
平成28年第３回定例会（第８⽇⽬） 本⽂ 2016-09-28

↓ 最初のヒットへ（全 0 ヒット）

◯11番（伊藤康平君） 皆様、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・若者⽀援についてのうち、困難を抱える⼦供、若者への対策についてお尋ねします。
 社会⽣活を円滑に営む上で、年齢階層で途切れることなく継続した⽀援を⾏い、個々の関係機関が困難を抱える⼦供、若者に
関する情報を共有し、適切な対応を図っていくことは⼤切です。経済的困窮や社会的孤⽴といった複雑で深刻な問題に対応する
には、それぞれの所管が有する⽀援体制が重層的なネットワークを構築し、協⼒体制を強化していくことが最も重要であると考
えます。
 本市には、こども未来局が所管する⼦ども・若者総合相談センター、Ｌｉｎｋや保健福祉局が所管するひきこもり地域⽀援セ
ンター、教育委員会では、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの配置など、それぞれの所管が窓⼝となり、⽀
援体制をつくっております。対象となる年代はそれぞれ異なり、Ｌｉｎｋは30歳代までの⼦供、若者、ひきこもり地域⽀援セン
ターは18歳以上、教育委員会は市が所管する学校に在籍する児童⽣徒を対象としております。
 ⼀⾒、⼦供、若者が成⻑する過程において、年齢に応じた相談⽀援体制が図られているように⾒えますが、これらは、所管内
での単⼀の対応でとどまり、連携、連動した対策に⾄っていないと伺いました。例えば、学校では、在籍する児童⽣徒を対象に
個々が抱える課題に応じたケース会議を持ちながら対策を講じていると聞いております。また、問題解決がなされず卒業に⾄っ
た場合には、学校から他の関係機関につなげるなどの事例はないとも伺いました。相談者が今どの段階までステップアップで
き、今後どのような⽀援を受けていけるかなど、情報の共有を図り、⽀援する組織体系を確⽴しなければ、社会的孤⽴からの脱
却は困難なものとなってしまいます。⼦供、若者や家庭も含めた包括的な⽀援を⾒直す必要があるのではないでしょうか。
 当局の⾒解を伺います。
 ⼀つに、困難を抱える⼦供、若者⽀援における取り組みの評価と課題についてお聞かせください。
 ⼆つに、困難を抱える⼦供、若者を⽀援する中⼼的な機関と⾔える千葉市⼦ども・若者⽀援協議会が果たすべき役割とこれま
での取り組みについてお聞かせください。
 次に、若者の雇⽤対策についてお尋ねします。
 ⾮正規雇⽤率の⾼さや雇⽤のミスマッチ、若年無業者の増加など、学校から社会、就業への移⾏が円滑に⾏われないことが課
題として挙げられております。現在、国においては、若者の職業的⾃⽴や就労⽀援を後押しする施策を多くとり⾏っており、中
でも、⾮正規雇⽤対策の推進として、正社員を希望する⼈の正社員への転換や⾮正規雇⽤を選択する⼈の待遇改善を進めるた
め、正社員転換・待遇改善実現プランなどに基づき⾮正規雇⽤労働者の希望や意欲、能⼒に応じた正社員への転換、待遇改善に
⼒を注いでいくと伺いました。
 また、若者の採⽤及び育成に積極的な中⼩企業と⼤企業志向の強い若者の間でミスマッチが存在していることを踏まえ、若者
の雇⽤管理の状況が優良な中⼩企業について、若者雇⽤促進法に基づき厚⽣労働⼤⾂が認定する制度、ユースエール認定制度が
昨年の10⽉に創設されたと聞いております。この制度の認定基準として、若者の採⽤や⼈材育成に積極的であること、直近３事
業年度の新卒者等の正社員離職率が20％以下であること、育児休暇に関することや有給休暇の取得率などが規定されており、
少々厳しい基準ともとれますが、本市においても認定事業者を多く有することで、若者の採⽤や育成に役⽴つ取り組みとなるの
ではないでしょうか。
 本年７⽉に、千葉市と千葉労働局において雇⽤対策協定を締結したと聞いております。この協定では、ダイバーシティを推進
し、働きやすい都市を実現するために、雇⽤や労働の⾯から千葉市地域の経済規模の拡⼤と活⼒の増進、都市機能のさらなる向
