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千葉県の障害者雇用率水増し問題を徹底是正！
行政機関や企業は一定割合の障害者を雇用することが法律で義務付けられている（※法定雇用率）なか、
中央省庁をはじめ、多くの役所が雇用者数を水増ししている実態が表面化し、社会的な問題となっています。
そして、千葉県・千葉県水道局・千葉県教育委員会・千葉病院局においても、不適正な実態が発覚しました。
水野ゆうきは指導する立場である行政機関が水増しをしていたこと及び法定雇用率未達成の現状に関して、
行政に対し不適正な障害者雇用の要因とデータ開示を求め、具体的な再発防止策について質疑を行いました。

〈千葉県における不適正な障害者雇用率〉

（2018 年現在）

≪※法定雇用率とは？≫
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警察本部

障害者雇用促進法が企業や行政などに達成を義務づけて

法定雇用率

2.50%

2.50%

2.40%
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いる、従業員のうち障害者を雇うべき割合。2018年4月から、

確認前雇用率

2.57%
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手帳未確認数

12人

3人
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確認後雇用率

2.44%

2.50%
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しては、法定雇用率に不足する人数に応じて、障害者雇用

雇用率達成必要人数

4人

̶

154人

4.5人

納付金の支払い義務が生じ、障害者雇用納付金を支払って

身体障害と知的障害に加えて精神障害も含めた計算になり、
民間企業は 2.0% から 2.2%、国や地方公共団体は 2.3% か
ら 2.5% に引き上げられた。一定の雇用率を下回る企業に対

も障害者雇用義務は免除されない。

手帳確認後、知事部局及び教育委員会における平成30年度の
障害者雇用率は法定雇用率を下回った。
●千葉県で障害者雇用率を過大に算定

●今後、二度と誤りが発生しないように

●障害のある方を対象とした別枠試験では身体に障害

していた原因は？

どのような対策をとるのか？

のある方に限定している。精神障害のある方の雇用を

⇨千葉県は、障害者雇用促進法に定め

⇨障害者雇用率を算定するにあたって

今後どのように進めるのか？

る障害の程度にあると判断できれば身

は、身体障害者手帳や都道府県知事の （※法改正に伴い平成30年度から精神障害者も算定基礎に追加）

体障害者手帳等の確認をせずに障害者

定める医師等による診断書等を必ず確

⇨精神障害や知的障害のある方の雇用促進と就業支

として算入できると厚生労働省ガイドラ

認することを徹底する。現在、国の「公

援を図るために「チャレンジド オフィス ちば」を設置し、

インを誤って解釈していたと説明。つま

務部門における障害者雇用に関する関

１２名を定員として嘱託を雇用しているが、拡充に向け

り、障害者手帳の有無を確認していな

係府省連絡会議」において再発防止策

た検討を進める。正規職員としての採用についてもす

い職員を外見などで障害者と判断し、 などの検討が行われていることから、 でに実施している他団体もあることから、千葉県にお
雇用率に加えていた。

その動きを注視し、必要な対策をとる。

いても採用に向けて検討を進める。

防災対策：「食の要援護者」災害時におけるアレルギー対応備蓄品
水野ゆうきは総務防災常任委員会、一般質問や予算委員会において、積極的に防災・減災対策について取り組んでいます。9 月定例県
議会ではアレルギー対応の備蓄品対策について質疑を行いました。
アレルギーのある子どもは全体で 5〜10％と言われており、東日本大震災においてもアレルギー対応食の不足が課題となりました。2015
年に日本小児アレルギー学会が自治体におけるアレルギー用食品の備蓄に関する案をまとめて自治体に周知をしたこともあり、徐々にアレル
ギー対応の備蓄品を用意している自治体が増えてはいるものの、まだまだ自治体の対応が進んでいるとは言えません。
●千葉県ではアレルギー対応している備蓄品はどうなっているの

●アレルギー対応食は購入できる店舗も限られているが、災害時に千

か？

葉県が協定を結んでいる企業等から提供される体制になっているか？

⇨千葉県は市町村が備蓄すべきものの補完という意味合いで備蓄

⇨千葉県は、大手流通業者と万が一の物資調達について協定を結ん

を進めている。県におけるアレルギー対策の食料品についてはアレ

でいるが、協定の中でアレルギーという言葉は用いていないので、そ

ルギー物質を含まないアルファ米をおよそ８６,０００食備蓄。

のようなものが必要な際、依頼をして業者の方で調達してもらう。

乳アレルギーの赤ちゃんはアレルギー用ミルクがないと命にかかわります。もちろん、自分で備蓄をしておくことが大前提ではありますが、
災害はどのタイミングで起こるかわかりません。アレルギーのある子供だけでなく、普通に食物アレルギーがある人、疾病により何らかの食
べ物制限がある方、高齢者などいわゆる「食の要援護者」と呼ばれる方々を含め、だれもが安全に食することができる備蓄をすることが望
ましいと水野ゆうきは考えます。

水野ゆうき公式ホームページにて政策・活動実績を掲載しています。https://mizunoyuuki.com/

市民目線・県民目線・新しい感覚で積極的に活動中！ 詳しくはブログ「水野ゆうきのゆう can change!!」にて。

千葉 県・千葉 県 議 会 NE WS

「千葉県再生土等の適正な埋立て等の確保に関する条例」が制定
近年、県内における再生土等を利用した土地の埋立て等の一部には、
不適正な施工方法による崩落等や周辺の植生への悪影響が見られ、また、
再生土等の埋立て等と称した廃棄物などの不適正な処理がなされている

