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新型コロナ感染症対策、障がい者福祉などで議論

第１回定例市会６月議会終わる 香川議員が一般質問
６月11日から６月28日の会期で行われた
第１回定例市会６月議会が終わりました。
今回の議会は、議長や副議長など市会諸役
の選出が主な議題でしたが、主に新型コロ
ナウイルス感染症対策の補正予算が提案さ
れ、熱心な議論が交わされました。
提案された補正予算は総額 70 億円で、①
大規模接種会場などのワクチン接種体制の
拡充や、高齢者施設などのＰＣＲ定期検査
②生活困窮者対策や事業者支援、文化芸
術活動支援などです。

一般質問は最終日に、
つなぐ議員団から香川
真二議員が、
①重度身体障がい者訪問入浴サー
ビスの入浴回数について ②人工呼吸器の必
要な就学児童の保護者の付き添いについて ③
障がい児童の療育体制について ④障がい者
の学校卒業後の夕方支援について ⑤障がい福
祉サービスの質の向上について、行いました。
以下、要旨を掲載してます。
質問の詳細（動画）は神戸市会ホームページ
の「インターネット中継」で見ることができま
す。

新たな議員団役員体制や所属委員会など決まる
新議員団長に、香川真二議員
『①市民の声を市政に生かす ②市政の
チェック機能を高める ③政策決定過程の
透明化と徹底した情報公開 ④「人と暮ら
しと教育」行政への転換 ⑤議会報告会開

催をはじめとする市民に開かれた議会改革の推
進 ⑥女性や子どもの視点を大切にする』
との
共通政策を掲げ、合同会派「つなぐ議員団」結
成から２年がたち、
４年任期の半分を終えまし

た。
この１年間、つなぐ議員団としては、コロナ
禍で活動が制約される中でも、２回の街頭市
政報告会や市民グループなどとの懇談などを
重ねながら、可能な限り市民の意見を市政に
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（２）
反映させ、共通政策の実現に向け努力して
きました。
なお、今期（来年６月まで）の、つなぐ
議員団の役職と、新たな委員会の所属が以
下のように決まりました。

●特別委員会
外郭団体に関する特別委員会
高橋ひでのり
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バリアいっぱいの地下鉄三宮駅エレベーター改修へ

つなぐ議員団の要望、質疑で大きく前進
つなぐ議員団が、かねてから障がい者団体
から相談を受けていた地下鉄三宮駅のエレ
ベーター狭小化問題で、神戸市はエレベー
ターの室内を広くする追加工事を行うことに
なりました。
この問題は東改札口のエレベーターを、今
年３月に老朽化のため、油圧式から昇降速度
の速いロープ式に更新した際、カゴの幅を従
来より30㎝狭くして改修しましたが、改装後
の箱が幅 104 ㎝しかなく「車いすが中で回転
できない」「バックで出ざるを得ないが後ろ
が見えず怖い」などの苦情や相談がつなぐ議
員団に寄せられていました。
バリアフリー法では最低でも 140 ㎝の幅が

必要で、当事
者の声を聞か
ずに更新工事
を進めたこと
が根底にあり
ます。会派で
は、この問題
についての事
実経過をきち
んと確かめる
ことや、当事
者抜きで動い
ている当局の
態度を抜本的

( 幅が 1 0 4 ㎝しかないエレベーター)

（３）
に改めさせるため現地を見学。また障がい者 る。
追加工事は利用者の声を丁寧に聞き進め
団体の皆さんも神戸市に要望を出す中、６月 たい」と答弁、さらに「今後は当事者の声を
21 日の都市交通委員会では、あわはら富夫議 聞く仕組みを作っていきたい」と答弁し、エ
員が、箱が狭小化された経過や責任について レベーター箱の拡張改修へ、
また今後の当事
追究、さらに当事者の声を聞く仕組みを担保 者の声を生かした施策展開へ大きな前進があ
しておくべきだったのではと、
質疑しました。 りました。
これに対し当局は、
「申し訳なく反省してい

香川真二議員

一般質問要旨

１．重度身体障がい者訪問入浴サー
ビスの入浴回数について
本市が実施している重度身体障がい者訪問
入浴サービス事業は、本サービス以外の入浴
サービスを受けていない主に寝たきり状態の
方が対象となる。実施要綱では、支給量を原
則週１回、市長が認める場合は週２回利用で
きると規定しているが、利用者の８割程度の
方が週２回利用している。事業目的である利
用者の清潔保持、心身機能の維持等を図るた
めには、少なくとも実施要領を実態に合わせ
て原則週２回にし、利用頻度の拡充を検討す
べきと考えるが、見解を伺いたい。
（恩田副市長）
現在 102 名の方が入浴サービスを利用して
いるが、その内 82 名の方が週２回サービスを
利用している実態で、この現状を踏まえて実
施要領の見直しも検討していきたい。
（香川議員再質問）
日本人のほとんどが、週５～６回風呂に
入っているアンケートもある中、週１～２回
というのは少ない。特養では週２回以上風呂
に入れているのかが監査対象になっている。
そこで、週１日は生活介護の施設で入浴し、そ
の上で訪問入浴を利用するなど、生活介護な
どの施設入浴との併用は検討できないか。