上を⽬指すとしております。千葉労働局との雇⽤対策協定は、今後の本市における雇⽤対策を推進する上で期待を寄せる取り組
みであり、若者の雇⽤対策のさらなる推進を願い、伺います。
 ⼀つに、国が主導する正社員転換・待遇改善実現プランには、⾃治体への協⼒要請や連携について⽰されておりますが、本市
の取り組みについてお⽰しください。
 ⼆つに、ユースエール認定制度の推進は、本市の雇⽤対策を進める上での⼀助となると考えますが、当局の⾒解をお聞かせく
ださい。
 次に、⾃転⾞対策についてです。
 初めに、⾃転⾞の⾛⾏環境について伺います。
 平成28年７⽉に、安全で快適な⾃転⾞利⽤環境創出ガイドラインの中で、⾃転⾞ネットワーク計画策定の早期進展と安全な⾃
転⾞通⾏空間の早期確保に向けた⽅策に関する事項について改定されたと聞いております。こうした改定の背景には、過去10年
間での交通事故件数として⾃転⾞対⾃動⾞の事故件数は減少しているものの、⾃転⾞対歩⾏者の事故は横ばいの状況であり、⾃
転⾞乗⾞中の死傷者数の年齢別では、７歳から18歳の若者層の割合が⾼いと伺っております。
 ⾃転⾞が⾝近な移動⼿段として利⽤されておりますが、⾃転⾞は、道路交通法において⾞両と位置づけられていることを認識
しつつも、意識の中では、⾞両より歩⾏者に近い存在として利⽤されていることで、⾃転⾞と歩⾏者の事故が減少しない要因と
なっているのではないかと考えます。近年、⾃転⾞は、歩道と⾞道の区別があるところでは、⾞道を通⾏するよう改めて強調さ
れてきました。
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 本市においても、ちばチャリ・すいすいプランを策定し、⾃転⾞の利⽤促進を⽬指し、⾃転⾞⾛⾏環境の改善に取り組んでお
ります。また、おおむね30年後を⾒据えて、市内に330キロメートルの安全で快適な⾃転⾞ネットワークの構築を⽬指すとして
おり、４つの達成指標を掲げて⾃転⾞レーンの整備を進めていると聞いております。こうした、⾃転⾞⾛⾏環境の改善を進める
⼀⽅で、連続性のない整備区間や道路の構造上⾃転⾞レーンの幅員が交差点付近で急激に狭まるなど、安全で快適とは異なる空
間が存在するところもあります。⾃転⾞は⾝近な移動⼿段として適切な役割を担い、また、健康増進などによる利⽤者ニーズも
ふえてきております。
 安全で快適に通⾏できる⾛⾏空間の確保は重要であり、本市の取り組みについて伺います。
 ⼀つに、ちばチャリ・すいすいプランに⽰す４つの達成指標に対する評価と課題についてお聞かせください。
 ⼆つに、安全な通⾏空間を確保する上で、⾃転⾞レーンの狭幅員を解消するために道路幅員を再配分し、⾛⾏環境の改善を図
る必要があると考えますが、⾒解をお⽰しください。
 最後に、⾃転⾞駐輪場の整備について伺います。
 ⾃転⾞は、健康的で便利な乗り物として、買い物や通勤通学といった⽇常⽣活の中でも使⽤され、外出時の移動⼿段として最
も多くの⼈が利⽤します。近年では、健康増進などの理由から、サイクリングスポーツとしてのニーズが⾼まりを⾒せており、
多様な⽬的で使⽤されております。
 このような移動⼿段としての⾃転⾞利⽤がふえていく中で、⾃転⾞通⾏空間の整備や⾃転⾞の通⾏ルールの徹底とあわせて、
⾃転⾞駐輪対策を進めていくことは重要です。⾃転⾞は、短距離の移動において、⾃動⾞や公共交通機関を初めとしたどの乗り
物よりも所要時間が短く、都市内交通として最も効率的な移動⼿段であると⾔えます。特に駅では、通勤通学など鉄道利⽤者以
外にも、周辺の商業施設や事務所ビルなど、⽬的施設へ直接乗り⼊れる利⽤者も多く、放置⾃転⾞を解消するために⾃転⾞駐輪
スペースの確保が必要なエリアでもあります。
 本市においても、放置⾃転⾞等の解消のため駐輪スペースの確保に取り組まれてきたと伺っております。また、本年３⽉に
は、駐輪施設の量から質への転換を図ることを⽬的とした第２次千葉市⾃転⾞等の駐⾞対策に関する総合計画を策定し、取り組
まれていると聞いておりますが、当初計画の⽬的であった放置⾃転⾞の解消が実⾏できたのか疑問が残ります。美浜区の主要な
