
平成30年第４回定例会（第４⽇⽬） 本⽂ 2018-12-06

↓ 最初のヒットへ（全 0 ヒット）

◯11番（伊藤康平君） 皆様、おはようございます。公明党千葉市議会議員団の伊藤康平でございます。会派を代表して、通告
に従い質問を⾏います。
 初めに、市政運営の基本姿勢について。
 新年度予算編成について伺います。
 我が国の経済は、先⽉の22⽇に公表された国における⽉例経済報告によると、本年７⽉から９⽉期の実質ＧＤＰの成⻑率は、
前期⽐で0.3％減と２四半期ぶりのマイナスとなったものの、雇⽤や所得環境の改善が続く中で、各種政策の効果もあって緩やか
な回復が続くことが期待されているところであります。
 このような中にあって、本市の財政は、経済状況の緩やかな回復などを背景に、市税収⼊に持ち直しが⾒られるものの、これ
までの都市基盤整備などの財源として活⽤した市債の返済が⾼どまりにある中、扶助費が年々増加していることなど、厳しい収
⽀状況が続いております。
 さきの平成29年度決算では、国⺠健康保険事業の累積⾚字が11年ぶりに解消され、財政健全化の観点では、第２期財政健全化
プランで掲げた主要債務総額の削減⽬標が達成されるなど、健全化に向けての取り組みが推進されている⼀⽅で、前年度に引き
続き、病院事業会計の累積⾚字のほか、基⾦の借⼊残⾼は依然として多額であり、引き続き、財政健全化に向けた取り組みを着
実に進める必要があります。
 本定例会の冒頭、市⻑より、財政健全化プランと⾏政改⾰の取り組みを着実に推進するなど、本市のさらなる発展に向け取り
組んでいくとの基本的な考えが⽰されました。我が会派は、少⼦・⾼齢化のもと、複雑多様化する市⺠ニーズへの的確な対応を
初め、住み続けたい⽣き⽣きとした魅⼒あふれる千葉市を築くため、さまざまな、具体的な施策の提⾔を⾏っているところであ
ります。
 そこで、新年度予算編成においても、財政健全化を推進しつつ、本市のさらなる発展に向け取り組んでいくとの基本的な考え
を踏まえ、どのような施策、分野に予算を重点配分するのか、お聞かせください。
 次に、少⼦⾼齢社会を⾒据えた都市づくりについて、４点伺います。
 初めに、先ごろ報道発表された⽴地適正化計画についてです。
 ⽴地適正化計画とは、皆様も御承知のとおり、居住機能や医療、福祉、商業、公共交通などの都市機能を緩やかに誘導するこ
とで、⼈⼝減少、少⼦⾼齢社会を迎える中、市街地の空洞化を抑制するなど、新たなまちづくりを⾏う選択肢として、おおむね
20年後の将来を⾒据えた計画と伺っております。
 これまでの国におけるまちづくりの特徴として、戦後の混乱の中で無秩序な⼟地占有に始まり、⾼度経済成⻑期の東京圏を中
⼼とした地⽅圏からの⼈⼝流⼊に伴い、市街地周縁部において急速なスプロール現象が拡⼤したことや、団塊の世代を中⼼とし
た活発な住宅需要を背景に、⼈⼝の増加と市街化区域の拡⼤へとつながっていったと伺っております。
 本市においても、昭和40年代の⾼度経済成⻑期に、臨海部や内陸部において⼤規模な住宅団地や市街地整備などの開発が実施
され、市街地の拡⼤、⼤幅な⼈⼝増加など、国と同様な歩みが進められてきたと⾔えます。
 ⼀⽅で、現在、本市では、都市計画マスタープランを軸としたまちづくりが進められております。都市構造上の重要な場所と
して位置づけられた千葉都⼼、幕張新都⼼、蘇我副都⼼の３都⼼は、本市における都市機能を集積した重要な拠点であることは
理解できるものの、未施⾏も含めた市街地開発事業の着⼿や市街化調整区域における開発件数の増加等が散⾒されております。
 本年８⽉に策定された⽴地適正化計画の⾻⼦からは、取り組むべき課題は⾒えてくるものの、本市が⽬指す集約型都市構造の
実現に向けて、時間軸を捉えた取り組みが可能なのかがわかりづらく感じます。⽴地適正化計画策定の⼀つのポイントとして、
将来推計⼈⼝を踏まえた居住誘導エリアの⼈⼝密度をどのように維持していくのかが重要になると考えます。
 国⽴社会保障・⼈⼝問題研究所がことしの３⽉に公表した本市の⼈⼝推計では、2020年に約98万⼈となり、⼈⼝のピークを迎
え、団塊ジュニア世代と⾔われる今の40代が65歳を迎える2035年には約95万⼈となり、⽴地適正化計画が定める20年後の2040
年には、約93万⼈と⼈⼝のピーク時と⽐べて５万⼈ほど⼈⼝が減少すると推計されております。
 仮に、千葉市において５万⼈の⼈⼝減少をイメージすると、20年後には、⼈⼝密度の空洞化は美浜区の３分の１の⾯積と等し
くなり、⾯積に換算すると東京ドーム150個分になると想定できます。また、65歳以上の⼈⼝は32万⼈を超え、総⼈⼝の３分の
１は⾼齢者となることも現在とは異なる課題の⼀つとして挙げられます。
 こうしたことは、イメージなので、必ずしもそうなるとは⾔い切れませんが、今後、市域における⼈⼝密度の低下が顕著にあ
らわれ、⼈⼝減少がもたらす影響は、地域を含め、医療、福祉など、⽣活サービスの分散にもつながることから、居住誘導区域
の設定に関しては、⼈⼝密度の動向が重要な視点になってくると考えます。
 また、本市の特徴として、総⼈⼝の約３分の１に当たる約33万⼈が住宅団地に居住しており、開発から40年から50年を経過し
た住宅団地も多く⾒られ、減価償却資産としての耐⽤年数は⽰されているものの、構造物としての耐⽤年数については諸説あ
り、明確な規定が⽰されておりません。
 住居は、建物が持つ躯体構造によってのみ住み続けられるわけではなく、ライフラインなどの附属設備が健全であってこそ可
能となることから、計画が⽰す、20年後の住宅ストックのあり⽅を検証し、⽴地適正化計画に位置づけることも⼤切な観点だと
考えています。本市の住宅団地の多くは、都市再⽣機構が所有する団地でもあります。現在、ＵＲは、団地の再⽣事業に着⼿し
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ており、本市のＵＲ団地の⼤部分は既存の建物を有効活⽤するストック活⽤に位置づけられております。
 また、ストック活⽤に位置づけられた団地も30年後の平成60年ごろまでには、現在のおおむね３割を削減するとの⽅針が⽰さ
れており、住宅セーフティーネットとして位置づけられるＵＲ団地が、今後の再⽣事業の取組⽅針によっては、⽴地適正化計画
に位置づけられた居住誘導区域のあり⽅に少なからずとも影響するのではないかと懸念するところであります。
 そうしたことから、策定された⽴地適正化計画の取り組みについて、本市の考えを伺います。
 初めに、⽣活サービスやコミュニティーが持続的に確保されるためには、⼈⼝密度を維持することが求められると考えます
が、これからの千葉市の⼈⼝密度の推移をどのように捉え、計画に反映されたのか、お聞かせください。
 あわせて、計画が⽰す20年後の将来の住宅ストックの整備についてのお考えをお⽰しください。
 さらに、公的機関の住宅再⽣の取り組みによっては、誘導区域設定のあり⽅も変わってくるかと考えますが、これらの社会情
勢の変化をどのように推察して、対応を計画されるのか、お答えください。
 次に、持続可能な公共交通のあり⽅について伺います。
 平成30年３⽉に、本市の総合交通政策として第３次施策の推進計画がまとめられ、今年度からスタートし、平成32年度の３カ
年計画として取り組まれていくと伺っております。推進計画に⽰す総合交通体系として、まちづくりからの視点、交通ネットワ
ークや公共交通のガバナンスを柱に第３次施策の取り組みとして、バリアフリーへの対応、災害への対応、幕張新都⼼拡⼤地区
における新駅の整備、千葉都市モノレールの安全確保の観点から、⽼朽化への対応を推進することが⽰されております。
 本計画は、総合交通政策の施策を計画的に実施するための短期実施計画として位置づけられており、現状の課題をクリアする
上で⼤切な取り組みであるとは思います。⼀⽅で、少⼦⾼齢社会を迎え、今後増加することが⾒込まれる交通弱者への実効性あ
る交通施策に取り組まれることも重要と考えます。
 熊本市では、平成20年度よりバス交通のあり⽅検討協議会を⽴ち上げ、連携計画の策定に取り組み、平成24年度には、基幹公
共交通軸の機能強化、バス路線網の再編、コミュニティ交通の導⼊を柱とした公共交通グランドデザインを策定され、翌年に
は、市⺠事業者の責務、⾏政の責務、公共交通事業者の責務を規定した公共交通基本条例を定めるなど、将来の⼈⼝推移を検証
した交通政策に⼒を⼊れて取り組まれております。熊本市の取り組みを参考とするならば、こうした交通政策の将来像を明確に
し、実⾏に移すまでには時間を要することがわかります。
 これまでも、我が会派として、新興住宅の建設が著しい緑区などの交通空⽩地域への対応を⻑年求めてまいりましたが、いま
だ具体的な対策が⽰されていない状況にあります。また、公共交通の維持充実を図る上で、地域公共交通網計画の策定や本市が
イニシアチブをとって交通空⽩地域における乗り合いバスやタクシーの試験運⾏を⾏い、交通政策に反映することも提案してま
いりました。おおむね20年後の将来を位置づける⽴地適正化計画が実効性あるものとするのであれば、本市における具体的な公
共交通政策を⽰す必要があります。
 公共交通網の将来像を⽰すには、基幹公共交通の機能強化やバス路線の再編、コミュニティ交通の導⼊、さらには、公共交通
の利⽤促進など、検討すべき課題が多くあり、時間を要するものでもあることから、時間軸を明確にし、取り組むことが重要と
考えます。
 そこで伺います。
 ⼀つに、本市の公共交通政策を進める上で、着⽬すべき視点とはどこにあると考えているのか。また、時間軸を明確にし、交
通政策を推進することが必要と考えますが、本市の⾒解について。
 ⼆つに、⽴地適正化計画が⽰す20年後の将来において、本市の公共交通網がどのように編成されていることが望ましいと考え
ているのか。
 三つに、交通空⽩地域の対策として乗り合いバスやタクシーの試験運⾏を実施し、効果の検証と分析結果を政策に反映するこ
とが有効と考えますが、⾒解をお⽰しください。
 ３点⽬に、新たな資⾦調達⼿法について伺います。
 国においては、⻑く続いたデフレからの早期脱却と経済再⽣を図るための施策を進めております。⼀⽅で、国の⼈⼝の現状を
⾒ると、出⽣数は前年度より３万⼈余り少ない94万⼈となり、過去最少を更新し、合計特殊出⽣率においては1.43と、２年連続
で低下していると伺っております。また、千葉市においても、市域全体の出⽣率が1.32であり、全国ベースよりさらに少ない現
状と聞いております。
 少⼦・⾼齢化の進展は、社会保障を⽀える⽣産⼈⼝年齢の割合が減少することにつながり、また、そのほかにも、社会資源の
⽼朽化や⾃然災害への対応などの投資も必要となり、⼈⼝減少による地⽅税収⼊の減収も予測される中でどのように対応してい
くのかが⾏政運営の⼤きな政策課題とも⾔えます。
 持続可能な⾏政サービスを提供するためには、地⽅税や地⽅交付税などの財源の総額を適切に確保することが⼤切であるとと
もに、⾃主財源の確保や⺠間活⼒を⽣かした取り組み等、さまざまな⼯夫が必要になってくると考えます。社会的政策課題など
に対して、初期投資に⼤きな費⽤を要する予防的な事業などに、官⺠協働による施策により財政負担の軽減に努めることも有効
な⼿段と⾔えます。
 近年、⾃治体が抱える課題解決や社会性の⾼い分野での活動などを⽀援する投資や資⾦調達の⼿段として、ソーシャルインパ
クトボンド、ＳＩＢやクラウドファンディングといった仕組みを活⽤する⾃治体がふえてきたと聞いております。ＳＩＢは、社
会貢献型投資と⾔われており、⾏政が担い切れない社会サービスを、専⾨性の⾼い⺠間や団体などに委託することによって、初
期投資を⺠間資⾦で賄い、財政的リスクを抑えながら⺠間の新しい取り組みを活⽤できると⾔われております。また、事業者に
対して成果指標を⾏政と共有し、成果を可視化することで成果重視の質の⾼い柔軟なサービスが提供できることや、⾏政が事業
者に対して事業成果をもとに成果報酬を⽀払う仕組みであるとも伺っております。
 このＳＩＢを導⼊し注⽬されている神⼾市では、糖尿病性腎症などの重症化予防事業として、⼈⼯透析に⾄るリスクが⾼い⼈



