関わる大変重要な課題であることを、

やはりもっと受け止めていただくべきではないかなと残念でならないんですけども、ぜひ、

教育委員の皆様には、もう少し気にかけてくださいと一言お伝えください。よろしくお願い

いたします。 

 では、次に、保護者や関係者などへの周知はどうされるのか、お伺いいたします。 

◎学校教育部長（菅原優君） はい。お答えいたします。現在におきましては、県からの正

式な通知がございません。正式な通知が届きましたら、当事者団体への説明や就学前の説明

会等を活用して周知を図っていくことを検討しております。また、庁内におきましても、特

別支援に関係するこども部、健康福祉部と情報を共有してまいります。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。よろしくお願いいたします。 

 本来であれば、答弁にございましたとおり正式な通知を待つべきだと、これは私もよく分

かります。しかし、既にこの情報は流れております。児童・生徒の進学に関わることでござ

いますし、保護者にいたしましても、学校現場におきましても、大変やはり大事な部分にな

ると思うんです。今までも様々なところで混乱を、周知が遅かったり説明不足であるという

ことから、いろいろ御経験があると思いますが、ただいま答弁いただいた内容でもよいと思

うんですね。ぜひ保護者や現場をあずかる教員などは知っておくべきだと私は思いますので、

よろしくお願いいたします。 

 また、そうした努力を惜しまぬこと、こういうことで現場の理解も納得も得られるのでは

ないかと思います。ぜひスピード感を持って丁寧に、かつ正確にお伝えいただくことを求め

ます。よろしくお願いいたします。 

 最後に、教育長、冒頭の御答弁にございました県立特別支援学校、この整備計画ですね。

これと照らし合わせれば、おのずと、当面の習志野市の特別支援教育は何に力を注ぐべきか、

この辺が見えてくるのではないかと思います。そこで、昨年のこの御決意からちょうど１年

がたったわけでございますが、改めて特別支援教育に対する思いをよろしくお願いいたしま

す。 

◎教育長（小熊隆君） はい。それでは御質問にお答えいたします。まず初めに、先ほども

御答弁をさせていただきましたとおり、県の第３次計画期間におきましては、本市に中学部

等が設置されることは大変厳しいと認識しておりますが、機会を捉える中で、中学部等の誘

致について、引き続き県に伝え続けていきたいと考えております。 

 本市における特別支援教育の具体的な取組といたしましては、これまでも議員から御指摘

いただき、私からも申し上げてきましたように、人材の育成、専門性の向上、体制の整備の

３点について最大限の力を注いでまいります。 
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 人材の育成につきましては、校内での幅広い連携を通じて、特別支援教育推進の中心とな