駅として挙げられる検⾒川浜駅や海浜幕張駅では、放置⾃転⾞に関連した問い合わせや駐輪場の確保の要望など、今もなお区⺠
の声が私のところにも寄せられております。
 新たな計画を推進することも⼤切ですが、放置⾃転⾞対策や駐輪場の確保について、まずはしっかりと地域ニーズを把握し、
取り組むことが必要と考えますが、当局の⾒解について何点か伺います。
 ⼀つに、検⾒川浜駅の⼭側にある商業施設では、敷地内の放置⾃転⾞の解消を図るため、機械式ラックを導⼊していただきま
した。機械式ラック導⼊後を⾒ると、市の⼀時利⽤駐輪場の利⽤率がふえており、駅並びに周辺施設利⽤者からは駐輪場の拡充
を求める声が寄せられております。駅周辺の商業施設への協⼒要請と⼀時利⽤駐輪場の増設を求めますが、当局の⾒解をお聞か
せください。
 ⼆つに、第２次千葉市⾃転⾞等の駐⾞対策に関する総合計画では、検⾒川浜駅海側の平⾯駐輪場の廃⽌を検討していると伺っ
ておりますが、駅周辺の放置⾃転⾞が今もなお解消されていない現状において、なぜ廃⽌の検討がされているのか。利⽤率向上
に努める対応を図るべきと考えますが、当局の⾒解をお⽰しください。
 三つに、海浜幕張駅の⽉決め駐輪場をふやしてほしいとの市⺠要望を受け、これまでも拡充を求めてまいりましたが、その後
の当局の対応をお⽰しください。
 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（⼭⽥啓志君） ⼦ども・若者⽀援についてのうち、所管についてお答えいたします。
 まず、取り組みの評価と課題についてですが、本市では、⼦ども・若者育成⽀援推進法に基づき、教育機関を初め、保健福
祉、医療、更⽣保護、雇⽤などの関係機関や団体等が横断的に連携し効果的な⽀援を⾏うための仕組みとして、⼦ども・若者⽀
援協議会を平成24年２⽉に設置するとともに、同法に基づく相談機関として、Ｌｉｎｋを同年８⽉に開設しております。
 Ｌｉｎｋでは、困難を有する⼦供、若者からの相談に応え適切な⽀援が⾏えるよう、幅広い周知、⼈員体制の強化や相談スキ
ルの向上に努めており、平成27年度には657件の相談対応を⾏うなど、⼦供、若者及びその家族等の相談機関として、⼀定の効
果を上げてきたものと考えております。
 課題といたしましては、就労⽀援や就労訓練など、より専⾨的な対応が可能な他の関係機関を紹介したあとの調査やフォロー
が⼗分にできていないこと、また、困難を抱える者同⼠の意⾒交換、交流の場が必要であると考えており、今後、協議会の意⾒
を聞きながら対応策を検討してまいります。
 次に、⼦ども・若者⽀援協議会が果たすべき役割とこれまでの取り組みについてですが、⼦ども・若者⽀援協議会は、社会⽣
活を営む上での困難を有する⼦供、若者の⽀援に係る情報共有や調査研究のほか、協議会メンバーである関係機関等が連携して
⽀援を⾏う役割を担っています。これまで、年１回の代表者会議、年２回の実務者会議において相互の情報交換や課題となるテ
ーマを選定して協議検討を⾏っているほか、必要に応じ個別ケース会議を随時開催しています。なお、本年６⽉からは、ひきこ
もり地域⽀援センター連絡協議会との共同開催を⾏うとともに、居場所交流機能を有するＮＰＯ法⼈等を新たにメンバーに加え
るなど、⼀層の連携体制の強化を図っています。
 以上でございます。
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◯経済農政局⻑（鎌⽥ 栄君） ⼦ども・若者⽀援についてのうち、所管についてお答えいたします。
 まず、国の正社員転換・待遇改善実現プランに関する本市の取り組みについてですが、本年１⽉に国において策定された正社
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員転換・待遇改善実現プランを踏まえ、産業構造など地域の実情等に応じたきめ細かな対策を講じていくために、３⽉には、千
葉労働局において千葉県正社員転換・待遇改善実現地域プランが策定されたところでございます。このプランにおいては、ユー