を対象に受診勧奨及び保健指導を実施することで、医療費の適正化に努めることを⽬的としたＳＩＢ事業に取り組まれていると
聞いております。
 また、クラウドファンディングとは、資⾦調達が必要な法⼈または個⼈を仲介業者がインターネット上に構築したプラットフ
ォームを介して結びつけ、成⽴する仕組みと聞いております。
 ⼀⽅で、⾏政がかかわるクラウドファンディングとは、産業振興や地域活性化などの政策⽬的に対して、事業者または個⼈が
事業アイデアや解決案を提⽰し、事業化していくことと伺いました。
 先進的な取り組みをする横浜市では、平成26年３⽉に策定された成⻑分野育成ビジョンにおいて、中⼩企業やベンチャー企業
への多様な資⾦調達の推進が掲げられており、クラウドファンディング運営会社３社と資⾦調達⽀援のための協定が締結され、
取り組まれていると聞いております。
 横浜市の取り組みで注⽬したのは、オープンデータを活⽤したクラウドファンディングです。横浜市でも保育と介護の需要が
伸びており、これらが起因する育児と介護をサポートする福祉経費も膨らんでいます。こうした課題に対して、横浜市では市が
提供するクラウドファンディングの仕組みを活⽤して、市⺠から集められた資⾦で⽀援団体が⽴ち上げられたと伺いました。ま
た、横浜市では、この⽀援団体に対して補助⾦を⽀給されていないとも聞いております。官⺠連携による課題解決に向けて取り
組む仕掛けを構築することは、本市にとっても有益であると考えます。
 これまでのように、⼈⼝も財政も成⻑、拡⼤していた時代とは異なり、⺠間との協働、共創のあり⽅も含めて⾒直す必要があ
るのではないでしょうか。
 また、⾃治体運営やサービスのさらなる向上を⾏うために、本市もさらなるオープンイノベーションを推進し、本市の発展と
課題解決に向けたアプローチが必要とも考えます。複雑化、多様化する課題に対して、⺠間と⾏政がオープンデータに基づいた
政策を構築し、他都市でも取り組まれている新たな資⾦調達⼿法についても検討すべきと考えますが、本市の⾒解と取り組みに
ついてお聞かせください。
 少⼦⾼齢化社会を⾒据えた都市づくりについての最後に、社会福祉における⾃⽴⽀援についてお尋ねいたします。
 我が国は、先進国の中でも貧困率が⾼い国とも⾔われております。貧困には複数あると聞いておりますが、⼤きく分けると、
所得や健康、教育などの⽔準が著しく低いなど、⽣存充⾜の絶対量が確保できない状態をあらわす絶対的貧困と可処分所得が全
世帯所得の中間値より低い相対的貧困として区分され、我が国における貧困とは、相対的貧困率が⾼いことが課題であると伺っ
ております。
 相対的貧困率の状況として、厚⽣労働省が実施した平成28年度国⺠⽣活基礎調査では、⼦供の貧困率が13.9％と、およそ７⼈
に１⼈が貧困状態にあり、ひとり親家庭の貧困率は５割を超えるなど、依然厳しい現状に置かれていることがわかります。ま
た、働き盛りである1970年代前半⽣まれの団塊ジュニア世代は、⾼度経済成⻑期とともに歩んできた団塊の世代とは異なり、⽇
本の安定成⻑期であったバブル経済の崩壊が起因した就職氷河期世代とも呼ばれ、⾮正規雇⽤やひきこもりが突出して多い世代
とも伺っております。さらには、⾼齢者の貧困化も深刻な課題となっており、低年⾦や無年⾦の増加などが⾼齢者の⽣活困窮に
拍⾞をかけているとも聞いております。
 こうした社会背景などを受けて、国においては、平成27年４⽉に⽣活困窮者⾃⽴⽀援法が施⾏され、複合的な課題を抱える⽣
活困窮者に対して、包括的な⽀援を⾏う新たな社会保障制度としてスタートされました。この法律の趣旨のもと、⾃⽴相談⽀援
事業、就労準備⽀援事業、家計相談⽀援事業などが位置づけられております。
 さらに、この制度を推進することを⽬的とした改正⽣活困窮者⾃⽴⽀援法が本年10⽉より⼀部を除き施⾏され、福祉や就労な
どの各部局が⽣活困窮者を把握した場合に、⽀援制度の利⽤を進める努⼒義務や福祉、教育を含む関係機関が情報を共有する⽀
援会議の設置が法定化されるなど、⾏政の横断的な⽀援体制が明確にされたと伺っております。
 本市の現状として、社会情勢の変化に伴い、稼働年齢層を含む⽣活保護受給者は依然⾼い⽔準にあると聞いております。⽣活
保護に⾄る過程においては、貯⾦等の減少、喪失、世帯主の傷病、定年、⾃⼰都合といった理由による受給者が年々増加傾向に
あると伺いました。⼀⽅で、⽣活保護の⾃⽴に向けた就労⽀援に⼒を注ぐことに異を唱える⼈はいないと思います。
 本市では、⽣活困窮者⾃⽴⽀援法に基づき、⽣活困窮者を⽀援する受け⽫として、平成27年度より、中央区と稲⽑区で⽣活⾃
⽴・仕事相談センターが開設され、平成29年度には、若葉区にも同様の⽀援事業が拡充されたところであり、こうした取り組み
に対して⼀定の評価をするところです。
 ⽀援事業の現状として、相談⽀援の延べ件数は増加傾向にあるものの、新規相談件数は、国が⽰す⽬安値を開設以来下回って
いると伺っており、こうした現状に対する検証が必要と考えますが、いかがでしょうか。
 また、本市の⽣活保護受給世帯が年々増加傾向にあることに加え、障害を抱える⽅々もふえていくとの⾒通しもあり、⾏政の
縦割りを超えた、横断的な⽀援のあり⽅を検討する時期に来ていると考えます。
 本市の⾃⽴⽀援事業の現状と課題についての⾒解を伺うとともに、改正法を受けての今後の取り組みについて、あわせてお⽰
しください。
 次に、総務⾏政のうち、防災・減災対策についてお尋ねいたします。
 本市では、８年前の東⽇本⼤震災以降、避難所運営委員会の設⽴を初め、備蓄品やマンホールトイレの拡充といったインフラ
の整備、各種計画、訓練の⾒直しなどに取り組まれ、その対策としてはほぼ⼀巡した感があります。⼀⽅で、近年の⾃然災害に
おける激甚化、頻発化が顕著であることを踏まえますと、いつでも災害が起きるとの前提に⽴った次のステージとも⾔うべき今
⼀重の対策強化が必要と考えます。
 そこで、まず、本市の防災・減災対策の現状についての課題認識とその対応について、お考えをお聞かせください。
 さて、⼤規模災害から⼈命をどう守り、救援につなげるのか。東⽇本⼤震災や熊本地震では、被災者や避難所の状況把握な
ど、災害情報の共有や活⽤が課題となったとされております。この点、昨年夏の九州北部豪⾬では、ツイッターに投稿された膨