る人材育成に取り組みます。校内では、通常学級、特別支援学級にかかわらず、支援が必要

な児童・生徒がおります。学校全体を広く見渡した上での連携を進める体制づくりを行いま

す。 

 専門性の向上につきましては、通常学級担任の積極的な参画や研修を進めてまいります。 

 体制の整備につきましては、今年度、学校現場と教育行政の双方につきまして広くマネジ

メントできる人材を教育委員会に配置し、各部との情報共有の在り方や研修の系統性などに

関して積極的に改善を図っているところであります。 

 本市への中学部・高等部の設置につきましては困難な状況ではありますが、市立学校にお

きましても特別な支援を要する児童・生徒が通っており、安心して通うことのできる教育環

境を整えてまいります。以上でございます。 

◆２３番（小川利枝子君） はい。教育長、ありがとうございました。ただいま、教育長の

お言葉で、昨年と同じ、ぶれない、この３つの力点を確認できましたこと、大変うれしく思

っておりますし、安心いたしました。 

 特別支援教育を望む児童・生徒の教育問題、これはもう言うまでもございませんが、支援

学級だけにとどまらず、もう今、特に通常学級にも深く及んでいる現況でございます。過去

は変えられませんが、今をどう進むかで過去の意味はつくっていけると思います。そして、

今このとき、その瞬間にどう決意して行動するか、ここで未来は幾らでも変えられると、私、

信じております。 

 教育は子どもの幸福のためにあるとの指摘、私、これが頭から離れないわけでございます

が、習志野市の全ての子どもたちの幸福のために、ぜひ教育長のリーダーシップを御期待申

し上げて、この問題は終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。ありがとうご

ざいました。 

 続いて、次に災害対策の再質問に移ります。 

 重度心身障害児・者、とりわけ医療的ケアが欠かせない児・者の避難体制については、先

ほどの市長答弁で確認できました。恐らく、どこの自治体であっても同様であると思います

し、決して習志野市は見劣りするものではないと思っております。しかし、その中にあって

も、やはり習志野らしさ、つまり、習志野市に住んでよかったと、そういう声が聞こえてく

るような対策、これを求めていかなくてはいけない、また求めるべきではないかと思います。

障がいの有無によって異なることなく、合理的な配慮の下、誰一人取り残さない、取り残す

ことのないというんですかね、そういうきめ細やかな避難体制を整備することがコンパクト

シティの一歩であると考えます。 

 そこで、今回は、医療的ケアが欠かせない児・者に焦点を当てて、既にこの実態を把握さ

れているようですので、行政の考えをお聞きしコメントをする、そういった質疑といたしま

す。ぜひ、このコメントの内容をそしゃくしていただきまして、次なる施策につなげていた

だくことを期待いたします。 

 それでは、まず、東日本大震災では習志野市は被災地となり、それまでに例を見ない避難

措置等を講じました。よく行政は「東日本大震災を教訓として」とのフレーズを使われます
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が、医療的ケアが欠かせない児・者の避難について、当時はどのようであったのか、自助、

