
平成27年第３回定例会（第８⽇⽬） 本⽂ 2015-09-29

↓ 最初のヒットへ（全 0 ヒット）

◯11番（伊藤康平君） 皆さんこんにちは。公明党千葉市議会議員団の伊藤康平でございます。
 それでは、通告に従い、⼀般質問を⾏います。
 初めに、⼦ども・若者総合相談センターについてお尋ねします。
 内閣府がまとめている平成27年版⼦供・若者⽩書では、就学、就労、職業訓練のいずれも⾏っていない15歳から34歳の若年無
業者は、全国に56万⼈。ふだんは家にいるが、⾃分の趣味に関する⽤事のときだけ外出する者を含むひきこもり数は、69万
6,000⼈と推計されております。
 また、平成27年８⽉、⽂部科学省初等中等教育局⻑の諮問機関である不登校に関する調査研究協⼒者会議がまとめた不登校児
童⽣徒への⽀援に関する中間報告では、平成25年度の⼩中学校の不登校児童⽣徒は11万9,000⼈いるとされております。これら
の統計は、少⼦化が進む現代社会において少ないとは⾔えません。
 国においては、平成22年４⽉に、⼦ども・若者育成⽀援推進法が施⾏され、本市では、平成24年に、困難を有する⼦供、若者
を⽀援する地域ネットワークとして、⼦ども・若者⽀援協議会が設置され、同年８⽉に、さまざまな悩みを抱える30歳代までの
⼦供、若者を対象とした千葉市⼦ども・若者総合相談センター、Ｌｉｎｋが開設されました。Ｌｉｎｋでは相談内容に応じ、適
切な専⾨機関の紹介、情報の提供と助⾔など、問題解決に向けての継続的な⽀援を⾏っていくことを⽬的としております。
 社会全体で⼦供、若者を⾒守り、育てるために、本市における⼦供、若者を⽀援する⼀つの機関としてＬｉｎｋが果たすべき
役割は重要であり、本市としても重点課題であると強く認識し、さらなる取組強化が必要であると考えます。
 これまで、我が会派としても、社会⽣活を円滑に営む上で、困難を有する⼦供、若者を⽀援することの重要性を訴え、Ｌｉｎ
ｋが担う役割として、社会的⾃⽴が困難な⼦供、若者に対しての迅速な対応や⽀援体制の強化、相談員の課題解決能⼒の向上な
ども求めてまいりました。
 Ｌｉｎｋの相談件数も、開設当初の232件から、平成25年度は539件、平成26年度は695件と年々増加傾向にあることから、
さらなる体制強化が必要であると考えます。
 そこで伺います。
 ⼀つに、本市における若年無業者やひきこもり、不登校児童⽣徒は、どの程度いると認識されているのか。また、Ｌｉｎｋに
おける相談⽀援体制の拡充を求めてまいりましたが、⽀援体制の強化は図られたのか、これまでの取り組みの評価をお聞かせく
ださい。
 ⼆つに、今年度、ひきこもり地域⽀援センターの設置運営費の予算が組まれました。Ｌｉｎｋの取り組みと重複するところが
あると思いますが、Ｌｉｎｋの役割に変更が⽣じるのか、⾒解をお聞かせください。
 次に、再⽣可能エネルギーの取り組みについてお尋ねします。
 東⽇本⼤震災がもたらしたのは、未曽有の⼈的被害はもとより、我が国のエネルギー供給のあり⽅についても、課題が浮き彫
りとなりました。皆様も御記憶にあるとおり、福島第⼀原⼦⼒発電所の事故による影響で、電⼒供給は逼迫し、計画停電の実施
や需要者への節電協⼒、⻑期間休⽌していた⽕⼒発電所を再稼働するなど、従来の⼤規模電源による電⼒供給のあり⽅につい
て、課題が明らかとなりました。
 このような顕在化した課題に対し、電⼒供給の⼀翼を担う電⼒源としての役割を果たす再⽣可能エネルギーを含めた多様なエ
ネルギー源の活⽤は、ますます重要な取り組みであると考えます。
 また、再⽣可能エネルギー導⼊を推進することで、地球温暖化防⽌にも貢献します。御存じのとおり、地球温暖化は、⼤気中
に占める⼆酸化炭素の温室効果ガスの増加により、地球全体の気温が上昇し、⽣態系全体に悪影響を及ぼす深刻な環境問題でも
あります。
 本市においても、平成24年３⽉に、地球温暖化対策実⾏計画を策定し、本市としての温室効果ガス削減⽬標を掲げ、取り組ま
れてきたと伺っております。また、本実⾏計画に⽰す削減⽬標年度は、平成26年度までであり、新たな実⾏計画を策定している
と伺っております。
 再⽣可能エネルギーの活⽤に関しては、2009年に太陽光を対象とした余剰電⼒買取制度が始まり、その後の2012年には、太
陽光を加え、⾵⼒、⽔⼒、地熱、バイオマスを対象とした固定価格買取制度が導⼊されたことで、全国的に普及促進されている