⼤なつぶやきから、災害情報を抽出するＡＩ技術が役⽴ったと報じられておりました。防災、減災にこうした先端ＩＣＴを活⽤
することは極めて有意義であり、今後の実⽤化に期待がかかります。
 そこで伺いますが、本市にあっても、災害時のＳＮＳ情報分析システムを活⽤する国の社会実装推進事業に参画していると伺
っております。その背景と概要及び実⽤化に向けた今後の展望についてお聞かせください。
 次に、職員への感染症対策について伺います。
 ことしの⾵疹患者は、既に昨年１年間の患者数の約20倍に上っていると伺っております。
 ことしの流⾏は、７⽉末ごろから始まり、３カ⽉間で患者が急増し、累計患者数が最も多い都道府県として、東京の次に千
葉、神奈川、埼⽟の順となっており、最近では全国で患者の報告が出ているとのことです。
 前回の会派の代表質疑でも、本市の⾵疹・⿇疹対策について要望したところであり、千葉市として⾵疹対策のワクチン任意予
防接種費⽤助成に取り組まれたことについては、⾼く評価するところであります。⼀⽅、こうした中、東京2020オリンピック・
パラリンピック競技会場都市として多くの訪⽇客を迎えることとなりますが、海外には⽇本よりも⾵疹や⿇疹が流⾏している国
が多くあり、⽇本には⾒られず、他の国で流⾏している感染症もたくさんあります。海外からの来訪客の増加によって感染症の
持ち込みも当然ふえると思われます。
 そこで、東京2020オリンピック・パラリンピックの国際的イベントを担う千葉市の職員⼀⼈⼀⼈に対する感染症対策はどのよ
うな取り組みがなされているのか。
 職員の感染症に対する正しい知識の普及やワクチン接種で予防が可能な⾵疹・⿇疹対策を含め、早急な準備が必要と考えます
が、千葉市の取り組みについてお答えください。
 次に、市⺠⾏政のうち、⾃転⾞の安全対策について伺います。
 本市では、⾃転⾞を活⽤したまちづくりの総合的な推進を⽬的とした、千葉市⾃転⾞を活⽤したまちづくり条例に基づき、各
種施策を展開し、市⺠の皆様に対しては、⾃転⾞の利⽤促進や安全利⽤の取り組みを求めているものと承知しております。
 そうした中、⾃転⾞レーンなどの環境が整備されてきたことにより、⾃転⾞利⽤に対する意識の向上が図られ、市⺠の皆様か
らさまざまな声をいただく機会がふえてきております。しかしながら、それらの中には、⾃転⾞の運転について安全を不安視す
る声が急激に増加しております。具体的には、通学する若者が歩道を猛スピードで⾛り抜けることに対する歩⾏者からの不安
や、⾼齢者が交通ルールを無視し、⾃転⾞を運転することに対する⾞のドライバーからの不安など、市⺠の皆様が⽇常的に危険
を感じるケース等が報告されております。
 実際に、こうした⾃転⾞と歩⾏者の事故については、⾼額の賠償事例も多く発⽣しており、相⼿当事者の救済を図るために
も、⾃転⾞保険への加⼊について周知徹底すべきと考えます。
 そこでお伺いします。
 ⼀つに、本市における⾃転⾞事故に関して、年齢層などを含め、その現状について。
 ⼆つに、会派として要望しております⾃転⾞保険の加⼊促進についてお聞かせください。
 次に、⽂化プログラムへの取り組みに関して伺います。
 御承知のとおり、オリンピックは、スポーツの祭典であると同時に⽂化の祭典でもあり、オリンピック憲章においては、複数
の⽂化イベントから成る⽂化プログラムを計画しなければならないとしており、公明党市議団としては、かねてより⽂化プログ
ラムについて、本市の⽂化⼒の強化に向けた⼤きな契機となるよう最⼤限の⼒を注ぐべきと申し上げてきたところであります。
 しかしながら、依然として本市の東京2020オリンピック・パラリンピック競技⼤会に向けた千葉市⾏動計画では、⽂化プログ
ラムに関して⽬⽴った記載内容の変化はなく、また、具体的な取り組みにも⼤きな動きは⾒えず、残念な思いを抱いておりま
す。
 オリンピック・パラリンピックまで２年を切った状況の中、改めて、以下３点について伺います。
 ⼀つに、東京2020オリンピック・パラリンピック競技⼤会に向けて、どのように⽂化プログラムに取り組んでいくのか。
 ⼆つに、⽂化プログラムのメニューとしては、どのようなものを考えているのか。
 三つに、⽂化プログラムに市⺠の皆さんの参加をどのように図っていくのか。
 以上、お尋ねいたします。
 次に、保健福祉⾏政について。
 ⽣涯現役応援センターについて伺います。
 同センターは、シニア層の就労やボランティア活動など、多様な社会参加へのニーズに対応し、⾼齢者の⼼⾝の状況に合わせ
た社会参加を推進するため設置された総合相談窓⼝であると承知しております。⾼齢者の皆さんの⽣きがいの向上と、社会を⽀
える存在として活躍いただくことを⽬的としており、今後の積極的な事業展開に期待するところであります。
 さて、活⼒ある⽣涯現役社会の実現に向けて、元気な⾼齢者の活躍の場や仕組みをどのようにつくり上げていくかは⼤きな課
題となっており、我が会派では、⽣涯現役応援センターに関して⼀層の周知と効果的な活⽤等について要望してきたところであ
ります。
 そこでお伺いします。
 ⼀つに、これまでの利⽤状況について。
 ⼆つに、利⽤状況から⾒えてきた成果及び課題について。
 三つに、現在の千葉市の⾼齢者の活躍の現状をどのように捉え、今後どのような取り組みが必要と考えられているのか。
 以上、３点お聞かせください。
 次に、こども未来⾏政のうち、⼦育て⽀援コンシェルジュについて伺います。
 我が会派では、平成24年第４回定例会の代表質問において、⼦ども⼦育て⽀援新制度への移⾏に当たり、⾝近な場所で利⽤者



が気軽に相談できる体制づくりが必要であるとして、⼦育て⽀援コンシェルジュの配置を求めてまいりました。
 その後、平成25年に中央区と稲⽑区に、翌年10⽉には全区の⼦育て⽀援コンシェルジュの配置が実現したと承知しておりま
す。この⼦育て⽀援コンシェルジュの配置によってか、本市では平成26年、27年と待機児童の解消が進むなど、⼀定の事業効果
があらわれているものと評価しているところであります。また、第３次実施計画に基づき、本年８⽉より、中央区に⼦育て⽀援
コンシェルジュを１名増員されております。今後もさらなる制度の周知と、より丁寧な利⽤者への配慮が求められると考えられ
ます。
 そこで伺いますが、これまでの⼦育て⽀援コンシェルジュの実績と事業効果についてお聞かせください。
 あわせて、さらなる制度の拡充が必要と考えますが、これらの取り組みと⽅向性についてお答えください。
 次に、環境⾏政のうち、プラスチック回収、再資源化について伺います。
 現在、我が国においては、循環型社会形成推進基本法を基本的な枠組みとして、資源の有効な利⽤の促進に関する法律や、個
別物品の特性に応じた各種リサイクル法を制定することにより、資源循環型社会の実現を⽬指していると承知しています。しか
しながら、プラスチック製容器包装のリサイクル制度については、現在に⾄るまで、⾃治体と事業者間の役割分担や費⽤負担の
軽減及び対象物の拡⼤などに関して⾒直しがなされていない現状があります。
 また、プラスチック製容器包装廃棄物の再商品化促進のためには、消費者である市⺠の協⼒による適正な分別、排出が不可⽋
でありますが、形状や素材が複雑で、リサイクルできる素材の⾒分け⽅が困難なことから、分別、排出に⽀障を来していると⾔
われています。容器包装を含めたプラスチック製品全般を容器包装リサイクル制度の対象とするなど、市⺠にわかりやすい素材
別の分別促進と資源の有効活⽤を図ることが重要と指摘されています。
 そこで、プラスチック回収、再資源化について伺います。
 ⼀つに、プラスチック製容器包装の回収状況と課題について。
 ⼆つに、国の動向を踏まえた本市としての取り組みについて。
 以上２点についてお聞かせください。
 次に、経済⾏政について。
 中⼩企業⽀援に関して伺います。
 ⽇本経済が緩やかな改善傾向が続く中、中⼩・⼩規模事業者においては、業況、資⾦繰り等は改善し、倒産件数も低⽔準にあ
るなど、取り巻く状況は改善傾向にあるものの、⼈⼿不⾜や労働⽣産性の伸び悩みなどに直⾯し、また、経営者の⾼齢化に伴っ
て事業承継が⼤きな問題となっており、その対応は喫緊の課題となっております。
 こうした中、国においては、中⼩企業、⼩規模事業者が直⾯する経営者の⾼齢化、⼈⼿不⾜、⼈⼝減少という三つの構造変化
に対応するため、平成31年度において、⼀つに、事業承継、再編、統合等による新陳代謝の促進、⼆つに、⽣産性向上、働き⽅
改⾰、⼈⼿不⾜対策、三つに、地域の稼ぐ⼒の強化、インバウンドの拡⼤に重点的に取り組むとし、新たな事業の創設や税の措
置等を検討しているようであります。
 本市においては、産業振興財団を初め、さまざまな関係団体との連携などにより、これらの課題に対応しているところと存じ
ますが、改めて、本市の中⼩企業に対する⽀援について、今後どのように取り組んでいくのか、そのお考えを伺います。
 あわせて、国の取り組み等も踏まえた今後の具体的な対応策についてお尋ねいたします。
 次に、都市⾏政のうち、都市公園の魅⼒向上についてお尋ねいたします。
 公園、緑地等のオープンスペースは、良好な景観や環境、賑わいの創出等、潤いのある豊かな都市をつくる上で⽋かせないも
のであります。また、昨年の都市公園法改正において、保育所などの社会福祉施設が占⽤可能となるなど、⺠間活⼒をできる限
り⽣かした新たなステージでの活性化も求められております。
 そうした中、本市では、本年、市内約1,080カ所の都市公園の活⽤について、マーケット型サウンディング調査が実施されてお
ります。また、⻑年の懸案であった県⽴幕張海浜公園の活⽤策についても同様の調査が進められていると伺っております。
 そこで、まずは、これらの調査状況及び今後の事業化の⾒込みについてお聞かせください。
 さて、現在進⾏中の都市公園の活⽤においては、稲⽑海浜公園のリニューアル事業に特に注⽬しております。しかしながら、
当初の予定では明年にオープンが迫る施設もある中、具体の進捗が⼀向に⾒えてまいりません。⼀定の財政効果も⾒込まれると
はいえ、多額の投資を既に決定している事業であり、三つの⼈⼯海浜の中でも最も集客が⾒込まれる公園となり得るだけに、着
実な推進を求めるものであります。
 そこで、同事業の現状及び今後の⾒通しについてお聞かせください。
 次に、建設⾏政のうち、通学路における路肩のカラー化について伺います。
 通学路において児童⽣徒が巻き込まれる事故や事件が頻発し、歩道の安全・安⼼の確保が求められる中で、会派として路肩の
カラー化による歩⾏者の交通安全対策を図ることについて、強⼒に推進してきたところです。
 そのような中、平成28年11⽉には、千葉市通学路のカラー化計画が策定され、市内全ての⼩学校を対象に、学校から半径500
メートルの範囲にある通学路のカラー化を、９年間で120キロメートル区間の整備が計画されていると承知しております。これま
でも、路肩のカラー化への進捗状況やその効果及び課題等について確認してまいりましたが、平成28年度の計画策定から３年が
経過し、さらに計画前の整備分の約14キロメートルを含めると、ある⼀定の通学路がカラー化されているものと考えます。
 国においては、⽣活道路を対象にスマートフォンなどの位置情報を集め、歩⾏者や⾃転⾞のビッグデータを⽣かした事故対策
が実証実験されていくと聞いておりますが、本市においても、交通ビッグデータ等を収集するなど、路肩のカラー化の効果検証
を⾏うべきと考えますが、いかがでしょうか。
 そこで、２点について伺います。
 ⼀つに、通学路の路肩のカラー化計画の進捗について。