（崩落等の防止措置、環境影響の防止措置）

政指導であるため、指針に基づく指導には限界がありました。

〇実効性の確保手段

このような状況を受けて、県民の生活環境の保全を図るため、「千葉
県再生土等の適正な埋立て等の確保に関する条例」が制定されました。
残るという指摘もあり、今後、条例の実効性の実態を注視していきます。

〇届出の義務付け（埋立面積 500 ㎡以上）
〇必要な措置を義務付け

事例もあります。平成 28 年 9 月に指導指針を策定したものの、任意の行

一方で「届出制」にとどまることから、チェック機能の確保などの課題が

条例の POINT

①停止命令、撤去命令、措置命令
②報告徴収、立入検査
③罰則、過料

県有施設におけるブロック塀の安全対策事業を緊急的に実施！
〈県有施設におけるブロック塀等への対応状況〉

相次ぐ大規模な自然災害の発生を踏まえ、9 月補正予算
では県立学校及びその他の県有施設において、安全対策が
必要なブロック塀等の撤去・改修を行います。

県立学校及び県有施設における
ブロック塀等安全対策事業費
９月補正予算 850,000 千円の内訳
・県立学校 400,000 千円（61 校、205 箇所）
・県有施設 400,000 千円（81 施設、170 箇所）
・浄水場等

30 年度 9 月補正
で対応するもの

31 年度以降に
対応するもの

40 校
（87 箇所）

県立学校

112 校
（349 箇所）

101 校
61 校
（292 箇所） （205 箇所）

県有施設

286 施設
（494 箇所）

266 施設
81 施設
185 施設
（439 箇所） （170 箇所） （269 箇所）

公営企業

13 施設
（26 箇所）

合

50,000 千円（9 施設、15 箇所）

左記のうち、安全対策が必要な
ブロック塀等がある施設（校）数

ブロック塀等が
ある施設（校）数

計

10 施設
（19 箇所）

10 施設 ※
（19 箇所）

411 施設（校） 377 施設（校）152 施設（校） 225 施設（校）
（869 箇所） （750 箇所） （394 箇所） （356 箇所）

※規定予算で対応する企業と地管理局分（1 施設、4 箇所）を含む

水 野 ゆうき の 活 動
皆様に我孫子市選出・千葉県議会議員として、千葉県議会に送り込んでいただき、
３年半が経過しました。我孫子市議時代同様に、
定例県議会後は議会報告として駅頭・街頭活動を行い、様々な形で議会報告を行っています。水野ゆうきの活動はテレビ番組（テ
レビ朝日系「土曜あるある晩餐会」TBS 系「NEWS な２人」）や新聞、ラジオなどで取り上げられ、党利党略ではなく、市民・
県民の視点の無所属を貫く地方議員として自分の足で積極的に活動し、徹底的に行政と質疑・協議・折衝し、政策の実現に向け
取り組んでいます。

我 孫 子 駅 〜 布 佐 駅まで

朝日小学生／中高生新聞（全 東洋大学にて「政治とメ

自分の足で地域を歩いて、

県議会報告として駅頭を

国紙）
にて水野ゆうきの活動が ディア」の講義を行ってい

多くのご意見やご提案を

行っています。

1ページ取り上げられました。

聞いています。

ます。

千葉県議会 所属団体

水野ゆうき プロフィール

役 職 千葉県議会議員（会派「千翔会」幹事長、総務 経 歴 1983年２月19日生の35 歳。我孫子市生まれ・育ち・在住。我孫子市立第四小学校入学、米国
ロサンゼルス現地校編入、ロサンゼルスインターナショナルスクール編入、帰国後は茨城県私立茗渓学
防災常任委員会委員）
◎千葉県立我孫子・湖北特別支援学校後援会顧問、手 園中学校編入、同校高校卒、津田塾大学学芸学部国際関係学科卒。東証一部上場物流社入社（秘書
賀沼水環境保全協議会顧問、一般国道 356 号整備促進 部秘書課秘書グループにて６名の役員秘書担当）。民放テレビ局勤務（報道局経済部所属・BS フジ
期成同盟顧問、松戸健康福祉センター運営協議会委員、 LIVE『PRIME NEWS』担当）。2011 年我孫子市議会議員選挙３位当選。市議時代に我孫子市の PR、
我孫子市防犯指導員、我孫子ライオンズクラブ幹事 等 情報行政、
ネット・メディア戦略に注力し、
我孫子市の魅力発信に寄与。2015 年千葉県議会議員選挙当選。

水野ゆうきの政治活動・地域活動を支援してくださる事務員・部員を募集しております。
『我孫子ゆうき部』部員大募集！ 詳しくは水野ゆうきホームページ
（https://mizunoyuuki.com/）、
水野ゆうき Facebook までお気軽にご連絡ください。担当スタッフがご連絡させていただきます。

（水野ゆうき後援会）
発行：水野友貴

〒270-1154 千葉県我孫子市白山 3-6-5

TEL.04-7100-0068

水野ゆうき公式ホームページ

https://mizunoyuuki.com/