と伺っております。これまで、我が会派では、再⽣可能エネルギー等の導⼊拡⼤について、太陽光発電を初め、家庭⽤燃料電池
の整備費助成制度の普及など求めてまいりました。平成25年３⽉に策定された千葉市再⽣可能エネルギー等導⼊計画に⽰す再⽣
可能エネルギー等の導⼊・普及状況には、政令市の中では低位であり、さらなる普及促進が必要と考えますが、当局に伺いま
す。
 ⼀つに、地球温暖化対策実⾏計画に⽰す温室効果ガス削減⽬標は、平成26年度までに、平成19年度より10％の削減を⽬指すと
されております。達成状況と評価について⾒解をお聞かせください。
 ⼆つに、現在策定中の実⾏計画では、どのような取り組みを考えられているのか、お聞かせください。
 三つに、太陽光発電などの住宅などで⽤いられる再⽣可能エネルギーの導⼊状況について、他都市と⽐べてどの程度普及して
いるのか、現状と評価についてお聞かせください。
 次に、美浜区の諸問題のうち、新港１号線の交通安全対策並びに新港地区京葉線⾼架下避難路について伺います。
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 市道新港１号線は、新港経済振興地区の北側に位置し、新港横⼾町線に⾯した⿊砂⽔路から千葉みなと駅付近中央⽔路を結ぶ
約2.3キロの路線です。市道新港１号線の沿道には、多くの来訪者でにぎわうミハマニューポートリゾートや⾃動⾞関連事務所、
ちば県⺠保健予防財団総合健診センターなどの公共施設や中⾼層マンションなど、仕事や暮らし、買い物など多くの⼈が集まる
場所でもあります。特に、新港１号線の⿊砂⽔路側と千葉みなと駅側は、こうした新港地区を訪れる⾞両で混雑しております。
 また、京葉線に隣接する幸町地区の住⺠や、⿊砂⽔路にかかる横断歩道橋を渡り、⾼洲地域の住⺠が多く訪れます。新港地区
ができた当初とは、来訪者の⽬的も多岐にわたり、経済活動を⽀える⼯場地域から、暮らしや⽣活などを⽀える商業地域として
の役割も担うようになりました。開発当初の⽬的を維持しつつ、地域住⺠の⽣活を⽀える⼟地利⽤が加わりましたが、道路形態
は、今もなお⾞両が中⼼の構造となっております。新港地区を訪れる多くの⽅から、信号機の設置か横断歩道の整備をし、利便
性の向上を図ってもらいたいとの声が寄せられております。
 新港１号線に接道する多くのＴ字路には、横断歩道がなく、混雑時は特に渡るのにちゅうちょするとの意⾒を伺っておりま
す。また、歩道がない区間もあり、⼤型⾞両が通る中、路側帯を歩く姿をよく⽬にします。⾞道の幅員を考慮すると、歩道の設
置が困難であれば、歩⾞分離を⽬視で認識できるように、路側帯のカラー舗装化を講じる必要があると考えます。
 また、新港地域の防災⼒の向上として、⿊砂⽔路側を含めた京葉線⾼架下への横断路の設置についても、これまで求めてまい
りました。平成26年第２回定例会で質問した際に、緊急時の対応として避難通路の確保は重要と考えており、施設管理者である
千葉県とスロープや階段等の設置について協議するとの答弁がありましたが、その後の対策はいまだに⽰されておりません。
 近年、⾃然災害による災害が多く発⽣しております。ＪＲ京葉線で仕切られた新港地区から避難が容易にできるよう、横断路
を設置すべきと考えますが、当局の⾒解について伺います。
 ⼀つに、ＪＲ京葉線に隣接した幸町側の市道では、バス停に向かうための横断歩道と⼿押し信号が設置されております。同様
に、ミハマニューポートの区間は、両側に歩道が設置されており、歩⾏者などが安全に横断できるよう、横断歩道と⼿押し信号
の設置を求めますが、当局の⾒解をお聞かせください。
 ⼆つに、歩道が設置されていない区間には、歩⾏者の安全対策の観点から、路側帯をカラー舗装化することを求めますが、当
局の⾒解についてお聞かせください。
 三つに、市⺠が、いついかなるときも円滑に移動することができるよう、ＪＲ京葉線⾼架下の横断路の設置について対策を講
じるよう求めますが、当局の⾒解についてお聞かせください。
 次に、打瀬地区道路維持管理について伺います。
 美浜区の中でも、魅⼒的な都市形成がなされている幕張新都⼼住宅地区である打瀬、幕張ベイタウンとも呼びますが、幕張メ
ッセを核とする国際化と⾼度情報化に対応した国際業務都市としての位置づけや、都市型住宅にふさわしい変化に富んだ建築形
態、都市デザインに配慮した住宅形成など、⽣き⽣きとした町並みが特徴でもあります。