 ⼆つに、路肩のカラー化による歩⾏者の安全対策効果検証とその⼿法についてお聞かせください。
 次に、消防⾏政のうち、2020オリンピック・パラリンピックに係る救急体制について伺います。
 多くの訪⽇外国⼈を迎えるオリンピック・パラリンピックの開催まで２年を切りました。競技開催都市としてさまざまな準備
に当たられていることと思います。特に、多くの⼈が集まる場所での急病患者への対応や、加えてさまざまな国の外国⼈に対す
る意思疎通への取り組み、さらには、万が⼀の⼤事故などを想定した救急体制の準備等、消防職員のオリンピック・パラリンピ
ックへの準備は、現⾏業務を⾏いながらの取り組みであり、職員の負担は⼤きいものと推察するところであります。しかしなが
ら、⼈の集まるところでの事故や傷病者の発⽣は容易に想定されることであり、競技開催都市として万全の準備をして取り組む
ことが重要と考えます。
 そこで、千葉市としてオリンピック・パラリンピックに向けた救急隊員の教育をどのように実施されているのか、また、外国
⼈への対応として語学⼒を含め、どのような取り組みがなされているのか、課題を含め、お答えください。
 あわせて、外国⼈の傷病者の搬送病院や保険診療などへの取り組みについては、どのように計画されているのか、お聞かせく
ださい。
 次に、病院⾏政のうち、⻘葉病院の救急救命の取り組みについて伺います。
 この間、病院改⾰プランをもとに市⽴⻘葉病院の救急部の機能強化が図られ、他の地域医療機関との連携のもと、⼊院が必要
な救急患者は、基本的には全て断らない最後のとりでとして位置づけられ、市⽴病院としての使命を果たすことのできる救急医
療の提供体制を構築されてきたことを⾼く評価するところであります。
 具体的には、救急科の常勤医を２名から現⾏の３名に増員するとともに、新たに救急棟を整備し、平成27年10⽉から供⽤を開
始するなど、24時間365⽇の受け⼊れ体制の強化を図ってこられました。こうした中、救急⾞による救急搬送受け⼊れ件数は
年々増加し、今年度も昨年度を上回るペースとなっており、特に夜間の時間帯については、市内の医療機関で最も多く受け⼊れ
られていると伺っており、救急医に対する負担増への取り組みは喫緊の課題であると認識しております。
 救急医は全国的に不⾜しており、常勤医の確保が難しい状況の中、体制を今後も継続していくためには、対応する医師を含め
た職員の労働環境を整備することが重要であると考えます。
 そこで、こうした現状を踏まえ、⻘葉病院における救急搬送の受け⼊れ状況と現状の体制について、あわせて医師の増員も含
めた今後の取り組みについてお聞かせください。
 最後に、教育⾏政のうち、⼊学準備⾦の⼊学前⽀給に関して伺います。
 ⼊学準備⾦については、経済的に困難な⽣活困窮者に対し、⼩中学校に⼊学してから⽀給されていることが課題であるとし、
ランドセル等の⼊学に必要なものをそろえるために、⼊学前に⽀給されることが求められていました。そのような声が⾼まる
中、国において平成29年３⽉10⽇の⽂部科学委員会で、我が党の富⽥衆議院議員が交付要綱の改正を提案し、それに対し、当時
の⽂部科学副⼤⾂が速やかに⾏ってまいりたいと答え、国の補助⾦を使った⼊学準備⾦の⽀給を⼊学前に実施できるようになり
ました。
 そこでお伺いいたします。
 本市においても、まずは、中学校の⼊学準備⾦の⽀給を本年３⽉に実施されたものと承知しておりますが、その実績と評価に
ついてお聞かせください。
 また、⽂部科学省の平成31年度予算の概算要求では、この⼊学準備⾦等の⽀給単価の増額が要望されております。本市におい
ても、補正予算による措置も含め、それらの動向に対応すべきと考えます。
 そこで、⽀給単価増という国の動向への対応について、本市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。御清聴、⼤変にありがとうございました。（拍⼿）

◯市⻑（熊⾕俊⼈君） ただいま、公明党千葉市議会議員団を代表されまして、伊藤康平議員より市政各般にわたる御質問をい
ただきましたので、順次お答えいたします。
 初めに、新年度予算編成についてお答えいたします。
 新年度予算編成において、どのような施策、分野に予算を重点配分するのかについてですが、財政健全化の取り組みを着実に
推進しつつ、本市がさらなる発展を遂げていくためには、社会情勢の⾒通しなどを的確に踏まえ、施策の選択と集中を⾏い、限
られた財源を必要な分野に効率的に配分していくことが重要であるものと認識しております。
 本市においても、⼈⼝減少や少⼦・⾼齢化に伴う課題のさらなる顕在化が⾒込まれることを踏まえ、⽣産年齢⼈⼝の維持、増
加のための施策などの課題解決に向けた取り組みについては、積極的な事業展開を図り、重点的に進めていく必要があるものと
考えています。また、東京2020オリンピック・パラリンピック競技⼤会の開催などを本市のさらなる発展に向けた契機と捉え、
中⻑期的なまちづくりの観点から、地域資源を有効に活⽤しつつ、都市の魅⼒・活⼒向上に資する施策を重点的に進めていきた
いと考えております。
 こうしたことから、2019年度予算編成では、医療、介護の分野で認知症対策など地域包括ケアシステムの構築、強化に向けた
取り組みを進めるほか、障害者⽀援として、本年度⾏った⼼⾝障害者福祉⼿当の⾒直しにより⽣じた財源を活⽤し、より⽀援の
必要性の⾼い施策の充実を⾏うなど、施策の重点化を図ってまいります。また、⼦育てや教育の分野では、⼦育て環境の向上を
通じて、⼦育て世代⼈⼝の維持、増加を促進する観点から、⺠間保育園や⼦どもルームの整備などの待機児童対策を、引き続
き、積極的に推進するほか、⼩中学校普通教室へのエアコン整備を初めとした児童⽣徒の教育環境整備の充実に努めてまいりま
す。
 さらに、本市のさらなる発展に向けて、中⼩企業の成⻑等のための⽀援を充実するなど、地域経済の活性化を図る施策を推進
するほか、２年後に迎える東京2020オリンピック・パラリンピック競技⼤会を成功に導くための各種取り組みを着実に推進する
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とともに、中央区役所・美術館拡張整備など、本市の魅⼒、活⼒の向上に向けて地域資源を⽣かした取り組みを重点的に進めて
まいりたいと考えております。
 次に、⽴地適正化計画についてお答えいたします。
 まず、これからの本市の⼈⼝密度の推移をどのように捉え、計画に反映したのかについてですが、本市の総⼈⼝は、これまで
⼀貫して増加を続けてきましたが、全国的な⼈⼝減少、少⼦・⾼齢化の進展と同様、2020年には減少に転じる⾒通しです。この
⼈⼝減少に伴い、公共交通沿線や⽣活利便施設周辺の⼈⼝密度が低下した場合、これらの施設の衰退及び撤退の懸念があること
から、コンパクト・プラス・ネットワークの考えを基本とし、居住を促進し、⼈⼝密度を維持するエリアが必要と考えておりま
す。
 そこで、⼈⼝密度を維持するエリアとして居住促進区域を定め、このエリアの⼈⼝密度について、計画⽬標年次の2040年にお
いても、現在の⼈⼝集中地区の⼈⼝密度と同程度の１ヘクタール当たり約78⼈以上となるよう、新たな施策として住宅団地の活
性化や都市のスポンジ化対策など、居住を促進する施策に取り組んでまいります。
 次に、計画が⽰す20年後の将来の住宅ストックの整備についてですが、計画の⽬標年次である20年後においては、過去に⼤量
に供給された住宅団地では、⽼朽化した団地が増加し、さらに空き住⼾についても増加すると認識しております。
 ⽴地適正化計画においては、さまざまな施策との連携が必要と考えておりますが、計画において定める居住を促進していくエ
リアを中⼼に、特に住宅施策では、現在まで整備されてきた多くの住宅が更新時期を迎えることを踏まえつつ、まずは、現状の
住宅ストックの評価がなされ、その結果をもとに住宅ストックの⻑寿命化や耐震化、居住環境改善の促進などを進めていくこと
が重要と考えております。
 次に、公的機関の住宅再⽣の取り組みについて、これからの社会情勢の変化をどのように推察して対応を計画するのかについ
てですが、本市最多の約２万9,O00⼾の賃貸住宅を保有するＵＲ都市機構において、平成19年に策定されたＵＲ賃貸住宅ストッ
ク再⽣・再編⽅針は、30年度までの再⽣、再編の⽅向性を定めるものであり、その終期が近づいていることから、次期⽅針を検
討中と聞いております。
 ⽴地適正化計画は、⼈⼝減少、少⼦・⾼齢化の中でも、公共交通沿線等の⼀定のエリアで⼈⼝密度を維持し、公共交通や⽣活
機能を確保していくためのものであり、公的機関の住宅団地、とりわけＵＲ賃貸住宅団地の⼈⼝密度は⾼い⽔準であることか
ら、この次期⽅針に基づく取り組みについても、個々の住宅団地の再⽣にとどまらず、団地周辺地区の⼈⼝の集積状況、公共交
通、都市機能施設の配置状況等も考慮し、持続可能な都市構造の形成を図るため、ＵＲ都市機構と緊密な連携に努めてまいりま
す。
 次に、持続可能な公共交通のあり⽅についてお答えいたします。
 まず、公共交通政策を進める上での着眼すべき視点及び時間軸を明確にし、交通政策を推進することについてですが、公共交
通は、都市の⾻格を形成し、⽇常の社会活動や経済活動を⽀える役割を担っております。具体的には、都市内及び都市間を適切
なサービス⽔準の交通機関で結節させることで、各拠点の機能を向上させるなどの役割を果たしており、まちづくりとは密接な
関係にあるため、これらと⼀体となって政策的に取り組むことが重要と認識しております。
 本市においては、千葉市都市計画マスタープラン全体構想に定める、都市機能を集約した複数の拠点が公共交通と連携した多
⼼型の都市構造、及び千葉市⽴地適正化計画案で位置づける、全ての⼈がお出かけしやすいまちの実現を⽬指し、コンパクト・
プラス・ネットワークの考え⽅を踏まえ、持続可能な公共交通の形成に向け、現在の本市の交通政策に関する中⻑期的な指針で
ある千葉市総合交通政策を⾒直し、新たに地域公共交通網形成計画の策定に取り組んでいきたいと考えております。
 このため、まずは、現状の地域における公共交通及び各交通事業者が抱える課題等を⼗分に調査するとともに、課題解決のた
め⾏政、交通事業者、地域住⺠などで構成する協議会を設置し、さらには、今年度実施しているパーソントリップ調査の結果が
2020年度に⽰される予定であることから、これらを踏まえた時間軸を意識して、新たな本市の公共交通政策を構築してまいりた
いと考えております。
 次に、⽴地適正化計画が⽰す20年後の将来において、本市の公共交通網がどのように編成されていることが望ましいかについ
てですが、千葉市⽴地適正化計画案では、コンパクト・プラス・ネットワークによるまちづくりを推進するため、都市全体の⼈
⼝が減少する中で、市街地をコンパクトにする考え⽅を基本に、地域の⼈⼝密度を維持し、都市機能や居住を緩やかに誘導する
ため、都市機能誘導区域と居住促進区域を設定しております。
 コンパクト・プラス・ネットワークは、コンパクト化とネットワークの形成が互いに役割を果たすことによって、相乗的にそ
の効果を⾼めるとの認識のもと、本市の⾻格的な公共交通網として広域的な交通体系を持つＪＲ線や京成線、⾼速バスを基軸
に、都市内交通であるモノレール及びバス路線により、都市機能誘導区域と居住促進区域はもとより、⽴地適正化計画区域外も
含め、有機的に結節されることが重要と考えております。
 このためには、利⽤者はもとより、サービスを提供する各交通事業者を含めた地域社会全体が⽀える、誰もが気軽に公共交通
で外出できる交通網の編成が望ましいと考えております。
 次に、交通空⽩地域の対策として、乗り合いバスやタクシーの試験運⾏を実施し、効果の検証と分析結果を政策に反映するこ
とについてですが、公共交通の運⾏を持続可能にするには、⾏政、交通事業者、地域住⺠の皆様がそれぞれの役割を分担し、各
役割を踏まえた⼀元的な計画と運営により交通政策を推進することが重要と考えております。
 この考えのもと、公共交通が不便な地域での移動⼿段の確保については、地域の協⼒が⾮常に重要であることから、今後予定
しております、地域公共交通網形成計画の策定段階において、本市が主体となって市⺠アンケートなどを実施するなど、具体的
な利⽤者ニーズを把握するとともに、公共交通サービスを提供する各交通事業者との調整などを⾏い、地域にとって望ましい公
共交通網の姿を総合的に検討してまいりたいと考えております。
 次に、新たな資⾦調達⼿法についてお答えいたします。