（恩田副市長）
この制度は他のサービスとの併用は認め
ていない形だが、利用者の個々の状況や意
見を聞きながら検討したい。

２． 人 工 呼 吸 器 の 必 要 な 就 学 児 童
の保護者の付き添いについて
先般、
「医療的ケア児及びその家族に対す
る支援に関する法律」が可決されるなど、全
国的に医療的ケア児への支援の在り方が注
目されている。本市においても、人工呼吸器
を使用する就学児童保護者が、特別支援学
校への付き添いについて、改善を求める声
も聞く。保護者の切実な声がある中、本市で
はどのような取り組みを行っているのか、
見解を伺いたい。

（長田教育長）
本市では人工呼吸器の管理が必要な児童
生徒は 29 名おり、このうち 22 名は登校する
ことができているが、残りは訪問教育だ。登
校できる 22 名の内、10 名は保護者が付き添
うことなく学校生活を送っている。残りの
12 名は、全てを人口呼吸器に頼る児童生徒
を除き、ひとり一人の状況に応じ、付き添い
時間の段階的短縮や体調変化の確認など行
い、段階を踏みながら保護者の負担軽減を
進めている。
（香川議員再質問）
神戸市は負担軽減に向けよくやっていた
だいていると評価するが、東京都では 2020
年度からガイドラインなどを改訂し、自発
呼吸のない就学児童の保護者の付き添いに
ついても段階的になくす取り組みを行って
いると聞く。今後本市においても、東京都の
取り組みを調査し、ガイドラインを改訂す
る等の対応を行うべきと考えるが、見解を
伺いたい。
（長田教育長）
人工呼吸器の管理が必要な児童生徒の付
添いに保護者負担が非常に大きく、負担軽
減の取り組みが必要であることは認識して
いるが、他の自治体では人工呼吸器を必要
とする生徒が意識不明の重体になったとい
う事例もあり、安全面の確保には細心の注
意を払っていく必要がある。今後東京都の
取り組みというものを参考にし、十分に調
査もし、安全面の確保を最優先に、専門家の
意見も伺いながらどんな対応ができるのか
考えていきたい。

３． 障 が い 児 童 の 療 育 体 制 に つ い
て

（４）
本市では、子どもの障がいや発達の特性
に応じた支援を行うため、障がい児童のリ
ハビリが受けられる療育センターを３か所
設置している。子どもの発達が心配な保護
者にとっては大変心強い施設であるが、令
和３年５月時点で初回の診察受付から診察
までに、総合療育センターで３か月、東部と
西部の療育センターでは６か月かかる状態
である。子どもにとっての６か月は大変貴
重な時間であり、診察を待つ保護者の不安
を和らげるためにも、少しでも早く受診す
べきであるが、早期受診のために本市では
どのような取り組みを行っているのか、見
解を伺いたい。
（恩田副市長）
初診と再診の体制見直しやリハビリの組
み合わせ工夫など含め、できるだけ早く初
診が受けれるよう体制の見直しをしている
が、抜本的な待機期間の解消まではいって
いないのが現状で、今後体制のあり方も含
め検討したい。
（香川議員再質問）
児童の保護者にとっては、療育センター
までの通院自体が負担となっている。保護
者の負担を軽減し、リハビリを受けられる
頻度を上げるためにも、療育センター等の
セラピストが訪問活動するなど、新たな取
り組みを検討すべきと考えるがどうか。

（５）
（恩田副市長）
議員ご指摘のような役割分担を行って連携
していくてのが望ましいと思うが、訪問リハ
ビリを行う施設も限られており、どのような
形が支援のため一番いいのか、体制のあり方
も含めて考えていきたい。

（香川議員再質問）
医療的ケア児が通うことができる放課後
等デイサービスや短期入所施設は、施設数
や利用枠が少なく、コロナ禍では、親族に子
どもを預けることを躊躇する保護者もいる。
いつでも安心して預けれる施設が必要だと
思うがどうか。

（香川議員意見）
療育センター内の児童発達支援センターで
は、通園バスの運用ルールとして園児の乗車
時間を１時間と決めており、遠方から利用す
る児童は、保護者付き添いのもと、公共交通
機関も利用することになりかなり負担になっ
ている。保護者に寄り添った対応を行うため
にも、個々の事例に応じた運用を行うなど、
柔軟な対応を行っていただきたい。