公助、共助の実績、事後調査の有無などをお伺いいたします。 

◎健康福祉部長（島本博幸君） はい。お答えいたします。東日本大震災当時の障がいのあ

る方の避難状況と、そして事後調査という点でお答えさせていただきます。 

 障害福祉課に当時在籍していた複数の職員から確認した内容としてお答えしますが、平成

２３年３月１１日に発生をしました東日本大震災に際しまして、その発災当日、まず、障が

いのある方を含みます要配慮者の安否確認を行うという点から、市長答弁にもありました避

難行動要支援者名簿の中から、主にお独り暮らしの世帯を抽出し、職員が御自宅を訪問し、

安否確認を行い、在宅避難をしているという状況を確認しております。 

 また、重度の障がいのある方が通所しております花の実園をはじめ、市内の障害福祉サー

ビス事業所及び障害児通所支援事業所を職員が巡回し、利用者の安全を確認しております。

また、その日以後においては、呼吸器機能に障がいのある方などで、本市で日常生活用具支

給事業によりたん吸引器を支給した御自宅にお電話をさせていただき、状況の確認を行い、

該当の方については、その段階で病院や訪問看護ステーションで必要な対処がなされている

という状況であることを確認しております。 

 なお、震災後の事後調査については実施しておりませんけれども、手続等で面談した際に、

震災時の状況として、重度の障がいのある方の保護者の方からは、御兄弟を学校に迎えに行

く際に道路が液状化していたというところで、御本人が車椅子という状況の中では、御自宅

にやむを得ず御本人を置いて御兄弟を迎えに行くしかなかったということであったり、排水

制限が当時ありましたので、そういった点から、移動用リフトのある自宅での浴室が使用で

きず、実家で本人を抱えての入浴が大変だったというようなお話を伺っております。また、

震災以後、電源を必要とする機器を使用している方からは、非常用の電源機器を御自身で購

入し、非常時の備えをしたとお伺いをしております。以上です。 

◆２３番（小川利枝子君） はい。ありがとうございます。正直なところを申させていただ

きますと、その程度だったんですよねっていう、そういう形になりました。震災発生後、も

っと早い時期に調査をしておけば、部長答弁の後半にありましたものよりも、もっと実体験

に基づいた生々しい声、こういうものを把握できたのではないでしょうか。行政は適時、機

会を捉えて、今後の検討に役立てるため、記録に残していくべきだと思います。 

 次に、先ほどの市長答弁にございました、東日本大震災から１０年たって実施された千葉

県医療的ケア児等地域支援体制構築支援事業、これは、その点では絶好の機会でございます

し、習志野市が選ばれたこと、これは大変喜ばしい、また、もっと声高に紹介されてもよい

のではないかと思っております。 

 紹介といえば、昨晩、たまたま私、夕飯の支度をしながらＮＨＫの番組を流しておりまし

て、それで、千葉県が取り組んでいる医療的ケア児の避難というような言葉が聞こえたもん

ですから、耳がダンボになりまして、それで見入ってしまったんですけども、本当にたまた

まつけといてよかったと。何と何と、その中で、習志野市在住の１７歳の当事者の男性の方、

そして御家族が出ておりまして、そこにブレーメン習志野の様子、そういうものが取り上げ

られておりました。その中で、時間がないのであまり語れませんけど、やはり自宅の停電に
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よる命の危険性、こういうことや、ダイレクト避難の重要性、こういう訴える姿を本当にま

ざまざと見ながら、私は身に染みました。これこそ、行政としてもっと声高に広く、我々議

会をはじめ周知すべきだったのではないかなと、今タイムリーな話題でありますので、とて

も残念に思ったところでございます。 

 そこで、同事業の内容と目的、本市の役割や成果がどのようなものであったのか。続けて、

同事業で実施された実態調査の結果について、加えて、回答を得られなかった１２名の理由

ですね。こういうものはどのようなものがあったのかお伺いいたします。 

◎健康福祉部長（島本博幸君） はい。お答えいたします。令和２年度に千葉県が実施した

千葉県医療的ケア児等地域支援体制構築支援事業につきましては、市長答弁にありましたよ

うに、市町村におけます医療・福祉・保健・教育等の関係機関が連携を図り支援体制を構築

することを目的に実施した事業であります。 

 主な事業内容につきましては、１点目として、県内市町村が医療的ケア児の支援を促進さ

せるため、施策を検討するための協議の場の設置促進や活性化を図ること。２点目として、

千葉県が平成３０年度に実施した実態調査を基礎とし、市町村が令和２年度に実施するとい

うことの二次調査を実施し、調査結果から地域課題を抽出し、施策につなげるための協議を

行う。３点目は、県内市町村が活用できるよう、協議の場の設置の過程や、その検討結果や

実績について報告書としてまとめ、モデル化することなどでございます。 

 本市の役割につきましては、この令和２年度の調査、成田市と香取圏域とともに本事業の

対象市として本市も入り、対象者の抽出及び調査票の配付等の二次調査を実施するとともに、

調査結果から本市の具体的な施策につなげていくということでございます。成果といたしま

しては、調査時点での対象者、重度心身障害児・者５２名のうち４０名から、災害時に必要

とする支援内容が具体的に確認できたことでありまして、また、本市の医療的ケア支援を進

める取組が県内市町村の一つのモデルとして、報告書として示されていることも意義が大き

いことと考えております。 

 また、この調査の結果につきましては、まず、回答が得られなかった１２名についての理

由という点については把握はしておりませんが、千葉県において実施した実態調査について

は、設問、回答として大きく１０項目に分かれているものであります。主な設問項目につい

ては、「災害時に備えていること」、「利用したいが利用できない医療・福祉サービス」、

「大規模災害時に特別な配慮が必要なこと、備えたいこと、支援してほしいこと」、「大規

模災害時に不安なこと、行政・医療機関等各機関に支援を仰ぎたいこと」となっております。

その中で、大規模災害時に支援してほしいことについては、先ほど市長答弁の中で、「医療

物品・衛生物品の確保」、そして「受入れ可能な福祉避難所への避難」という点を御紹介さ

せていただいておりますが、このほか、「食料品・飲料水の確保」、あるいは「緊急時の医

療機関の利用」という回答が多くなってございます。 

 このほか、市長答弁の、「災害時に電源や食料の配給などの情報を知るすべが欲しい」、

「避難場所に配慮が欲しい」に加えますと、「福祉避難所の早急な開設、避難所との同時開

設」や、「避難所におかゆがあると助かる」といった食事の形態の配慮等に関する意見もご
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ざいました。そのほか、移動に関する不安や医療物品・衛生材料の不足についての不安など