 ソーシャル・インパクト・ボンドは、⺠間の資⾦とすぐれたノウハウを活⽤できる成果連動型の官⺠連携⼿法であることか
ら、今後の本市の⾏政課題の解決に向け、資⾦調達の選択肢として有効であると考えております。
 ソーシャル・インパクト・ボンドの活⽤に際しては、制度設計の段階から成果についての明確な評価指標が必要であること
や、成果が⽬標に届かない場合の経済的リスクの調整などが整理すべき課題として考えられることから、他市の取り組み等を参
考に、引き続き、検討を進めてまいります。
 クラウドファンディングは、不特定多数の⼈に資⾦提供を呼びかけ、事業の趣旨に賛同した⼈から資⾦を集める⼿法として有
効であり、本市においても、動物公園における⾵太15プロジェクトの寄附⾦募集などにおいて活⽤しております。
 なお、事業内容によっては、⽬標⾦額まで資⾦が集まらず、実施が困難になるリスクなどの課題があると考えており、クラウ
ドファンディングに適した事業の選択などについて、引き続き、検討を進めてまいります。また、市保有情報のオープンデータ
化についても、さらなる推進に努めてまいります。
 次に、社会福祉における⾃⽴⽀援についてお答えいたします。
 まず、本市の⾃⽴⽀援事業の現状と課題についてですが、⽣活困窮者⾃⽴⽀援法に基づき、⽀援を必要とする⽅の相談窓⼝と
して市内３カ所に設置した⽣活⾃⽴・仕事相談センターにおいて、平成29年度は、新規に1,191件、延べ9,905件の相談に応じる
とともに、相談内容に応じて各分野の⽀援機関との連携を図りながら、直ちに就労が困難な⽅に対するポスティング就労体験や
家計管理に課題を抱える⽅に対する家計表作成などの⽀援を⾏っております。
 課題としましては、新規相談件数が国の⽰す⽬安値の約４割にとどまっており、⽀援を必要とする⽅のうち、みずから相談に
⾏かない⽅や⾏けない⽅が数多く存在しているものと考えられることから、これらの⽅々を⽣活⾃⽴・仕事相談センターにつな
げることが重要であると認識しております。
 次に、改正法を受けての今後の取り組みについてですが、今回の法改正では、⽣活困窮者に対する⾃⽴の⽀援は、地域におけ
る福祉、就労、教育、住宅、その他の⽣活困窮者に対する⽀援を⾏う関係機関などとの緊密な連携や必要な⽀援体制の整備に配
慮して⾏われなければならないとの基本理念が⽰されました。
 本市では、昨年６⽉に地域共⽣社会の実現に向けた施策を検討するための組織として地域共⽣社会推進事業部を⽴ち上げ、庁
内横断的な取り組みを図っているところであり、この改正法の基本理念に沿ってこの組織をさらに充実させ、⽣活困窮者に対す
る横断的な⽀援を展開してまいります。また、貧困リスクが⾼い⽅を早期に発⾒し、⽣活⾃⽴・仕事相談センターにつなげるた
め、この10⽉から、対象となる⽅の情報を記載した情報共有シートの運⽤を開始したところです。
 今後は、これらの取り組みによる新規相談者数やアプローチの困難な⽅へのアウトリーチ⽀援の増加などに対応できるよう、
複合的な課題を抱えた⽅に対する包括的な⽀援窓⼝である⽣活⾃⽴・仕事相談センターの相談体制の充実を図るとともに、関係
部署との情報共有、連携強化に努めてまいります。
 次に、職員への感染症対策についてお答えいたします。
 本市の取り組みについてですが、本市においては、東京2020オリンピック・パラリンピック競技⼤会の競技会場都市として、
国内外から多くの⼈々が集う⼤規模イベントを安⼼・安全に開催する必要があり、⼤会を担う職員に対する⿇疹や⾵疹などの感
染症を予防する取り組みは喫緊の課題の⼀つであると考えております。
 これまで、本市では、インフルエンザ及び⾷中毒などの感染症対策につきましては、毎年、流⾏前の時期に、安全衛⽣委員会
や庁内ネットワークシステムにおいて予防策などの周知を図っており、⿇疹対策につきましても、平成19年度から妊産婦や乳幼
児に常時接する職務の希望する職員に対して、定期健康診断受診に合わせ、抗体検査を⾏い、抗体価の低い職員に対しては予防
接種を受けることを推奨してまいりました。
 なお、本年流⾏している⾵疹対策につきましては、正しい知識や予防接種の必要性を庁内ネットワークシステムを通じて周知
するとともに、抗体検査や予防接種に要する時間を職務専念義務免除の扱いとし、医療機関を受診しやすい環境を整備したとこ
ろです。また、次年度からは、罹患歴や予防接種歴を確認の上、定期健康診断受診時に抗体検査を実施できるよう、実施機関と
調整を図るとともに、検査結果により予防接種を推奨してまいります。引き続き、東京2020オリンピック・パラリンピック競技
⼤会に向けて職員の感染症対策の啓発に努めるとともに、感染症が疑われる事例が発⽣した場合に備え、発⽣状況の把握、感染
拡⼤の防⽌策に取り組むなど、緊急時の対応強化を図ってまいります。
 次に、⽂化プログラムへの取り組みについてお答えいたします。
 まず、東京2020オリンピック・パラリンピック競技⼤会における本市の取り組みについてですが、本市は、競技開催都市とし
て国内、海外から多くの⽅々をお迎えすることになります。⽇本の古くからの⽂化、そして、本市が持つ固有の⽂化である加曽
利⾙塚や、夜灯しなどの海辺の⽂化、豊かな⾥⼭などの⾃然とともに育んできた⽂化、また、メディア芸術など技術の進展によ
って⽣まれた新しい⽂化に触れていただくまたとない機会と考えております。
 このことを踏まえ、現在、⽂化施設の指定管理者、外郭団体等とも連携をしながら、本市の⽂化芸術施策の発信強化を図れる
事業を実施、検討しており、東京2020オリンピック・パラリンピック競技⼤会に向けた機運の醸成を図るとともに、本市の⽂化
芸術の⼀層の振興につなげていきたいと考えております。
 ⽂化プログラムについては、レガシーとして本市の⽂化⼒の基盤を強化していく施策でもあることから、積極的な施策展開を
進めてまいります。
 次に、⽂化プログラムのメニューについてですが、千葉市美術館においては、公認⽂化オリンピアードの申請予定の事業とし
て、東京2020オリンピック・パラリンピック競技⼤会の開幕に合わせ、訪⽇外国⼈の⽅々も視野に⼊れた⼤規模な浮世絵展とな
る、浮世絵とジャポニズム展を2020年７⽉に開催するとともに、展⽰解説の多⾔語化も検討してまいります。また、東京2020
オリンピック・パラリンピック競技⼤会の前年に当たる2019年度には、アメリカ・オーバリン⼤学アレン・メモリアル美術館所
蔵のメアリー・エインズワース浮世絵コレクション展を開催いたします。