 また、千葉県企業庁により整備が進められた幕張ベイタウンには、今では約2,500⼈もの⼈が居住し、景観を含めた個性的で⾊
鮮やかな町がいつまでも維持されることを望んでいる住⺠が多くおります。⼀⽅で、千葉県企業庁が本年度末に清算期間の終了
を迎えることから、現在の景観も含めた都市機能が維持されるのか懸念する声も寄せられております。
 これまで、県市間協議が⾏われ、本年８⽉末時点で、打瀬地区の道路は100％、公園や緑地は97.2％と、打瀬地区のほぼ全て
の道路、公園緑地を市が所管することとなりました。道路に限定して申し上げると、歩道や⼀部の⾞道には、アスファルト舗装
ではなく、⾊合い鮮やかなインターロッキングブロックが敷き詰められ、変化に富んだ建築形態との調和が図られた道路となっ
ております。⼀⽅で、市が所管することで、税の公平性の観点から、維持補修にはアスファルトなどの舗装材が使⽤されてお
り、地域住⺠からは、これまでの景観や都市の魅⼒が損なわれることに遺憾の声も寄せられております。アスファルト舗装材と
⽐べると、施⼯期間が⻑く、材料も⾼価でもある⼀⽅、⾬⽔が地⾯に浸透しやすいなど、都市型⽔害や地盤沈下を緩和する効果
も期待できることから、原形復旧が求められております。
 平成26年第４回定例会の我が会派の代表質問で、道路等の公共施設のデザインについては、既に幕張新都⼼の良好な都市景観
の⼀部を形成していることから、今後もこの環境を維持し、保全していく必要があると考えているとの答弁がなされております
が、市としての考えが周知されていない現状にあると⾔えます。
 そこで伺います。
 ⼀つに、幕張ベイタウンの環境や景観維持に努める必要性があると考えますが、本市の⾒解を改めてお聞かせください。
 ⼆つに、経年変化とともに⽣じるインターロッキングの緩みや破損が⾄るところで発⽣しております。早急な補修と修繕計画
を具体的に⽰す必要があると考えますが、当局の対応と今後の取り組みについてお聞かせください。
 最後に、稲⽑海岸27号線の交通安全対策について伺います。
 美浜区の中央北側、国道14号に⾯し、千葉⻄警察署に近接した位置にある本路線は、公務員宿舎跡地に建設されたマンショ
ン、⼾建て住宅や商業施設の⼤規模開発により、プラウドシティ稲⽑海岸が誕⽣しました。また、プラウドシティ稲⽑海岸の中
央には、市に移管された稲⽑海岸27号線があります。
 この⼤規模開発により、稲⽑海岸５丁⽬の⼈⼝は、平成20年の872⼈に対して、⾶躍的に増加し、現在3,302⼈と稲⽑海岸地
区の中でも最も多い定住⼈⼝となっております。また、ゼロ歳から14歳までの⼈⼝が903⼈となっており、⼦育て世帯が多く住
まれていることが特徴です。
 この新たに誕⽣したプラウドシティ稲⽑海岸では、交通安全対策が課題となっております。稲⽑海岸27号線に隣接して、⼦供
たちの憩いの場である公園や地域の拠点でもある集会場もあり、稲⽑海岸27号線を横断してこれらの集いの場所に移動しており
ます。
 この稲⽑海岸27号線には、住⺠などが移動するための信号機はおろか、横断歩道すらありません。道路形態がＳ字カーブを描
いており、配送などの駐⾞⾞両も多いことや商業施設への買い物⾞両やシティバスが通るなど、⼦供たちの視点では、横断に際



して死⾓となる現状が多く、危険性が⾼い環境であると伺っております。
 このような現状を改善するため、これまで、地域では、市や県警に要望書を提出し、改善を求めてきたと伺っております。こ
れまでの回答として、優先順位が低い、交通規制基準の横断歩道設置要件に当てはまらない、公園付近のＳ字道路は速度を減速
するために設計しているなど、地域住⺠の安全に配慮した回答とは思えません。
 2014年10⽉には、公園付近で児童と⾃動⾞との接触事故が発⽣しました。この事故を受け、地域では、2015年２⽉に、再度
要望書を提出し、改善を求めております。
 これまで、地域住⺠を対象としたアンケート調査では、交通安全対策が望まれていると伺っております。
 事故を未然に防ぐことは、交通安全対策の重要な取り組みであり、これまでの回答が適切であったとお考えか、当局の⾒解を
伺います。
 また、押しボタン式の信号機と横断歩道を設置することを求めますが、当局のお考えをお聞かせください。
 以上で、１回⽬の質問を終わります。御答弁よろしくお願いいたします。（拍⼿）

◯こども未来局⻑（⽯井 忍君） ⼦ども・若者総合相談センターについてお答えします。