が寄せられているという内容でございます。以上です。 

◆２３番（小川利枝子君） はい。ありがとうございます。ただいまの部長答弁で意義が大

きいとございましたが、私も全くもってそのとおりであると思います。 

 そして、習志野市の医療的ケア支援が県内市町村のモデルとして示されたわけですよね。

本当に一歩も二歩も先んじることのできる絶好の機会であったと理解いたしております。そ

の点からいくと、先ほどのテレビ放映もしかりではないかなと思う次第でございます。 

 ただいまの部長答弁で一つ非常に残念だったのが、回答が得られなかった１２名の理由に

ついて把握していないと、何かあっさりと答弁なさったかなと、そんな感をいたしました。

表に出ない声、こういうものを拾うのが行政の務めではないかと思います。僅か１２名、さ

れど１２名でございます。その小さな声をやっぱり拾い上げてこそ、本市の目指す、誰一人

取り残さない、そうした次の一歩につながるのではないでしょうか。 

 そして、医療的ケアが欠かせない児・者であることを把握されているのであれば、実態調

査に限らず、もっと積極的に接触していくこと、こうしたことが望ましい避難体制の構築に

は必要と考えます。今回の事業の習志野市の役割の中に、調査結果、その結果から本市の具

体的な施策につなげていくと、そういうことがございました。ぜひ御一考願います。よろし

くお願いいたします。 

 さて、ここまでの答弁では、習志野市の医療的ケアが欠かせない児・者の避難体制の構築

は、調査もモデルもできていると、そういうことから、そう遠くない将来、それこそ明日に

でもできるように聞こえてしまうというようなこともあるんですね。しかし、そう簡単では

ないということも理解しております。その簡単ではないことを協議しているのが、障がい福

祉課が所管している習志野市障がい者地域共生協議会でございます。 

 そこで、同協議会でのこれまでの協議経過や進捗状況をお伺いいたします。 

◎健康福祉部長（島本博幸君） はい。お答えいたします。本市では、障害者総合支援法第

８９条の３に規定します地域における障がい福祉に関する関係者による連携及び支援体制

に関する協議を行うことを目的としまして、習志野市障がい者地域共生協議会を設置してお

りまして、当協議会には５つの専門部会を設置しております。障がい福祉を取り巻く様々な

課題や、医療的ケアを必要とする方の避難に係る協議等につきましては、５つの専門部会の

一つであります地域生活支援部会で協議・検討しております。 

 令和２年度の、先ほどの千葉県医療的ケア児等地域支援体制構築支援事業の結果を踏まえ

まして、令和３年３月には医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場を開催し、現在ま

でに、専門部会での協議を含めますと１７回の会議を開催しています。主な協議内容としま

しては、災害時に停電が発生した際の生命を維持するための電源の確保策、避難所とは別の

避難候補先の確保の必要性、災害の避難で必要となる個別の配慮事項や支援に必要な事項を

まとめた計画書の必要性等でございます。 

 これらの協議を行う中で、個別の配慮事項や支援に必要な事項をまとめた計画書、ならと

も避難プランと称した計画書については、既に実施されている習志野市地域防災計画及び災

害時における要配慮者支援マニュアルとの連動等について、関係各課とのさらに詳細な共有
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や調整等、時間を要することから、現状におきましては、このならとも避難プランについて