 さらに、美術館以外の取り組みといたしましては、⼀つ⽬として、第２次千葉市⽂化芸術振興計画の東京2020オリンピック・
パラリンピック競技⼤会に向けた重点プロジェクトでもある、⾞椅⼦アートプロジェクト、チバリアフリーを、引き続き、実施
してまいります。内容といたしましては、障害者と健常者が共に出演する⾞椅⼦ファッションショーや、プロの⼿話パフォーマ
ーと県⽴千葉聾学校の⽣徒たちによる⼿話パフォーマンス、⾞椅⼦ダンスパフォーマンス等のイベントを、地元企業や団体等と
連携しながら取り組んでまいります。
 ⼆つ⽬として、東京2020オリンピック・パラリンピック競技⼤会に向けた機運醸成を図るための３年前イベントとして、
2017年度から実施しておりますメディアアートとスポーツ競技⽤の⾞椅⼦試乗体験を融合させたプレイ・ザ・ホイールを、引き
続き、実施してまいります。
 三つ⽬としては、市内の⽂化芸術団体やアーティスト等が主体となり、本市を訪れる⽅々に千葉の魅⼒を感じてもらえるよう
な体験プログラムや交流の機会など、千葉市⽂化振興財団、千葉市⽂化連盟とも連携を図りながら、千葉らしい⽂化によるおも
てなしが⾏えるよう、検討を進めてまいります。
 そのほかにも、本市が持つ⾥⼭や海辺などの地域資源、加曽利⾙塚などの歴史的資源、アーティストなどの⼈的資源を活⽤し
ながら、多くの市⺠の皆様にも参加していただけるような本市独⾃の⽂化プログラムについて、現在、有識者等の⽅々から意⾒
をいただきながら進めているところであります。東京2020オリンピック・パラリンピック競技⼤会後も、レガシーとして本市の
⽂化⼒の基盤強化につながるよう、事業の詳細について検討してまいります。
 最後に、⽂化プログラムへの市⺠参加についてですが、⾞椅⼦アートプロジェクト、チバリアフリーは、市内にある県⽴千葉
聾学校の⽣徒に参加していただくほか、ファッションモデルとして、市内在住・在学の特別⽀援学校の幼児、児童、⽣徒にも参
加していただいております。
 千葉市美術館のリニューアルにおいては、美術を体験し、市⺠の感性を育む美術館を⽬指し、アトリエなどを有した、体験・
交流ゾーンの整備やワークショップ等を活⽤して、市⺠の皆様が⽂化芸術に触れられる機会をふやしてまいります。
 また、千葉らしい⽂化によるおもてなし事業の⼀つとして実施予定の市⺠ミュージカルは、千葉を題材とし、原作、出演者な
どを⼀般公募により構成するものでありますが、2020年の上演を⽬指して、シナリオの作成など、準備を進めているところであ
ります。さらに、現在検討中の新しい⽂化プログラムとしましては、アーティストと市⺠が⼀体となって創作活動を⾏うワーク
ショップなどにより、アートを通して市⺠の皆様が本市の魅⼒を再発⾒し、その魅⼒を内外に発信できるような事業を検討して
いるところであり、より多くの皆様に参加していただけるよう、取り組みを進めてまいります。
 以上で答弁を終わります。私の答弁以外につきましては、両副市⻑、病院事業管理者並びに教育⻑から答弁いたします。

◯副市⻑（鈴⽊達也君） 市⻑答弁以外の所管についてお答えします。
 初めに、防災・減災対策についてお答えします。
 まず、本市の防災・減災対策の現状の課題認識と対応についてですが、これまで、東⽇本⼤震災を初め、国内で発⽣した⼤規
模災害の教訓等を踏まえて、災害対応の体制を強化し、地域防災計画を修正したほか、最悪の事態を回避するための事業を計画
的に実施するために、国⼟強靱化地域計画を策定するなど、防災対策の枠組みを整備し、公共施設等の耐震化や災害⽤備蓄品の
整備、避難所運営委員会の結成促進等を進めてきたところであり、市⺠の⽣活を守るための最低限必要な対策は完成しつつある
ものと考えております。
 今後は、これまでの対策の実効性の確保や近年の社会情勢の変化への対応、他地域の災害事例から判明した避難⽣活における
健康維持・管理など、新たな課題への対策、地域防災⼒のさらなる向上等が課題と認識しております。
 具体的には、⾏政による公助としては、関係機関、団体等の知⾒を取り⼊れた既存の対策の検証や、ＬＧＢＴや外国⼈など多
様な⽅々への配慮、避難⽣活における⽣活環境の向上、発災後に迅速に被害の全容を把握できるシステムの導⼊などについて検
討してまいります。
 また、市⺠、地域による⾃助、共助においては、⾃主防災組織や避難所運営委員会等の結成、活動をさらに促進させるため、
好事例の紹介等により、組織同⼠のつながりを強化するとともに、⾃主防災組織等にかかわらない⽅々も含めた全ての市⺠に、
防災・減災を我が事として意識していただき、家具転倒防⽌対策や感震ブレーカーの設置、危険ブロック塀の除去、１週間分以
上の⾷料等の備蓄などをみずからの意思で率先して⾏うとともに、御近所同⼠の⽇常会話の中で⾃然と防災・減災に関すること
が話し合われ、災害時には共に助け合うことが当たり前となるような機運を⾼めてまいりたいと考えております。
 次に、災害時のＳＮＳ情報分析システムを活⽤する国の社会実装推進事業に参画している背景と概要及び実⽤化に向けた今後
の展望についてですが、平成27年に独⽴⾏政法⼈情報通信研究機構が保有する技術を本市が有効活⽤するため、同機構と協定を
締結し、当該機構が保有するツイッター分析技術を⽤いた総務省の実証事業であるＩｏＴ、ＢＤ、ＡＩ情報通信プラットフォー
ム社会実装推進事業に参画しているものであります。
 同実証事業の⽬的は、最先端の⾃然⾔語処理技術による情報通信基盤の研究開発と当該基盤を活⽤した情報連携の実現などと
なっており、防災分野の取り組みとして、ツイッター等に投稿された⾃主避難状況などの災害関連情報を⾃動で抽出し、地域
別、区分別に要約することで、災害情報や被災者等の早期把握が可能な仕組みの構築を⽬指しているところであります。
 なお、本年10⽉に実施した九都県市合同防災訓練・図上訓練において、開発中の本システムを情報収集源の⼀つとして組み込
んだところ、参加者からは、システムの使⽤基準を定めれば、⾮常に有効である旨の感想も寄せられております。
 今後についてですが、本市や他の地域において災害が発⽣した際の活⽤や図上訓練などを通じて、システムの有効な活⽤⽅法
等について、引き続き、検証していくとともに、新庁舎に設置する予定の危機管理センター整備に合わせて、総合防災情報シス
テムを再整備する予定であり、その中で、最新の技術開発の動向を踏まえ、費⽤対効果についても精査し、導⼊を検討してまい
ります。
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 次に、⾃転⾞安全対策についてお答えします。
 まず、本市の⾃転⾞事故の現状についてですが、⾃転⾞事故件数は、ここ数年、約700件から約800件の間で推移しており、全
交通事故に占める割合は、毎年25％程度となっております。平成29年は820件の⾃転⾞事故件数が発⽣しており、このうち、⾼
齢者の⾃転⾞事故件数が319件で、約40％を占める状況となっております。その⼀⽅で、⼈⼝l0万⼈当たりの⾃転⾞事故死傷者
数では、15歳から24歳の若年層が203⼈で、⾼齢者の約3.5倍となっていることなどから、今後も年齢層に応じた交通安全教育
の充実に取り組んでまいります。
 次に、⾃転⾞保険の加⼊促進についてですが、本市では、⾃転⾞安全利⽤講習会や各種啓発物などを通じて⾃転⾞保険の普及
啓発に努めております。しかしながら、平成29年に実施したウエブアンケートでは、⾃転⾞保険の加⼊率は約49％で、未加⼊の
理由としては、⾃転⾞保険を知らない、加⼊ＰＲを⾒かけたことがないとの回答が合わせて31％に上るなど、その認知度は低い
状況となっており、⾃転⾞保険の加⼊促進の取り組みを強化する必要があると考えております。
 そこで、現在、市内の損害保険会社等と⾃転⾞保険の加⼊促進のための協⼒体制について協議を進めているところであり、で
きる限り早い時期に協定を締結し、さまざまな機会を通じて⾃転⾞保険の加⼊促進に取り組んでまいります。
 次に、⽣涯現役応援センターについてお答えします。
 まず、これまでの利⽤状況についてですが、当センターは、昨年８⽉に開設したところであり、本年10⽉までの来所者数は
514⼈となっております。このうち、今後の情報提供などを希望され、当センターに登録された⽅は284⼈で、相談の結果、ハロ
ーワークや千葉市シルバー⼈材センターなどの就労関係機関や千葉市ボランティアセンターなどのボランティア関係機関、さら
には、当センターが独⾃に情報を収集した先などに取り次ぐことができたマッチング数は107⼈でありました。
 そのほか、就労やボランティアに関⼼を持っている⽅を対象として、⾼齢者の就労やボランティア、地域貢献、起業などに精
通した講師を招いて、「⽣涯現役のすすめ」と題するセミナーを各区で開催し、当センターの認知度向上と⽣涯現役社会の機運
の醸成を図っており、その参加延べ⼈数は429⼈となっております。
 次に、利⽤状況から⾒えてきた成果と課題についてですが、これまで就労やボランティア活動をしたいと思いながら、⾃⾝の
活動先を⾒つけられなかった⽅に対し、多様な要望や個々の特性、スキルを懇切、丁寧に聞き取るなど、きめ細やかに相談対応
することで、本⼈の要望に寄り添った内容の仕事やボランティア先を紹介できるよう取り組んでおり、当センターならではの成
果が上がっているものと考えております。
 ⼀⽅、当センターの利⽤実績が伸び悩んでいることや利⽤者の居住地別利⽤状況として、当センターが所在する稲⽑区が約半
数、近隣の美浜区、花⾒川区を合わせると３区で75％を占めており、利⽤者の居住地に⼤きな偏りが⾒られることなどが課題と
認識しているところであります。
 次に、本市の⾼齢者の活躍の現状と今後の取り組みについてですが、本市の⾼齢者の就業状況につきましては、平成27年の国
勢調査就業状態等基本集計によると、65歳から69歳までの就業率は、男性は46.15％、⼥性は27.29％であり、年齢階層が上が
るにつれ、就業率の低下は⾒られるものの、本市の⾼齢者の就業率の数値は、いずれの年齢階層でも前回の国勢調査の結果を上
回っております。
 また、昨年度、千葉市ボランティアセンターに登録されていた個⼈ボランティア全体に対する60歳以上のボランティアの割合
は、男⼥合計で45％ですが、そのうち男⼥の⽐率では、⼥性は男性の約2.3倍の登録となっております。これらのことから、⾼齢
者の特性としては、男性は主に就業が多く、⼥性は主にボランティア活動で活躍されている傾向が⾒てとれます。
 今後は、⽣涯現役応援センターの利⽤実績の伸び悩みや利⽤者の居住地の偏りといった課題とあわせて、より多くの⾼齢者に
活⽤していただけるよう、事業実施の効果を検証し、効果的な広報の検討、実施や当センターの拡充⽅法の検討を⾏うため、来
年度、モデル的に千葉市シルバー⼈材センターとの共同で出張相談窓⼝の開設を試みるなど、新たな取り組みを⾏ってまいりた
いと考えております。
 そのほか、⾼齢者の社会参加の傾向を踏まえたきめ細やかな相談対応を⾏いつつ、⼥性の就業先の開拓や男性のボランティア
活動への参加促進なども新たな取り組みとして必要と考えております。
 次に、⼦育て⽀援コンシェルジュについてお答えします。
 まず、これまでの実績と事業効果についてですが、全区に配置されてからの相談受け付け件数は、平成27年度が１万1,264
件、28年度が１万2,095件、29年度が１万1,062件となっております。
 ⼦育て⽀援コンシェルジュは、保育施設や幼稚園を直接訪問しての聞き取りなどの情報収集により、市内保育資源のサービス
内容や空き状況等を詳細に把握して利⽤希望者への相談に応じており、希望がかなわなかった⽅に対しては、きめ細かなアフタ
ーフォローを⾏い、待機児童の解消に⼤きく寄与しております。また、保育資源のみならず、さまざまな⼦育て⽀援事業の制度
内容にも習熟しており、多様化する保護者のニーズと各種事業とを的確にマッチングすることで効果的な利⽤が促進されている
と考えております。
 次に、これからの取り組みと⽅向性についてですが、⼦育て⽀援施設等への出張相談の拡充、相談受け付け時間の拡充などに
より、⼦育て⽀援コンシェルジュの機能の強化を図るため、本年８⽉より、中央区を２⼈体制としたところであり、2020年度に
は、第３次実施計画に基づき、中央区における効果を検証した上で、最も需要の⾼い区にもう１⼈を増員する予定であります。
それ以降については、先⾏して増員を⾏ったこれら２区の成果を踏まえ、⼥性の社会進出や幼児教育、保育無償化による保育需
要の動向等も勘案し、全区２⼈体制の必要性を検討してまいります。
 次に、2020オリンピック・パラリンピックに係る救急体制についてお答えします。
 まず、東京2020オリンピック・パラリンピック競技⼤会に向けた救急隊員の教育についてですが、東京2020オリンピック・
パラリンピック競技⼤会の開催を控え、平成17年７⽉に英国ロンドンで発⽣した同時爆破テロや平成25年４⽉に⽶国ボストンマ
ラソンで発⽣したような爆弾テロが万が⼀市内で発⽣した場合の対応として、昨年12⽉に、総務省消防庁から講師並びにテロ災