 本市における若年無業者やひきこもり、不登校児童⽣徒数についてですが、いずれも、本⼈、家族とも公表を望まないことか
ら、アンケートなどの調査は難しく、正確な状況は把握しておりませんが、本市における15歳から34歳の若年無業者につきまし
ては、平成26年度の総務省の調査から推計いたしますと約4,300⼈、15歳から39歳のひきこもり数は、平成22年の内閣府の調査
から推計いたしますと約4,900⼈となります。また、本市内⼩中学校の不登校児童⽣徒数は、平成26年度816⼈であります。
 次に、⽀援体制の強化についてですが、Ｌｉｎｋの相談体制につきましては、平成24年８⽉の開設当初は、⾮常勤の相談員２
名１⼈⼯体制でスタートいたしました。平成25年４⽉には、正規職員１名を追加配置し、相談業務の⼀部を担当するなど、相談
体制の強化を図ってまいりました。また、Ｌｉｎｋが所在する⻘少年サポートセンター⻄分室全体で、相談業務のバックアップ
を⾏うなど、相談者に不便が⽣じないように努めております。
 しかしながら、訪問相談や同⾏⽀援をきめ細かく⾏うなど、より相談者に寄り添った⽀援を⾏うためには、Ｌｉｎｋの体制を
充実することが必要であると考えており、ケースに応じ、他の⻘少年サポートセンター分室から職員を配置し、臨機応変に応援
できる体制を構築してまいります。
 なお、Ｌｉｎｋは、⼦供、若者が気軽に相談できる窓⼝として、さまざまな悩みを聞くとともに、適切な⽀援、つなぎ先を紹
介することにより、相談者の不安感の払拭や社会復帰などにも寄与することができたと認識しております。
 最後に、ひきこもり地域⽀援センターの設置に伴い、Ｌｉｎｋの役割に変更が⽣じるのかとのことですが、千葉市ひきこもり
地域⽀援センターは、主に18歳以上を対象に、ひきこもりに特化した専⾨⽀援機関として、本⼈やその家族への家庭訪問を中⼼
としたアウトリーチ型の⽀援を⾏い、ひきこもり本⼈の社会参加及び⾃⽴を促進し、本⼈及び家族などへの福祉の増進を図るこ
とを⽬的に設置するものであります。
 Ｌｉｎｋに来られた相談者について、18歳以上でひきこもり状態にあると判断された場合におきましては、密接に連携を図り
つつ、ひきこもり地域⽀援センターを紹介するなど、相談者にとって最善の⽀援ができるよう、対応してまいりたいと考えてお
ります。
 Ｌｉｎｋにつきましては、引き続き30歳代までを対象に、就労・家庭問題、不登校等、若者特有の困難を抱える⽅々の、さま
ざまな相談に応じてまいります。
 以上でございます。
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◯環境局⻑（⿊川治喜君） 再⽣可能エネルギーの取り組みについてお答えします。
 初めに、千葉市地球温暖化対策実⾏計画に⽰す温室効果ガス削減⽬標の達成状況についてですが、平成26年度の産業部⾨を除
く市内の温室効果ガス排出量を、19年度⽐10％削減する⽬標に対し、最新のデータである24年度実績では、３％の削減となって
おります。
 削減実績に対する評価についてですが、⽬標達成に向けた温室効果ガス排出量の削減が進んでいないことから、今後とも、再
⽣可能エネルギーの導⼊や省エネルギー機器の普及拡⼤に努めるとともに、現在、千葉市地球温暖化対策実⾏計画を改定するた
め、環境審議会のもとに設置した地球温暖化対策専⾨委員会において、新たな取り組みを含め、有効な削減対策の検討を進めて
おります。
 次に、現在、策定中の実⾏計画では、どのような取り組みを考えているのかについてですが、次期計画では、⼀つに、現計画
では対象としていない産業部⾨も含めた効果的な施策、⼆つに、気候変動の影響に対し、被害を防⽌、軽減するための適応関連
施策、三つに、エネルギーの安定的な確保や環境負荷の低減などに⼤きく貢献することが期待されている、⽔素の活⽤に関する
施策の導⼊を検討しております。
 最後に、他都市と⽐較した太陽光発電等、住宅⽤の再⽣可能エネルギーの導⼊状況についてですが、経済産業省資源エネルギ
ー庁のまとめでは、平成27年５⽉末時点の本市における、主に住宅⽤である太陽光発電設備10キロワット未満の導⼊量は１万
8,496キロワットであり、20政令指定都市中18位となっております。
 普及状況に対する評価につきましては、より⼀層、再⽣可能エネルギーの導⼊が必要であることから、太陽光発電設備や太陽
熱利⽤給湯システムなどに加え、家庭⽤燃料電池などの省エネルギー機器の普及拡⼤に向けて、市⺠、事業者、学識経験者等で