は試行的に作成を進めることとしたところでございます。 

 現在のところ、お２人目のプラン作成に着手しておりますが、そのうちのお１人の方のプ

ランについて、その当事者、家族が、９月１１日に実施します本市総合防災訓練に参加をし、

個別科目訓練として車椅子での避難所までの経路確認、避難所内で蓄電池による充電等の導

通訓練を実施する予定であります。また、指定避難所とは別の福祉施設を避難候補先とする

ため、当該施設に説明に伺うなど、医療的ケアを必要とする方の災害時におけます地域での

安全確保につながる取組を、障がい福祉課も共にこの部会で行っているということでござい

ます。 

 今後、本市が把握する重症心身障害児・者及び１８歳未満発症の医療的ケアを必要とする

方、全ての方のプラン作成を目指してまいりたいと考えております。 

◆２３番（小川利枝子君） はい。ありがとうございました。ただいまの御答弁の中から、

１７回も協議を重ねての調整であり、そして試行であったと、本当に頭の下がるような思い

でございますけども、それでも実行に至らないのは、どこに原因があるのでしょうか。ちょ

っと気になるところですね。主体となる行政、習志野市の目指すとの意気込み、これは理解

いたします。しかし、これまでの取り組む姿勢がどうだったのか。これは、行政としていま

一度振り返る、そして、きめ細かな形ある避難体制の構築に、早急にやはり取り組むべきで

はないかと私は思います。ぜひ取り組んでいただきたいと思います。よろしくお願いいたし

ます。 

 そこで、今必要なのはマンパワーでございます。また、公助を担う市職員の理解も重要で

ございます。そこで、この協議内容について庁内で共有されているのかどうか、お伺いいた

します。 

◎健康福祉部長（島本博幸君） はい。災害はいつ何どき発生するか分からないという点で、

不測の事態に備えまして、協議中であっても議員御指摘のとおり庁内で共有すべきことと認

識しております。 

 そこで、先ほど来出ています令和２年度実施の調査につきましては、障がい者地域共生協

議会の全体会、そして地域生活支援部会において報告し、課題の共有をするとともに、先ほ

ど申し上げました協議の場において、災害時におけます身近な生活圏内での支援体制の構築

のほか、医療的ケアを必要とする方に必要なサービスの充実に向けまして、現在も協議・検

討を行っております。 

 また、一方、庁内の共有につきましては、令和３年３月に開催しました協議の場におきま

して、本市危機管理課、健康福祉政策課、障がい福祉課職員が出席をする中で情報共有を行

ったところでございます。 

 今後につきましても、協議の場や、随時に行います庁内関係各課職員と情報共有を図って

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す。厳しい言い方をすれば、今の御

答弁から、情報共有は協議の場の参加者だけにとどまっているのかなとも聞こえてしまう御

答弁でございました。市長も常々、庁内での情報共有、これが重要だとおっしゃっておりま



12 

す。ぜひ、この週末に実施される防災訓練を機に、情報をしっかりと共有していただきなが

ら、市民を含めた周知の在り方、これを検討して実施していただきたいと思います。 

 また、その周知の一つとして考えられることは、例えば習志野市の防災計画や、それから

障がい者基本計画ですね。これに具体的に盛り込む、そして掲載することで広く周知が図ら

れると思いますが、その点、いかがでしょうか。 

◎健康福祉部長（島本博幸君） はい。本市障がい者基本計画、今後策定をする段階にござ

いますので、そちらの掲載と周知という点でお答えさせていただきます。 

 本市におけます障がい者施策については、現在、平成３０年度から令和５年度までの第４

期習志野市障がい者基本計画に基づき推進しております。現計画におきましては、基本施策

に防災・災害対策等の整備を掲げまして、災害時に医療を必要とする障がいのある人が必要

な措置を受けるための体制整備の推進や、避難所で必要な情報や支援を受けられるための備

品整備の推進など、具体的に取り組むべき施策展開として、先ほどもお答えしました障がい

者地域共生協議会の専門部会での協議・検討を進めております。 

 そして、先ほど来議員から、なかなか進まないというような御指摘をいただいております

が、今後、この現行の計画の総括を行ってまいりますけれども、災害時におけます障がいの

ある方に対する支援の取組につきましては、障がいのある方それぞれの特性がありまして、

画一的に取り組むことが難しいことから時間を要しているという点、そして、庁内との連携

にもなかなか時間を要すという点もあるのかなと考えてございます。 

 次期計画の策定におきましては、全庁横断的な検討はもとより、障がいのある方に対応し

た防災・災害対策に関して、これまで以上に防災担当部局との十分な連携により、本市の地

域防災計画を踏まえまして、特に医療的支援を要する市民の安心かつ安全な避難体制の整備

に関し具体的に取り組む施策の検討を行い、次期計画への掲載、その上での広報習志野、あ

るいは市ホームページを活用した市民周知に努め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。計画への記載について、ぜひ