害の専⾨家を招き、救急隊員を対象に爆弾テロなどにより発⽣した傷病者の創傷処置資器材である⽌⾎帯を使⽤した救急活動な
ど、テロ災害発⽣時における救急活動に関する教育や、国が主催するテロ災害を想定した国⺠保護訓練、警察及び関係機関との
連携訓練を実施しているところであります。
 さらに、今年度から市⽴⻘葉病院救急ワークステーションにおいて、全救急隊員を対象に、重症外傷を負った事故を想定した
活動訓練を取り⼊れ、⼤規模な事故や災害に関する知識や技術の修得を⽬指しております。
 今後は、爆発テロ災害に係る教育は有事に備え重要であることから、千葉市救急業務検討委員会において、救急隊員教育カリ
キュラムの⾒直しを⾏い、継続的に実施する予定でおります。
 次に、外国⼈の対応として語学⼒を含めた取り組みについてですが、東京2020オリンピック・パラリンピック競技⼤会の開催
に伴い、競技会場だけでなく、市内全域で多くの訪⽇外国⼈などへの対応が課題であると考え、救急隊員のほか、消防隊員を対
象に、昨年度から市消防学校に外国⼈講師を招き、英語教育を開始するとともに、ｅラーニングを活⽤し、全職員が同じ内容の
研修を受講でき、救急活動や消防活動に対応できるよう、語学⼒の向上に努めているところであります。
 また、救急隊が使⽤している救急情報共有システム⽤のモバイル端末に、外国⼈対応として総務省消防庁が制作した多⾔語⾳
声翻訳アプリケーション、救急ボイストラを既に取り⼊れていることから、アプリケーションの取り扱い訓練や、英語、中国
語、韓国語、ポルトガル語及びスペイン語の５カ国語に対応した、多⾔語コールセンターなどを効果的に活⽤して、速やかな医
療機関への搬送を図ってまいりたいと考えております。
 最後に、外国⼈の傷病者の搬送病院や保険診療などへの取り組みについてですが、搬送病院を含めた医療体制につきまして
は、⼤会組織委員会において、会場内に選⼿⽤、観客⽤の医務室を設置するとともに、会場に救急⾞を待機させるなど、適切な
医療サービスの提供とスムーズな医療搬送体制の整備に向けた検討が⾏われていることを伺っております。
 また、保険診療などへの取り組みにつきましては、医療機関の診療費については、受診した外国⼈旅⾏客が現⾦、クレジット
カード等で全額⽀払、その上で、旅⾏保険等に加⼊している場合には、後⽇、受診した⽅が保険会社に診療費を請求する流れが
⼀般的でありますが、国の調査では、35％の医療機関で外国⼈患者の未収⾦があると回答している状況であります。
 国では、本年６⽉に訪⽇外国⼈に対する適切な医療等の確保に向けた総合対策をまとめ、外国⼈観光客⾃⾝の適切な費⽤負担
を前提に、予期せぬ病気やけがの際、不安を感じることなく医療等を受けられ、安全に帰国できる仕組みの構築を進めることと
しております。
 具体的には、まず、今年度、全病院を対象とした実態調査を実施しており、医療機関における外国⼈受け⼊れ能⼒や、外国⼈
患者による医療機関の負担を把握することとしております。
 また、⽇本⼊国前の対応として、旅⾏保険加⼊の促進や感染症対策の強化などにも取り組むとともに、⼊国後の対応として、
実態調査の結果も踏まえて外国⼈への基本的対応について整理したマニュアルの整備、ＩＣＴツールの活⽤や医療機関の通訳サ
ービス利⽤の⽀援等による多⾔語対応、キャッシュレス決済の推進等による円滑な⽀払の確保等にも取り組むこととしておりま
す。
 本市の医療機関では、現在、救急搬送された外国⼈を適切に受け⼊れていただいておりますが、より円滑に対応できるよう、
国の取り組みも参考にしながら、医療通訳の活⽤や多⾔語対応の問診票の普及など、外国⼈救急患者の受け⼊れ環境の充実に向
け、検討してまいります。
 以上でございます。