構成する千葉市地球温暖化対策地域協議会と連携し、積極的に取り組んでまいります。
 以上でございます。
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◯市⺠局⻑（⾦親芳彦君） 初めに、新港１号線の交通安全対策並びに新港地区京葉線⾼架下避難路についてのうち、所管につ
いてお答えします。
 ミハマニューポートの区間の横断歩道と⼿押し信号の設置についてですが、当該箇所につきましては、平成26年１⽉に、市⻑
への⼿紙によって、また、本年５⽉には、ほかの市⺠の⽅からも同様の要望があったことから、これまでその都度、所轄の警察
署に対して⽂書で要望してまいりましたが、交通の状況等から警察の判断として、現時点では設置に⾄っておりません。
 本市といたしましても、現地の状況は認識しておりますので、引き続き交通管理者である警察に対し、現地の実情に合わせた
安全対策の必要性を訴えてまいります。
 次に、稲⽑海岸27号線の交通安全対策についてお答えします。
 これまでの要望への回答に対する⾒解と、押しボタン式の信号機や横断歩道の設置を求めることへの⾒解についてですが、交
通管理者である警察の回答として、要望のあった現場は、⼤型開発により造成された事情から、歩道の形状をなしている部分が
私有地であることなどもあり、信号機や横断歩道の設置が困難な状況であると聞いております。
 本市といたしましても、現場の確認や住⺠の代表の⽅との協議などを⾏っており、当該箇所では⼦供と⾃動⾞の接触事故があ
ったことから、住⺠の⽅々が安全対策の強化を求めることは⼗分理解しております。
 地元の強い要望を受けておりますので、今後も引き続き所轄の警察署へ対応を求めてまいります。
 以上でございます。
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◯建設局⻑（椎名建之君） 初めに、新港１号線の交通安全対策並びに新港地区京葉線⾼架下避難路についてのうち、所管につ
いてお答えします。
 新港１号線の路側帯のカラー舗装化についてですが、歩⾏者が多く、歩道のない道路においては、歩⾏者と⾞を視覚的に分離
する有効な⼿法となることから、現地の状況を⾒きわめた上で、カラー化を進めてまいります。
 次に、打瀬地区道路維持管理についてのうち、所管についてお答えします。
 インターロッキングの緩みや破損に対する対応と今後の取り組みについてですが、舗装材の緩みやがたつきは、既設材を再利
⽤し適宜復旧しております。
 また、破損し再利⽤できない場合には、歩⾏者の安全を最優先し、応急的にアスファルトやコンクリートで補修しております
が、引き続き町並みのイメージに配慮した改修を進めてまいります。
 なお、今後の取り組みにつきましては、地域の⽅々と幕張ベイタウンの景観維持の仕組みづくりを構築していく中で、改修⽅
法を含めて検討してまいります。
 以上でございます。
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◯総務局⻑（志村 隆君） 新港１号線の交通安全対策並びに新港地区京葉線⾼架下避難路についてのうち、所管についてお答
えします。
 ＪＲ京葉線⾼架下の横断路の設置についてですが、新港地区は、ＪＲ京葉線の敷設の状況から、新たに横断路を設置すること
は難しいものと考えておりますが、当該地区は防潮堤などの防護ラインの外側に位置していることから、陸閘が閉鎖された場合
でも安全に避難をすることができるよう、昨年８⽉とことし７⽉に、千葉県と協議し、陸閘に附帯する施設として、緊急避難⽤
のスロープ等の設置について要望しているところであります。
 現時点では、県全域の防潮施設との関係などから、要望を満たす回答は得られておりませんが、今後も引き続きスロープや階
段の早期設置に向け、千葉県と協議を進めてまいります。
 以上でございます。
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◯都市局⻑（河野俊郎君） 打瀬地区道路維持管理についてのうち、所管についてお答えします。
 幕張ベイタウンの環境や景観維持に努めることについてですが、幕張ベイタウンの町並みは、企業庁のデザインガイドライン
に基づき、建物の配置やデザインだけでなく、道路などの公共施設も含めた町全体が統⼀されたデザインコンセプトにより整備