お願いしたいと思っております。よろしくお願いいたします。それが当事者や御家族などに

とってのよりどころ、もう本当によりどころになるはずです。 

 そして、この計画をつくって実行するのは職員でございます。その職員にとっても実行す

べきことが明確になるはずであると私は思っております。ぜひ、この計画に向けて全力を注

ぎながら、しっかり盛り込んでいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 今回、早足で行ってまいりました。時間が足りないのではないかと本当に気にしながらの

質疑でございましたが、市民の皆様方の強い要望を受けまして、るる伺わせていただきまし

た。市長のほうからも市民から伺ってるよという言葉を伺い、大変安心しているところでご

ざいますが、いろいろなことが、やはりまだこれからなんだなっていうことが確認できたと

思います。 

 災害は明日起こるかもしれない、やはりこういうふうに考えて取り組んでいかなくてはい

けないと思っております。そのためには、やはり市長のリーダーシップに頼らざるを得ませ

ん。そこで、最後に市長のお言葉で御見解を伺って終わりにしたいと思っております。時間、

３分以上ございます。よろしくお願いいたします。 
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◎市長（宮本泰介君） はい。るる御質問いただきまして誠にありがとうございます。日頃

から災害については、特にこの時期は災害が多い時期でもありますので、特に今は気をつけ

ているところであります。風水害については、情報がある程度しっかり事前に分かりますか

ら、そのように対応していきますし、地震については、あしたと言わず今起こるかもしれな

い。この認識は常に持っております。 

 ３月１１日、東日本大震災のとき、私は議員だったわけでありますが、この災害が、特に

地震の場合は起きるタイミングで相当対策が変わります。平日の昼間であれば職員がたくさ

んいますので、市内にいろいろな形で職員が対応することができます。しかし、平日の夜、

あるいは土日であれば、それぞれの場所に住んでいるということもありまして対応が遅れる

場面が想定される。そういうことも含めまして、今度の防災訓練については、職員の参集訓

練と地域が主体となった訓練、この同時並行で行う、こういうところでございます。 

 今回の質問の中にありました対応につきましては、以前、市民からお伝えいただいたとこ

ろでもお答えしてるんですけども、臨機応変な対応が非常に求められるわけであります。そ

ういう中で、事前の計画をどれだけ準備するかということなんですが、あまり逆に綿密に準

備し過ぎると、それに縛られてスタッフがそろわないからできないというようなことも当然

あるわけでありますので、その位置づけ等は慎重に検討する必要があるわけでありますが、

一方で、どのように臨機応変に動くかということについては、いわゆる連絡体制を確立する

ということの中で考えているところであります。 

 そういう意味におきましては、２０１９年に風水害のほうで災害対策本部を２回設置して

おりますけども、皆さんに御賛同いただいて築いたこの庁舎、非常に頼もしい存在でありま

して、非常用の電源設備、そして連絡網、そして広いスペースがあって、そこに全庁を集め

て小さい市役所を１部屋で作って、そこで災害対策本部としていろんな連携を密に取りなが

ら対応ができた。この点は、非常に実績としてこれからも生かせるなということを考えてお

ります。 

 一方で、この医療的ケアを必要とする方々の支援については、個別の計画書を作成しなが

ら、試行的な取組として、お一人お一人の障がいの特性に合わせて、把握している対象者と

向き合いながら対応しております。テレビでも実はその計画書が、ナラシド♪が書いてある、

その計画書がちょっと映ってる場面があるんですけれども、実態的にはそのような形で今運

用をしておりまして、今回、テレビの御案内も出演者の方から御紹介いただきました。誠に

ありがとうございました。そういう中で関係課と連携してたんですけれども、放送日がちょ

っと繰り上がったということで、最終的に小川議員にちょっとお伝えできなかったんですけ

れども、そういうようなことの中できっちり取り組んでいきます。 

 しっかり、これからも、この災害ということについて臨機応変な対応を続けてまいります。

どうぞよろしくお願いいたします。 