スエール認定等を含む若者雇⽤促進法の円滑な施⾏や若者の職業能⼒開発の推進、学⽣、⽣徒等に対する労働法制の周知等の取
り組みについて推進することとされております。
 本市といたしましては、７⽉に千葉労働局と締結した雇⽤対策協定に基づき、市内企業に対するキャリアアップ助成⾦を活⽤
した⾮正規労働者の正社員転換や待遇改善への働きかけなど、プランの周知について千葉労働局との連携をさらに強化して取り
組んでまいります。
 次に、ユースエール認定制度の推進に関する⾒解についてですが、若者の採⽤、育成に積極的で、雇⽤環境の良好な企業が市
内に⽴地していることは、13の⼤学・短期⼤学を有する本市にとって優秀な⼈材の市内定着による稼得世代の確保を促し、⼈⼝
減少社会における都市活⼒の維持向上につながるものと考えております。
 企業においても、ユースエール認定を受けることで若者の採⽤、育成に関する各種助成⾦の加算やハローワークなどでの重点
的ＰＲ等により、優秀な⼈材の確保やイメージアップなどが期待され、企業の活⼒・競争⼒向上に資するものと考えられます。
 このような観点から、本市においては、認定の窓⼝となる千葉労働局との雇⽤対策協定に基づき、市内企業等に向けた制度の
周知啓発に努めてまいります。
 以上でございます。

◯建設局⻑（永名淳悟君） ⾃転⾞対策についてお答えします。
 まず、ちばチャリ・すいすいプランに⽰す４つの達成指標に対する評価と課題についてですが、プランでは、⼀つ、整備延
⻑、⼆つ、⾃転⾞に関する事故件数の減少、三つ、歩⾏者、⾃転⾞利⽤者の安⼼感の向上、四つ、⾃転⾞の利⽤促進の達成指標
を設けております。
 ⼀つ⽬の整備延⻑の評価についてですが、平成27年度末の計画整備延⻑24.4キロメートルに対して、現在の整備済み延⻑は
24.8キロメートルとなっており、おおむね計画どおり進捗しております。
 ⼆つ⽬の⾃転⾞に関する事故件数の減少についてですが、平成26年度に整備した都賀駅⼤草町線及び南町⼤森町線などの整備
後の事故データについて、現在、警察の協⼒をいただき集計作業中であることから、データ集計が終了する今年度末には評価で
きるものと考えております。
 三つ⽬の歩⾏者、⾃転⾞利⽤者の安⼼感の向上についてですが、平成27年度に市役所前の千葉港⿊砂台線で実施した歩⾏者
182名、⾃転⾞利⽤者88名のアンケート結果によれば、歩⾏者の危険度がふえたとの回答が３％に対し、危険度が減ったが18％
と約６倍となっております。また、⾃転⾞利⽤者の危険度がふえたとの回答が13％に対し、危険度が減ったが41％と約３倍とな
っていることから、歩⾏者、⾃転⾞利⽤者とも安⼼感の向上が図れたと考えております。
 四つ⽬の⾃転⾞の利⽤促進ですが、平成27年度までに整備した７路線の⾃転⾞交通量調査では、整備前の6,700台から整備後
は7,445台と約１割増加していることから、⼀定程度の利⽤促進が図られているものと考えております。
 次に、課題についてですが、⾞道の左側を⾛⾏する⾃転⾞数がふえたものの、右側を⾛⾏するいわゆる逆⾛がいまだに⾒受け
られることなど、ルールを守らない⾃転⾞利⽤者が多いことから、整備とあわせて、さらなる⾃転⾞のルールやマナーの周知啓
発が課題と考えております。
 次に、道路幅員を再配分し、⾛⾏環境の改善を図る必要があるとのことですが、⾃転⾞⾛⾏環境を整備するに当たりまして
は、公安委員会と協議を重ね、１メートル以上の⾃転⾞レーンを確保できるよう⾞道幅員の再配分について検討しております
が、右折レーンが設置されている交差点部においては、⾞道幅員に余裕もなく、また、歩道幅員を狭めることも困難なことか
ら、⾃転⾞レーンが狭くならざるを得ない状況も⽣じております。なお、歩道の整備など、⽤地買収を含めた道路の改良⼯事を
⾏う際には、１メートル以上の⾃転⾞レーンを確保するなど、⾛⾏環境の改善を図るよう努めてまいります。
 次に、検⾒川浜駅周辺の商業施設への協⼒要請と⼀時利⽤駐輪場の増設についてですが、検⾒川浜駅周辺の放置⾃転⾞数は、
朝の通勤通学時間帯より、昼や⼣⽅の買い物時間帯に多くなっております。そこで、⼀部の商業施設では、敷地内に電磁ロック