（恩田副市長）
令和３年度の国の報酬改定で医療的ケア
児への支援の充実が示されており、今後幅
広い事業所での受け入れが進むことを期待
しており、令和４年度には重度心身障がい
児の対応施設２ヶ所が開設されると聞いて
いる。引き続き国への支援要望を行ってい
きたい。

４．障がい者の学校卒業後の夕方支
援について

５． 障 が い 福 祉 サ ー ビ ス の 質 の 向
上について

障がいを持つ子どもの保護者の中には、学
校卒業後に子どもが放課後等デイサービスか
ら生活介護事業等へ通うことになるため、子
どもの帰宅時間が早まり、
仕事を辞めざるを
得ない方がいる。
保護者はヘルパー派遣を利
用する等、
就労時間の確保に苦労しているこ
とから、学校卒業後の障がいを持つ子どもの
夕方支援の充実に向けて取り組むべきと考え
るが，現状の対応と併せて見解を伺いたい。

放課後デイサービス事業所は、利用者に
とって必要不可欠なサービスとして定着し
ている一方、全国では、虐待や不正請求等に
よる処分が相次ぎ問題となっている。本市
では、令和３年５月より放課後デイサービ
スの質の向上を目的に、特別指導監査専門
官の登用や外部専門家による市内事業所の
巡回支援を始めることになったが、外部人
材の活用により期待する効果や、従来の取
り組みとの違いについて、見解を伺いたい。

（恩田副市長）
日中一時支援や居宅サービスなど組み合わ
せ支援を行っているが、
生活様式の多様化で
個々の障がい状況に応じた支援の組み合わせ
ができるように、
一時支援の安定的な財源確
保、新たな支援制度の創設などを国へ要望し
ているところだ。

（久元市長）
事業所へはこれまで３年に１回以上の実
地指導を行ってきたが、取り組み強化する
ため特別指導監査専門官の登用で外部人材
の知見も活用し指導や改善を行ってる他、
今年度からは作業療法士、社会福祉士など
による全ての事業所の巡回支援も行い、相
談対応や助言も行う予定だ。

（香川議員再質問）
令和２年度に神戸市が認定した障がい福
祉サービス事業所等での虐待は９件となっ
ているが、昨今の情勢を踏まえると氷山の
一角ではないか。小規模事業所では通報し
た本人が特定されやすく、施設が利用しづ
らくなるとの理由で泣き寝入りしている方
は多いと感じる。そもそもサービス事業所
が少ないのが問題であり、選択肢が少ない
のが現状で、通報にもつながらない状況だ
と思う。通報できる仕組みも今後変えてい
く必要があると思うがどうか。また事業所
が多くあれば、サービスの悪いところは淘
汰されていく。利用者側が頼れる、選べる
ような状況、そういったものを作っていっ
たらと思うがどうか。
（久元市長）
虐待事案を通報をすることで、不利益が

（６）
生ずる恐れから、通報が行われないのは不
健全なことで、しっかりと実態を調査し、外
部人材にも実態を把握してもらい、その情
報も参考に、何らかの対応が必要かどうか
検討させていただきたい。
完全なマーケットの中で自由に事業所を
選択できることが、障がい福祉サービスに
なじむのか疑問なところもあり、様々な研
究も行われていると思う。そのような研究
も参考にしながら、対応可能な方策につい
て関係者と議論を行い、対応を考えさせて
いただく。
（香川議員意見）
最後に一言。福祉を良くするため、療育セ
ンターを作ってほしいとか、色んなハード
面の話はさせていただいたが、福祉を良く
するのはハードではなくて、ハートだ。

つなぐ議員団街頭市政報告会のご案内
コロナ禍を考慮し、昨年 11 月と今年４月に引き続き、街頭での市政報告会を開催し
ます。暑い中ですが、熱中症とコロナ対策に十分お気をつけてご参加下さい。今回は暑
さを避け、夕方の開催になります。

●と き ７月 25 日（日）午後５時～６時
●ところ ＪＲ六甲道駅・北側広場

つなぐ議員団ホームページ
をリニューアル
こ の た び、 つ な ぐ 議 員 団 ホ ー ム ペ ー ジ を
リニューアルしました。 議員紹介、議員団
ニュース、議員団活動を紹介するつなぐ
チャンネル、本会議や委員会動画、note、SNS
など情報満載で、盛り沢山の内容です。ぜひ
一度のぞいていただき、広めてください。Ｕ
ＲＬは https://tsunagu-kobe.site です。