され、良好な都市景観を形成していると認識しております。
 また、町ができ始めてから既に20年が経過しており、幕張ブランドとしての町並みのイメージは、そこで⽣活する⼈にとって
も、既に定着しているものと思われます。
 このことから、道路などの公共施設の維持管理に当たっても、そのイメージを崩さないようにすることは重要なことと考えて
おり、性能や機能といった視点だけではなく、そのデザインが持つイメージを可能な限り継承したいと考えております。
 これら幕張ブランドのイメージを存続する⼀⽅で、コスト意識も持ちつつ、地域全体の意向を踏まえながら意⾒交換を⾏い、
幕張ベイタウンの景観維持の仕組みづくりを構築していきたいと考えております。
 以上でございます。
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◯11番（伊藤康平君） 御答弁ありがとうございました。
 それでは、⼦ども・若者総合相談センターについてと、再⽣可能エネルギーの取り組みについて、２回⽬の質問をさせていた
だきます。
 初めに、⼦ども・若者総合相談センターについてです。
 先ほどの答弁では、若年無業者、ひきこもり、不登校の数について、国の推計による統計ではあるものの、それぞれ明確とな
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りました。平成26年度、Ｌｉｎｋへの相談件数695件、現在の正規職員１名、⾮常勤相談員２名体制では、本市の4,000名にも
及ぶ対応は難しいのではないかと考えます。
 また、これまでの評価として、訪問相談や同⾏⽀援をきめ細かく⾏うためには、Ｌｉｎｋの体制を充実させる必要性を認識し
つつも、相談員の増員はなされず、他の⻘少年サポートセンターからの応援で補おうとする取り組みには賛同しかねます。
 ⼦ども・若者総合相談センターへの役割として、問題への相談に対して、たらい回しを防ぐこと、みずから対応できない案件
については、地域内の他の機関につなぐことが求められており、いわば⽀援を必要とする⽅たちの起点となる重要な施設である
と考えます。
 また、相談者の経過を知るために、訪問⽀援型アウトリーチの有効性について、当局も認識しておりますが、現状の体制で
は、電話やメール、来訪などの対応でとどまっていると⾔えます。
 アウトリーチは、相談者が来所できない場合に有効であることや、来所での相談だけでは問題の本質がわからないケースにお
いても効果を発揮します。例えば、表⾯上は⼦供のひきこもり等の相談であっても、背景に経済的困窮や暴⼒など、家庭が抱え
る多様かつ複雑な問題があり、課題を抱える⼦供本⼈を幾ら⽀援しても、その効果があらわれないこともあります。問題解決に
は、全貌を明らかにすることが重要であり、訪問による対話を重ね、適切な関係機関につなげていくことが⼤切と考えますが、
当局に伺います。
 ⼀つに、国の調査推計を受けて、⼦供、若者へのさらなる⽀援の重要性に対する認識と、改めて相談員のさらなる増員を求め
ますが、当局のお考えをお聞かせください。
 ⼆つに、Ｌｉｎｋとともに活動する指定⽀援機関を設け、相談⽀援と訪問⽀援を⼀体的に⾏う体制をつくるべきと考えるが、
当局の⾒解をお聞かせください。
 次に、再⽣可能エネルギーの取り組みについてお尋ねします。
 先ほどの答弁では、温室効果ガス排出量の削減が進んでいないことや、住宅などで⽤いられる再⽣可能エネルギーの導⼊につ
いても、他の政令市に⽐べ進んでいない現状が明らかとなりました。これらの評価について、今後も意欲的に推進していく旨の
答弁でしたが、そもそも削減⽬標値や導⼊計画に⽰す⽬標数について達成できる⾒込みがあったのか、疑問が残ります。今後の
普及拡⼤に際しては、国の動向を注視し、積極的に取り組まれることを求めます。
 さて、現在策定中の地球温暖化対策実⾏計画の中に、⽔素の活⽤に関する施策の導⼊を検討しているとの答弁がありました。
これまで、我が会派として普及促進を求めてきた、家庭⽤燃料電池、エネファームは、⽔素と酸素から電気と熱をつくる環境に
優しいエネルギーシステムでもあります。また、平成27年度の環境省予算には、地⽅公共団体における低炭素地域づくりを⽀援
する施策や、2020年オリンピック・パラリンピック東京⼤会を契機とした環境配慮の推進についてを公表し、循環型社会の構築
や⼤会施設への再⽣可能エネルギーの導⼊、移動に使う電気⾃動⾞や燃料電池バスに関する技術開発などを打ち出されたと伺っ