式ラックによる⾃転⾞駐⾞場の整備をしていただいたところでありますが、敷地内にこれ以上の増設は困難な状況であるため、
道路占⽤による⼀般利⽤者も使⽤可能な⾃転⾞駐⾞場の整備を要請しているところであります。
 次に、⼀時利⽤駐輪場の増設についてですが、駅の海側にある検⾒川浜駅第１⾃転⾞駐⾞場には⼗分なあきがあることから、
通勤通学などの⼀時利⽤者には、検⾒川浜駅第１⾃転⾞駐⾞場を利⽤していただくことで対応は可能であると考えております。
 次に、検⾒川浜駅海側の平⾯駐輪場の廃⽌をなぜ検討しているのかについてですが、駅周辺の放置⾃転⾞数は、昨年６⽉の午
前62台、午後118台から、本年６⽉では午前20台、午後21台と減少しております。また、駅周辺の海側にある２つの⾃転⾞駐⾞
場については、平成33年の将来の乗⼊推計台数1,625台に対し、現在の収容台数が4,710台と⼤幅に上回っていることから、第２
次総合計画においては、２つのうち平⾯⾃転⾞駐⾞場の廃⽌について検討することとなっております。なお、検討に当たりまし
ては、既存施設の利⽤率向上も含め、さまざまな視点から検討してまいります。
 最後に、海浜幕張駅の⽉決め駐輪場の拡充についてですが、昨年度より、東⽇本旅客鉄道株式会社千葉⽀社と鉄道⾼架下の⽤
地の借り受けについて交渉してきたところ、本年８⽉、平成29年度末まで⽤地を借り受けることができたことから、海浜幕張駅
第３⾃転⾞駐⾞場の増設を⾏い、９⽉１⽇の供⽤開始に合わせ、242台の追加募集を⾏ったところであります。また、今年度内に
は、第３⾃転⾞駐⾞場脇に新たに100台の⾃転⾞駐⾞場を整備する予定であります。
 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。
26



 それでは、⼦ども・若者⽀援についてのうち、困難を抱える⼦供、若者への対応について、２回⽬の質問を⾏います。
 ⼦ども・若者総合相談センター、Ｌｉｎｋが開設されてから５年⽬を迎え、平成27年度の相談件数は657件、開設から相談件
数は増加傾向にありましたが、前年度の相談件数695件をピークに、ほぼ横ばいの傾向となってまいりました。これまで、我が会
派として、さらなる体制強化を求めてきた⽀援体制も、現在、⻘少年サポートセンター⻄分室などの応援にとどまり、果たして
体制が強化されたと⾔えるのでしょうか。昨年の第３回定例会で求めた、Ｌｉｎｋとともに活動する指定⽀援機関の設置は、前
回の答弁にもあるとおり、5,000⼈近くの⼦供、若者が困難を抱えている状態にあることを考慮すると、重層的な⽀援を⾏うため
の組織の体系化を図ることは急務ではないでしょうか。
 ８⽉に、会派として佐賀県の⼦ども・若者総合相談センターに伺いました。そこでは、ＮＰＯ法⼈が⼦ども・若者総合相談セ
ンター及び指定⽀援機関の⼀括運営を⾏っており、保健、福祉、医療、更⽣保護などの関係機関と連携し、相談から訪問⽀援ま
で⾏っております。また、⼦ども・若者⽀援地域協議会や調整機関としての役割を担う佐賀県こども未来課との連携を図り、こ
れらの機関が教育、雇⽤その他の⽀援組織とつながりながら重層的な⽀援体制を築いておりました。千葉市との取り組みで⼤き
く異なるのは、指定⽀援機関の存在とそれぞれの機関が密接にかかわりを持ちながら⽀援を⾏っているということではないでし
ょうか。
 困難を抱えるきっかけとなった原因を適切に捉え、本⼈だけではなく家族を含めた包括的な⽀援なしでは解決に⾄らないと考
えています。各所管で実施されている⽀援や施策が困難を抱える⼦供、若者に対してよりよい⽀援体制が築けているのか検証
し、実態に即した体制づくりが求められております。
 改めて、指定⽀援機関の設置や⽀援組織の体系化を強く求めますが、当局の⾒解をお⽰しください。
 次に、若者の雇⽤対策について伺います。
 国が推進する正社員転換・待遇改善実現プランには、雇⽤が不安定、賃⾦が低い、能⼒開発の機会が少ないといった課題が挙
げられており、こうした⾮正規労働者の希望と意欲に応じた施策を進めていくことは重要です。プランでは、正社員になれなか