◯副市⻑（服部卓也君） 市⻑答弁以外の所管についてお答えいたします。
 初めに、プラスチック回収、再資源化についてお答えいたします。
 まず、プラスチック製容器包装の回収状況と課題についてですが、プラスチック製容器包装の再資源化については、焼却処理
量や温室効果ガス排出量の削減に寄与する反⾯、収集、再資源化に多くの費⽤がかかることから、国に対して、公益社団法⼈全
国都市清掃会議等の団体を通じて、事業者責任の強化による⾃治体の分別収集、選別保管の費⽤負担の軽減やリサイクル対象品
⽬の拡⼤などを要望しております。
 今後、国においても、容器包装リサイクルに係る法制度について継続して検討が⾏われる⾒込みであり、その動向や社会情勢
の変化等を踏まえ、プラスチック製容器包装の再資源化の事業実施について検討してまいります。
 次に、国の動向を踏まえた本市の取り組みについてですが、現在、国において新たにプラスチック資源循環戦略の策定が進め
られており、資源制約、廃棄物問題、海洋プラスチック対策、地球温暖化対策等の幅広い課題に対応するため、使い捨て容器包
装等のリデュース等によるプラスチック使⽤の削減、使⽤済みプラスチックの回収、再⽣利⽤の徹底等を検討しております。
 本市としても、プラスチック製容器包装等の排出抑制を推進するため、ごみ減量のためのちばルール協定店と連携し、レジ袋
等の容器包装の削減や簡易包装、詰めかえ商品等の環境配慮製品の普及促進、⾷品トレイの店頭回収への呼びかけ等の普及啓発
を強化してまいります。また、本年10⽉から、さらなるごみの減量、再資源化を図るため、家庭から排出されるバケツやちりと
りなど10品⽬の単⼀素材プラスチック製品の拠点回収を、市内３カ所の環境事業所で開始いたしております。不燃ごみとして排
出されているものを新たなプラスチック製品等の製造原料として再資源化するものであり、事業開始直後で⽇が浅く、まだ市⺠
の皆様の認知度が低いことから、今後、ごみ減量講習会やイベント等を活⽤して制度周知を強化するとともに、排出状況の検証
を⾏い、回収品⽬や回収場所の拡充について検討してまいります。
 次に、中⼩企業⽀援についてお答えいたします。
 まず、本市の中⼩企業に対する⽀援について、今後どのように取り組んでいくのかについてですが、⼈⼝減少、働き⽅改⾰、
テクノロジーの進化といった社会の変化に伴い、中⼩企業が抱える経営課題は⼀律なものではなくなってきていることから、中
⼩企業の多様性を前提とした個別具体的な経営課題に対する⽀援が求められているものと認識しております。このような社会の
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変化に伴う中⼩企業の課題として、本市では、事業承継への対応、⽣産性の向上、労働⼒の確保、新たな収益の柱となるビジネ
スの育成があると考えております。
 そこで、これらの課題に対する個々の企業の取り組みはさまざまなものであることから、市内中⼩企業の個別具体的な経営課
題を把握した上で、国の取り組みも踏まえて、本市の⽀援策を企画、実施することが必要であると考えております。
 次に、今後の具体的な対応策についてですが、まず、事業承継については、経営者において承継の意識を深めることが重要で
あることから、セミナーなどを通じて啓発を図るとともに、承継が具体化した企業に対しては、それを契機とした経営⾰新を促
すなど、承継後の経営を⾒据えた⽀援を⾏ってまいります。
 また、⽣産性の向上については、中⼩企業の実情に応じ、産業振興財団が伴⾛型⽀援により対応していくほか、国の⽣産性向
上特別措置法に基づく計画認定や固定資産税の特例措置により、⽣産性の向上促進に向け、引き続き、取り組んでまいります。
 労働⼒の確保については、採⽤⼒と定着率の向上が課題であり、収益の確保と働き⽅改⾰の推進の両⽅の⽀援が必要であるこ
とから、従業員等の⼈材育成、千葉労働局との連携、及びキャリアアップアドバイザーによるコンサルティング等により⽀援を
してまいります。
 また、新たな収益の柱となるビジネスの育成については、店舗の多⾔語化等によるインバウンド需要の確実な取り込みや企業
参⼊の促進等による農業の成⻑産業化といった稼ぐ⼒の強化に重点を置いた施策を展開し、本市産業全体の底上げも図ってまい
りたいと考えております。
 次に、都市公園の魅⼒向上についてお答えいたします。
 まず、市内約1,080カ所の都市公園と県⽴幕張海浜公園のマーケット型サウンディング調査の状況及び今後の事業化の⾒込みに
ついてですが、市内約1,080カ所の都市公園の調査では、20の団体から24公園で33件の提案がありました。主な提案内容として
は、カフェ、レストランなどの飲⾷施設の整備、ホテル、オートキャンプ場などの宿泊施設の整備、フィットネスクラブ、マウ
ンテンバイクコースなどのスポーツ施設の整備などがありました。
 また、県⽴幕張海浜公園についての今回の調査は、陸側のＡブロックからＣブロックの約19ヘクタールを対象としたもので、
その結果は、12の団体から12件の提案がありました。主な提案内容としては、施設整備を伴う提案として、レストラン、物販
店、⼤規模プール、屋内遊技場などがあったほか、ソフト事業としては、にぎわい創出を図るためのバザールやマルシェの開催
などがありました。
 今後の事業化につきましては、まず、市内の都市公園については、活⽤の可能性がある公園を把握することができたことか
ら、提案のあった事業の有効性や実現性を⼗分に検討した上で、事業化する公園の絞り込みや事業実施のための条件整理、関係
者との調整を⾏い、2019年度には、提案のあった⼀部の公園で公募ができるよう取り組んでまいります。
 また、幕張海浜公園については、早期事業化を⽬指し、単独で実施したものであることから、調査結果を参考に、幕張新都⼼
のにぎわい創出、回遊性向上など、より魅⼒的なまちづくりの推進、さらには国内外から訪れる観光客の呼び込みにも寄与する
事業となるよう、条件整理を⾏い、来年の早い段階で事業公募し、2020年度には⺠間事業者による事業が開始できるよう進めて
まいります。
 次に、稲⽑海浜公園リニューアル事業の現状及び今後の⾒通しについてですが、公共投資分の進捗状況については、いなげの
浜の改修として、砂の流出対策のための潜堤⼯事を漁業関係者と申し合わせた⼯事可能期間である８⽉までに完成させる予定で
したが、悪天候などによりおくれが⽣じております。
 現在、全３基のうち１基が完成したところで⼯事を中断しておりますが、年明けの早い時期に潜堤⼯事を再開できるよう、漁
業関係者と協議を進めております。再開後は、⽩い砂浜への改修も合わせて実施をする予定であります。また、⺠間投資分のバ
ーベキュー施設やプール改修などについては、事業者の設計作業や本市との整備内容に関する協議に時間を要し、着⼿がおくれ
ている中、本年４⽉から事業者が実際に各施設の管理運営業務を開始しており、現在、その経験を踏まえ、利⽤しやすい施設配
置などについて設計の⾒直しを⾏っているところであります。
 このため、今年度内の完成を⽬指していたバーベキュー施設については、当初の予定よりおくれることとなりますが、よりよ
い施設として多くの来園者が⾒込まれる夏の⾏楽シーズン前に供⽤できるよう、事業者と協議、調整を⾏っております。
 そのほかの施設につきましては、関係者との調整を図りながら、順次整備を進め、2020年度までにリニューアル事業としての
主要な施設の完成をさせる予定であります。
 次に、通学路における路肩のカラー化についてお答えいたします。
 まず、カラー化計画の進捗についてですが、計画策定後から平成29年度末までの整備済み延⻑は20.8キロメートルであり、今
年度整備予定の11.6キロメートルと合わせますと、計画延⻑の27％に当たる32.4キロメートルが完了する予定となっておりま
す。
 最後に、路肩のカラー化による歩⾏者の安全対策効果検証とその⼿法についてですが、これまでに⾏った効果検証としては、
児童の登下校時の様⼦や学校関係者の意⾒から、道路を広がって歩いていた児童がおおむね路肩のカラー部分を歩くようにな
り、歩く位置の明⽰としては⼀定の効果が得られているものと考えております。
 ⼀⽅、⾞両については、⼀部で速い速度での通過などが⾒受けられることから、通学路の認識を⾼めるため、警察署や区役所
へのポスター掲⽰やラジオ放送による周知を⾏ったところであります。
 引き続き、現場の状況の把握や学校関係者へのアンケートを⾏うとともに、⾞両の⾛⾏位置や速度の変化などを定量的に捉え
ることで、カラー化による運転に与える影響について評価を⾏ってまいります。その評価結果を市ホームページなどを通じて公
表することにより、本事業への理解とさらなる認識の向上を促してまいります。
 また、歩⾏者や⾃転⾞のビッグデータの活⽤につきましては、国が来年度からデータの収集に取り組むとされておりますの
で、その動向に注視してまいりたいと考えております。今後とも、児童が安全で安⼼して通学できる道路環境の整備に努めてま
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いります。
 以上でございます。

◯病院事業管理者（齋藤 康君） ⻘葉病院の救急救命の取り組みについてお答えします。
 まず、救急搬送の受け⼊れ状況と現状の体制についてですが、⻘葉病院では、救急搬送患者の積極的な受け⼊れを推進してお
り、過去３年間の受け⼊れ件数は、平成27年度が3,756件、28年度が4,277件、29年度が4,334件と年々増加し、今年度も昨年
度を上回るペースで受け⼊れを⾏っております。また、現状の受け⼊れ体制としては、救急科の常勤医師３⼈に加え、千葉⼤学
医学部から派遣を受けた⾮常勤医師により対応しております。
 次に、医師の増員を含めた今後の取り組みについてですが、救急搬送の受け⼊れ件数の増加に伴い、医師の負担も増加してい
ることは認識しておりますが、救急医は全国的に不⾜しており、⼈員の確保が難しい状況にあります。このような中、現場の負
担を軽減するため、千葉⼤学医学部に協⼒を依頼し、⾮常勤医師の派遣回数について、昨年度が⽉平均６回であったのに対し、
今年度は10回にふやしております。このほか、研修医の臨床研修プログラムの中に⻘葉病院の特徴である専⾨的な２次救急医療
を取り⼊れており、救急医療に対する理解と関⼼を深めることにより、将来的な医師確保につなげていきたいと考えておりま
す。
 今後も、引き続き、千葉⼤学医学部への働きかけなどにより常勤医師の確保に努め、安全、安⼼な医療を提供できるよう取り
組んでまいります。
 以上でございます。
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◯教育⻑（磯野和美君） ⼊学準備⾦の⼊学前⽀給についてお答えします。
 まず、中学校⼊学準備⾦の⼊学前⽀給の実績と評価についてですが、平成30年４⽉に中学校へ⼊学を予定していた⼩学６年⽣
の就学援助認定者644⼈を対象として３⽉に⽀給しました。
 また、評価については、⼊学前⽀給は新たな制度であるため、昨年12⽉に全ての⼩学６年⽣の家庭に⽂書を配布し、事前周知
を⾏うことで円滑に⽀給することができ、保護者からは、実際に買うのは⼊学前なので、３⽉に⽀給されてよかったとの声をい
ただいております。
 次に、国の動向への対応についてですが、⼦供の貧困対策に関する⼤綱を踏まえて、⽂部科学省は、教育の機会均等を保障す
るため、教育費負担の軽減を図ることとし、要保護児童⽣徒援助費補助⾦の新⼊学児童⽣徒学⽤品費等の⽀給単価の増額につい
て、概算要求を⾏っております。
 本市においても、国に準じて適切な対応を図るよう検討を進めており、来年４⽉の⼊学予定者については、国の動向を踏まえ
て補正予算で対応してまいります。
 以上でございます。

14

◯11番（伊藤康平君） ただいま、市⻑を初め、両副市⻑並びに病院事業管理者、教育⻑より丁寧な御答弁をいただき、ありが
とうございました。それでは、何点か意⾒と要望を述べさせていただきます。
 初めに、⽴地適正化計画と公共交通のあり⽅についてです。
 少⼦・⾼齢化に伴う⼈⼝減少を⾒据えたコンパクト・プラス・ネットワークによるまちづくりを推進する上で、ネットワーク
の部分である地域にとって望ましい公共交通網の姿を⽰す地域公共交通網形成計画があります。
 交通は、⽣活を営む上で⽋くことのできないものであって、まちづくりに取り組む上での基軸とも⾔えます。本来であれば、
熊本市のように、地域公共交通網形成計画などの交通政策に関する計画が先⾏し、⽴地適正化計画に反映されてきていれば、⽬
標値も、⼈⼝密度や公共交通の充⾜エリアを⽬標値として、より具体的な⽬標を掲げて取り組んでいけたのではないでしょう
か。また、交通機関の実態を把握する調査、パーソントリップ調査の結果が平成32年度になるなど、交通政策の時間軸と⽴地適
正化計画に⽰す政策的な時間軸が、果たして調整が図られるのかなども懸念されます。
 これまで求めてきた新たな法定計画である地域公共交通網形成計画に取り組まれることに関しては、⼀定の評価をするところ
であります。しかし、緑区などの公共交通の空⽩地域や不便地域などを対象に、他都市でも⾏われている社会実験などを通し
て、市⺠の移動のしやすさや、事業者の収益性などを検証し、地域公共交通網形成計画などに反映することで、客観的根拠に基
づいた計画になると考えられますので、今後の進め⽅の中に取り⼊れられますよう要望いたします。
 また、クラウドファンディングについて、横浜市の取り組みを御紹介させていただきました。本来の⽬的は、横浜市経済の発
展に関連して、市内企業の多様な資⾦調達の選択肢の⼀つとして⽴ち上げられたものではありますが、副次的な効果の⼀つとし
て、⼦育てと介護を⽀援する団体への後押しにつながったことは、⾏政にとってもプラスの結果に働いたと⾔えるのではないで
しょうか。
 こうした新たな資⾦調達の⼿法を検証していただき、相談件数が延べ１万件にも上る⽣活⾃⽴・仕事相談センターなどの、本
市が委託する事業者や市⺠団体がクラウドファンディングといった新たな仕組みを活⽤できれば、活動資⾦の⼀助にもつなが
り、本市にとってもプラスになると考えます。
 今後の検討が具体的施策となることに期待し、公明党千葉市議会議員団を代表しての質問を終わります。御清聴、⼤変にあり
がとうございました。（拍⼿）
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