ております。本市も、フェンシング、レスリング、テコンドーの競技会場として承認されました。本⼤会を通じて、本市の低炭
素化の取り組みや資源循環の取組推進に期待するところでもありますが、本市が進める⽔素社会に向けた取り組みについてお聞
かせください。
 最後に、美浜区の諸問題については、所感も含めて要望といたします。
 新港１号線の交通安全対策並びに新港地区京葉線⾼架下避難路についてです。
 ことしの６⽉１⽇に、⼀部施⾏された改正道路交通法により、⾃転⾞利⽤者にかかわる規定がより明確になる⼀⽅で、⾃転⾞
利⽤者には判断しづらい道路が多くあると考えます。
 ⾃転⾞は原則⾞道の左側を⾛⾏しなければなりません。道路が混雑し始めると、右折の際に危険が伴うことや、また、⾃転⾞
横断帯や横断歩道がない道路では、いつまで待っても横断できない状況も⽣まれます。規定を遵守した結果、事故に遭っても誰
も補償はしてくれません。
 先ほどの答弁では、警察に対して安全対策の必要性を訴えることや、路側帯のカラー舗装化にも前向きな答弁であったことに
対しては、評価しております。
 ＪＲ京葉線に⾯した幸町団地付近の道路では、⾃転⾞⾛⾏レーンを初め、バス停に向かうための横断歩道や⼿押し信号が設置
されており、利⽤者の安全対策が図られております。これらと同様に利⽤者の視点に⽴ち、安全対策が早急に図られることを強
く要望します。
 また、ＪＲ京葉線⾼架下の横断路については、⻑年、地域住⺠の皆さんから要望されていることは、当局としても認識されて
いると思います。県としっかり協議し、地域に理解が得られる対策を求めます。
 次に、打瀬地区道路維持管理については、幕張ベイタウンの環境や景観維持の仕組みづくりなど、これまでの都市デザインを
継承し取り組まれることや、道路維持についても、町並みのイメージに配慮した改修を進めるとの答弁について評価いたしま
す。
 これまでに、道路の改修など具体的な対策を要望するマンション管理組合に対して、今後の対応なども含めたスケジュールを
報告するなど、地域の意⾒を取り⼊れながら取り組まれますよう要望します。
 最後に、稲⽑海岸27号線の交通安全対策についてです。
 中⾼層のマンションや⼾建て住宅で形成されたプラウドシティ稲⽑海岸の主要道路は、町の中央を通る稲⽑海岸27号線であ
り、住⺠のいわば⽣活道路でもあります。⽣活道路は、地域住⺠の⽇常⽣活に利⽤される道路で、⾃動⾞の通⾏よりも歩⾏者や
⾃転⾞の安全確保が優先されるべき道路ではないでしょうか。交通管理者は千葉県警察になるわけですが、本市の市⺠局には県
からの出向職員がおり、これまでも窓⼝として適切な対応に努めていたと認識しております。
 本地域では、注意喚起標識を設置していくなど、努めていくと伺っております。住⺠で対策できる取り組みは考えられており
ますが、住⺠ではいかんともしがたい問題には、⾏政がしっかり後押ししていくことが⼤切ではないでしょうか。⼦供たちの通
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学路でもある本道路の安全対策の強化を求め、２回⽬の質問を終わります。御答弁よろしくお願いいたします。

◯こども未来局⻑（⽯井 忍君） ２回⽬の御質問にお答えします。
 ⼦ども・若者総合相談センターについてお答えします。
 まず、⼦供、若者へのさらなる⽀援の重要性及び相談員の増員についての⾒解についてですが、⼦供、若者は、次代の社会を
担い、その健やかな成⻑が社会の発展の基礎をなすものでありますが、本市においても4,000⼈を超える若年無業者がおり、ま
た、5,000⼈近い若者がひきこもり状態にあると推計されるなど、社会⽣活を円滑に営むことができるよう、これらの⽅々への⽀
援の重要性はますます⾼まっており、⼦ども・若者総合相談センター、Ｌｉｎｋのさらなる充実が求められております。
 このような中、Ｌｉｎｋの所在する⻘少年サポートセンター⻄分室を初め、全ての分室を挙げて応援体制を構築することとし
ており、また、Ｌｉｎｋでの相談のおよそ４分の１を占めているひきこもり問題に特化した専⾨⽀援機関である千葉市ひきこも
り地域⽀援センターが、今年度中に開所予定であることから、開所後の状況等を適切に⾒きわめ、相談体制について検討してま
いります。
 次に、Ｌｉｎｋとともに活動する指定⽀援機関を設け、相談⽀援と訪問⽀援を⼀体的に⾏う体制の整備についてですが、相談