ったために不本意ながら⾮正規で働く⼈の割合を2014年平均18.1％から10％以下に減少させることなどを⽬標としていると聞
いております。
 先ほどの答弁では、市内企業に対するキャリアアップ助成⾦を活⽤した⾮正規労働者の正社員転換や待遇改善への働きかけな
ど、プラン周知について千葉労働局との連携を強化していくとありました。本プランを推進する主体はあくまでも国であり、本
市が有する機関や施策との連動がなければ、国が⽰す⽬標値の達成も含めて、⽬的を実現することは難しいものとなるのではな
いでしょうか。
 また、ユースエール認定制度の推進は、企業の健全化を⽰す意味でも有効な⼿段であると考えますが、⼀⽅で、答弁にある優
秀な⼈材の市内定着や⼈材の確保といった部分は⼀義的な⾒⽅であり、本市の課題とも⾔える若年無業者が社会的⾃⽴を果たす
上で、認定企業などへの就労を後押しするための⽀援施策の強化は重要な取り組みであると考えます。
 そのためには、本市が持つ組織の体系化を図り、他局との連携や千葉労働局が持つノウハウを取り込み、本市としての新たな
雇⽤促進計画の策定が必要と考えますが、当局の⾒解をお⽰しください。
 次に、⾃転⾞対策についてのうち、⾃転⾞の⾛⾏環境について伺います。
 ⾃転⾞は、道路交通法上軽⾞両として位置づけられており、⾞道の左側端を通⾏することが原則とされております。本来、軽
⾞両であるはずの⾃転⾞をこれまで歩道⾛⾏を許してきたことが⾃転⾞の位置づけを曖昧なものとしてしまいました。その結
果、歩⾏者に近い存在と認識されるようになり、規則では歩道を徐⾏すべきところを猛スピードで⾛り抜けるようなことが常態
化したまま、現在に⾄っております。
 そうした中で、2011年10⽉に、警察庁は良好な⾃転⾞交通秩序の実現のための総合対策の推進についてとする⾃転⾞に関する
総合対策を打ち出し、⾞道⾛⾏を促す対策に乗り出しました。現状の⾞道の多くは、⾃転⾞が⾛⾏することを考慮された設計、
構造となっていないため、誰もが安⼼して⾞道を⾛る環境とは決して⾔い切れません。計画では、⾃転⾞レーンを10年間で70キ
ロメートル整備するとのことですが、狭い幅員の安全対策を考慮し整備することは⼤事な視点であり、つくったあとに狭幅員の
改修などを⾏うことは⼆重の費⽤を要します。
 また、アンケート調査については、⼀つの路線での評価であり、⾛⾏環境の厳しい路線での調査がなされていないことを考え
ると⼀評価でしかなく、千葉市全体の⾃転⾞⾛⾏環境の評価とするには⾄らないものと考えます。
 国⼟交通省と警察庁が策定した安全で快適な⾃転⾞利⽤環境創出ガイドラインには、⾃転⾞が⾛⾏する幅員に関することや路
⾯の安全性の向上など、⾃転⾞⾛⾏空間の考え⽅が⽰されております。特に、路⾯の安全性の向上は、⾛⾏レーンを整備する上
で⼤事な要素であり、平坦性の確保、通⾏の妨げとなる段差の解消に努める必要があります。
 本市における幅員の狭い⾃転⾞レーンは、路⾯排⽔側溝やグレーチングを要する集⽔ますなどを含めて１メートル程度の⾛⾏
レーンとしているところが多く⾒受けられます。こうした箇所では、アスファルトとコンクリートとの継ぎ⽬が段差となること
やグレーチングは⾬の⽇には滑りやすいなど、安全性に配慮した⾛⾏空間とは⾔えません。
 改めて伺いますが、先ほどの答弁に道路の改修⼯事が⾏われる際に１メートル以上のレーンを確保するとありましたが、既存
の狭幅員レーンの段差の解消など、⾛⾏に⽀障が⽣じる環境改善や道路幅員の再配分を⾏うべきと考えますが、当局の⾒解をお
聞かせください。
 最後に、⾃転⾞駐輪場の整備については、所感も含め要望といたします。
 これまで、検⾒川浜駅や海浜幕張駅周辺の駐輪場の整備について求めてきた取り組みが推進されていることについては評価す
るところです。
 答弁にもある検⾒川浜駅周辺の放置⾃転⾞数の減少、将来乗⼊推計台数より現在の収容台数が上回っていることによる海側平
⾯駐輪場の廃⽌検討を進めるとのことでしたが、平⾯駐輪場を利⽤しない市⺠からは、料⾦が⾼い、⾃転⾞がドミノ倒しのよう



に倒れている、⾬に打たれ野ざらし、朝置いた場所から移動されていることがあったなどの声が寄せられております。また、駅
を利⽤する際にやむなく商業施設の電磁ロック式ラックに⽌めてしまう、平⾯駐輪場の⼀時利⽤があればうれしいともありまし
た。
 平⾯駐輪場をほかの⽬的に転⽤した際、新たに駐輪場の必要性が⾼まったときには取り返しがつかないと考えます。地域のニ
ーズを今⼀度精査し適切な対策を講じるよう求めます。
 また、海浜幕張駅の⽉決め駐輪場が増設されることについては、評価するところではありますが、課題も残ります。千葉県が
所管する幕張海浜公園の駅に近い敷地内には、多くの放置⾃転⾞が駐輪しており、県が放置⾃転⾞対策に取り組んだ際は、駐輪
場の整備の拡充を求める声が寄せられることは明らかです。引き続き駐輪対策を推進するよう求めるとともに、地域のニーズを
聴取し、適切な対策を講じるよう要望し、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（⼭⽥啓志君） ２回⽬の御質問にお答えいたします。
 ⼦ども・若者⽀援についてのうち、所管についてお答えします。
 指定⽀援機関の設置や⽀援組織の体系化についてですが、複雑な家庭環境や複合的な要因により処遇困難な問題を解決するに
は、ＮＰＯなど幅広い⺠間団体や機関を指定し主導的な役割を果たすことが効果的な⽀援を⾏う上で必要不可⽋であると認識し
ており、⽀援組織の体系化についても早期に取り組むべき課題であると認識しております。
 今後、⼦ども・若者⽀援協議会の各機関が持つノウハウや機能を最⼤限に⽣かし、問題解決を図れるよう、⽀援指定機関の設
置やＬｉｎｋの機能強化及び運営⽅法の改善を視野に検討してまいります。
 以上でございます。
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◯経済農政局⻑（鎌⽥ 栄君） ⼦ども・若者⽀援についてのうち、所管についてお答えいたします。
 新たな雇⽤促進計画の策定が必要と考えるが⾒解はについてですが、本年７⽉に千葉労働局と締結した雇⽤対策協定に基づ
き、本市と労働局が連携、協⼒して実施する事業を推進するため、経済農政局、保健福祉局、市⺠局等、本市の事業実施部局及
び労働局の各事業担当課を構成員とした雇⽤対策協定運営協議会を設置したところです。
 この協議会におきまして、本市と労働局が⼀体となって実施する千葉市雇⽤対策協定事業計画を毎年度策定することとしてお
り、この中にユースエール企業の普及及び若者に対する企業情報の発信など、若年無業者を含む若者の雇⽤についての取り組み
を位置づけ、推進していくこととしております。なお、事業計画には、労働局の⼈的・知的資源を活⽤し、本市として推進して
いく取り組みを盛り込むほか、その成果を客観的に把握するため数値⽬標を設定し、進捗管理を毎年⾏いながら事業を推進して
まいります。
 以上でございます。
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◯建設局⻑（永名淳悟君） ⾃転⾞対策についてお答えします。
 ⾛⾏に⽀障が⽣じる環境改善や道路幅員の再配分を⾏うべきとのことですが、⾃転⾞⾛⾏環境の整備に当たっては、路⾯のク
ラックやわだち掘れ、排⽔施設と路⾯との段差を確認し、必要に応じ補修などを⾏っております。
 なお、交差点部など幅が１メートル未満となっている整備済み区間については、再度現状を調査し、段差を解消するなど、⾛
⾏環境の改善に努めてまいります。
 また、道路幅員の再配分についてですが、右折レーンを有する交差点部などでは、現道内での再配分は困難な状況であります
ので、整備に当たっては、狭い幅員部分について路肩のコンクリート部分を狭めアスファルトに変えるなど、できる限り広い⾛
⾏空間の確保に努めてまいります。
 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、所感も含めて要望とします。
 初めに、困難を抱える⼦供、若者への対応についてです。