者の利便性の向上等のためにも、訪問相談の充実を図る必要性を感じているところであり、指定⽀援機関を指定している⾃治体
においては、特に⺠間の柔軟な⽀援体制などにより、有効に機能している事例もあることから、今後、研究してまいります。
 以上でございます。
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◯環境局⻑（⿊川治喜君） 再⽣可能エネルギーの取り組みについてお答えします。
 本市が進める⽔素社会に向けた取り組みについてですが、⽔素は、利⽤段階では⼆酸化炭素を排出しない究極のクリーンエネ
ルギーであり、また、⽔、⽊質バイオマス、化⽯燃料、コークス炉ガスなど、さまざまな資源から製造が可能であり、さらに、
災害時には、⽔素と酸素で発電する燃料電池⾃動⾞等から電気を供給することができます。
 ⼀⽅、その普及に向けては、有⽤性や安全性に関する理解の促進が課題となっていることから、九都県市共同で、市⺠向けリ
ーフレットの作成、配布や、燃料電池⾃動⾞の試乗会を実施しており、地球温暖化防⽌⽉間である12⽉には、⽔素関連セミナー
を開催する予定であります。
 また、本市の特性を⽣かした取り組みとして、臨海部の製鉄所と連携をとり、国が⽰したロードマップの実現に関する調査研
究を進めており、今後、具体的な導⼊策を検討することとしております。
 以上でございます。
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◯11番（伊藤康平君） 御答弁ありがとうございました。
 ３回⽬は、所感も含め要望といたします。
 初めに、⼦ども・若者総合相談センターについてです。
 答弁にもありましたが、保健福祉局が所管するひきこもり地域⽀援センターが、年度内に開設されます。対象年齢は異なりま
すが、⼀部の機能を分散することで、ワンストップ窓⼝としての役割を担うＬｉｎｋの⽬的が形骸化されるのではと懸念されま
す。先ほども申し上げましたが、相談⽀援と訪問⽀援を⼀体的に取り組んでいくことが、⼦供、若者の社会的⾃⽴への近道では
ないでしょうか。
 先進的な取り組みで実績のある佐賀県では、ＮＰＯ法⼈が指定⽀援機関と総合相談センターを兼務し、相談⽀援、訪問⽀援を
⾏っていることや、地域若者サポートステーションの平成25年度の実績では、相談件数6,002件、訪問⽀援は実数で1,140件、就
職した若年無業者は376名と積極的な取り組みがなされていると伺っております。また、副次的な成果として、⽣活保護から就労
への転換により、平成25年度だけで３億6,096万円もの増収につながっているとの報告もありました。
 財政⾯だけで評価することはよくないことかもしれません。また、こうした⽀援機関を探すことも容易ではないことも理解し
ております。しかし、⼀⼈でも多くの⼦供、若者が良好な社会⽣活が送れるよう後押しすることは重要であり、積極的な⽀援体
制の強化と取り組みを求めます。
 最後に、再⽣可能エネルギーの取り組みについてです。
 先ほどの答弁にもありました、九都県市共同の燃料電池⾃動⾞の試乗会などを実施し、本市における⽔素社会の構築に向けた
取り組みが開始されようとしていることについて、理解しました。
 国の⽔素利⽤社会システム構築実証事業で、世界初の次世代型⽔素エネルギーモデル都市としての取り組みがなされている北
九州市では、製鉄所から⽣成された副⽣⽔素を利⽤して、公道に敷設されたパイプラインを通して⼀般住居や商業施設、公共施
設等に設置した純⽔素型燃料電池に⽔素を供給し、得られた電⼒や熱を利⽤する取り組みが、2011年１⽉から運⽤が続けられて
いると伺っております。
 本市では、⾵⼒、⽔⼒、バイオマスなどの⼤型再⽣可能エネルギーの普及が困難であることを考えると、答弁にもある臨海部
の製鉄所との連携が、低炭素社会の構築に向けた⼀翼を担う取り組みとなるよう期待します。
 また、東京都では、2020年の東京オリンピック・パラリンピックまでに燃料電池バスを100台以上⾛らせるなど、⽔素社会実
現に向けた⽬標を掲げております。本市においても、現在策定中の実⾏計画に明確な⽬標を掲げ、2020年に向け、環境に配慮し
た千葉市と世界に認識される都市となるよう求め、⼀般質問を終わります。御清聴ありがとうございました。（拍⼿）
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