 これまで求めてきた指定⽀援機関の設置について、前向きな答弁が得られたことについては⼀定の評価をするところです。困
難を抱える⼦供、若者への⽀援に対する本市の取組状況を⾒ますと、相談者の⾃主的な⾏動を前提とする来訪型、施設型と⾔っ
ても過⾔ではありません。実際に⽀援を必要とする⼦供、若者は、みずから専⾨機関に⾜を運ぶこと⾃体に困難を抱えているケ
ースが多くあると考えます。また、相談員の努⼒には敬意を払うところではありますが、少ない⼈員での⽀援体制では、相談を
受け⽀援機関につないだあとのフォロー体制が図られていない状況ではないでしょうか。組織の体系化を図ることは、重複的な
⽀援とならないように取り組む上で必要不可⽋であり、機能強化を図ることが重要です。
 佐賀県での視察では、多岐にわたる⽀援体制や取り組みについて御教⽰いただきました。その中で、⽀援における縦割りを改
善する必要性について、ネットワークを組むなどして連携をしていても、実際は、専⾨機関の間でも連携と称した丸投げやたら
い回しが起きることも指摘されておりました。このようなことを防ぐためにも、⼦ども・若者総合相談センターと訪問⽀援を⾏
う指定⽀援機関を⼀括運営することで情報の⼀元化を図り、ワンストップ型の⽀援体制を構築しているとのことでした。
 いずれにせよ、困難を抱える⼦供、若者に対して⾃⽴に向けた⽀援を⾏うには、継続的にかかわり持ち、根拠に基づいた⽀援
を⾏える体制を構築することが急務であります。当局におかれましても、組織の体系化や指定⽀援機関による⼀括運営が図られ
るよう要望します。
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 次に、若者の雇⽤対策についてです。
 若者の雇⽤状況は、通学の傍らにしたアルバイトを除く、最初についた仕事が⾮正規であった割合は約４割、新規学校卒業者
の離職率は、卒業後３年で⼤卒者が約３割であり、⾼卒者は約４割となっていると伺いました。これらの背景には、社会経済情
勢に起因して希望する仕事につくことができない若者とともに、希望する仕事が何なのかをはっきりと意識できない若者の存在
といった問題もあると聞いております。
 本市と労働局が⼀体となって雇⽤対策を推進することに対して⼤いに期待するところであり、若者雇⽤促進法の施⾏による若
者の採⽤、育成を⽀援する各種助成⾦の周知、ちば若者キャリアセンター、ジョブカフェちばや商⼯会議所との連携を図るな
ど、本市における若者の雇⽤対策がさらに推進することを求めます。
 最後に、⾃転⾞の⾛⾏環境についてです。
 ⾃転⾞は、誰もが⼿軽に利⽤する乗り物であり、⾃転⾞の⾛⾏空間の整備に当たっては、道路幅員を考慮した⾛⾏環境を整え
ることや交差点付近の安全性の確保はもちろんのこと、利⽤者が快適に⾛⾏するための視点を最優先に整備を進めていくことが
重要ではないでしょうか。
 道路交通法の改正に伴う⾃転⾞⾛⾏環境の整備について、国⼟交通省と警察庁が⾃転⾞利⽤環境の計画的な整備などを進める
ことを各⾃治体に促した結果、⾃転⾞レーンの確保が従来の⾞線を削ってでも優先されてきたように思えます。⾞道を⾛⾏する
よう取り締まりなどを強化しても、利⽤者が危険を感じる空間であれば、⾃転⾞レーンを⾛⾏することにちゅうちょするのでは
ないでしょうか。これらの対策は、警察が主導し解決できる問題ではなく、道路管理者である千葉市も、⾛⾏環境の改善に向け
た対策を講じなければ意味がないと考えます。
 右折レーンを有する交差点部の狭幅員部の解消は困難との答弁でしたが、歩道の幅員を調整することや隣接地が⾏政機関の所
管する⽤地であれば、関係所管と協議し、⾃転⾞レーンの拡幅に努められること、また、歩道の幅員が狭い路線では、無理に現
道の⾞道内に設置せずに、歩道幅員を再配分し、安全な⾛⾏環境を構築するよう求めて、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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