
平成28年第１回定例会（第６⽇⽬） 本⽂ 2016-03-14

↓ 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、耐震化の取り組みについてお尋ねします。
 近い将来に南海トラフの巨⼤地震や⾸都直下地震の発⽣が懸念される中で、地震による⼈的被害や経済的な被害を軽減するた
め、建築物の耐震化を図る必要性が提唱されております。阪神・淡路⼤震災を受け、昭和56年の建築基準法改正前の耐震基準で
設計された建築物の耐震安全性の向上を⽬的として、平成７年に建築物の耐震改修の促進に関する法律、耐震改修促進法が施⾏
されました。また、平成25年には、耐震改修促進法の改正がなされ、建築物の耐震化促進のための規制強化として、不特定多数
が利⽤する⼀定規模以上の特定建築物を対象に耐震診断が義務化されたところです。また、耐震改修促進計画では、平成27年12
⽉末までに住宅及び特定建築物や緊急輸送道路の沿道建築物の耐震化率を90％以上とする⽬標が定められていると承知しており
ます。
 これまで、我が会派として求めてきた耐震化の取り組みについて、新年度予算には、緊急輸送道路沿道建築物耐震助成や⽊造
住宅、分譲マンションの耐震診断・改修費助成の拡充が盛り込まれていることは評価するところでございます。
 そこで、まず、緊急輸送道路の取り組みについて伺います。
 緊急輸送道路とは、震災時に避難や救急・消⽕活動、緊急物資を輸送する重要な幹線道路を指し、千葉市地域防災計画におい
て指定されております。本市の緊急輸送道路は、約200キロ、耐震化の対策を必要とする建築物は43棟あると伺っております。
緊急輸送道路沿道建築物の耐震化は、建築物の倒壊などによる道路の閉塞を防⽌することや震災の被害を最⼩化し、早期復旧を
図る上で重要な取り組みであると⾔えます。
 本市においても、耐震改修促進計画に位置づけ、これまで地震により倒壊のおそれがある建築物の実態調査を⾏い、対象とな
る建築物の所有者に対して⽂書及び電話による指導を⾏うとともに、アンケート調査を実施し、その後の追跡調査のほか、⼾別
訪問による指導啓発に努めてきたと伺っております。
 平成25年第１回定例会の我が会派の代表質疑での答弁で、緊急輸送道路沿道の建築物のうち、旧耐震基準で建築された未診断
建築物が55棟存在すると伺っております。千葉市耐震改修促進計画では、平成27年度までに90％にすることを⽬標として緊急輸
送道路沿道建築物の耐震化率の向上に努められてきました。今年度が現計画の最終年度でもあり、現在、新たな⽬標年次を定め
て耐震改修促進計画を策定されていると伺っております。
 市⺠の⽣命・財産を守るために、本市の取り組みについて伺います。
 ⼀つに、今年度は、現⾏の耐震改修促進計画の最終年度となりますが、平成25年当時に55棟あった未診断建築物の解消状況と
取り組みの課題、現計画の評価についてお聞かせください。
 ⼆つに、現在、新たな⽬標年次を定めて耐震改修促進計画を策定されております。今後の取り組みについてお答えください。
 三つに、平成28年度予算編成に、耐震診断のほか耐震改修費⽤が盛り込まれたことは評価するところでありますが、耐震改修
を進める上での課題と今度の取り組みについてお聞かせください。
 次に、分譲マンションの耐震化について伺います。
 平成23年の第３回定例会の⼀般質問で求めてきた分譲マンションの耐震改修助成事業が創設されてから５年⽬を迎えます。こ
の間、国においては、平成25年にマンションに係る耐震診断や耐震改修の努⼒義務の創設や耐震改修の必要性に係る認定などを
含む耐震改修促進法の改正や補助制度及び税制の充実などが図られてまいりました。
 本市では、約23万⼾ある共同住宅のうち、昭和56年以前の旧耐震基準で建設された数は約７万7,000⼾あり、居住者の安全・
安⼼の確保、住宅市街地の防災機能の向上の観点から耐震診断や耐震改修などによる耐震化を推進してきましたが、⼀⽅で、マ
ンションの耐震改修については、区分所有建築物であることから、区分所有者間の合意形成を図ることが重要となる中で、改修
費⽤が多額となることや費⽤負担に係る合意形成が図られづらいといった課題から、マンションにおける耐震改修がなかなか進
まない現状であると聞いております。
 新年度予算に盛り込まれた本市における取り組みが推進することを期待するところです。分譲マンションの耐震化を図ること
は地域防災⼒の向上にもつながります。
 本市の取り組みについて伺います。
 ⼀つに、これまでの取り組みの課題と現計画の評価について。
 ⼆つに、現在策定中の耐震改修促進計画に⽰す⽬標年次までの取り組みについてお聞かせください。
 次に、保育における諸問題についてお尋ねします。
 現在、⼥性の就業率向上に国を挙げた取り組みがなされております。背景には、少⼦化に伴う労働⼒不⾜への対応などがある
と聞いております。私が⼦供であった三⼗数年前は、夫婦のうち男性が主な働き⼿となる世帯がまだまだ主流であったかと思い
ます。国の労働⼒特別調査には、1997年を境に共働き世帯数が⽚働き世帯数を上回り、その後も共働き世帯数は増加を続け、⽚
働き世帯数との差は拡⼤傾向にあります。さらに、就労形態の多様化やひとり親世帯の増加などによる保育制度をめぐる諸問題
は、社会における⼤きな課題であります。本市においても、今後の保育ニーズを捉えた施策展開が重要であると考えます。
 本市の保育における諸問題について、何点かお尋ねします。
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 初めに、保育所の整備についてです。
 本市では、昨年４⽉に２年連続で待機児童ゼロを達成したと聞いております。これまでの着実な取り組みが結実したものと評
価できるものの、⼀⽅で、ことしの２⽉１⽇時点では、⼊所待ち児童数が約1,800⼈おり、昨年度を⼤幅に超える状況と伺ってお
ります。本市の⼦ども・⼦育て⽀援事業計画では、既存施設を有効に活⽤しつつ、平成31年度までに毎年約1,000⼈分もの保育
所等を整備するとしており、現実のものとすべく待機児童対策を着実に推進することが求められております。
 ＪＲ東⽇本では、⼦育て⽀援を通じた沿線の活性化として、保育園などの⼦育て⽀援施設を推進し、地域、沿線に貢献する取
り組みをされていると伺っております。
 現在、千葉市の⽞関⼝であるＪＲ千葉駅の建てかえが進んでおり、この秋にも新駅舎などがオープンし、平成30年夏以降には
駅ビルも順次開業する予定と聞いております。ＪＲ東⽇本や千葉ステーションビルの発表によれば、駅ビルには保育所などの⼦
育て⽀援施設を設置するとのことであり、既にＪＲから事業者への説明会が開催されていると聞いております。利便性の⾼い場
所に⼦育て⽀援施設ができることは、保育所の利⽤者のみならず、家庭で⼦育てする市⺠にとっても暮らしを⽀援するものでも
あり、今後の取り組みについて伺います。
 ⼀つに、ＪＲ千葉駅ビルにおける⼦育て⽀援施設についてお聞かせください。
 ⼆つに、⼦育て⽀援施設に対する本市のかかわりはどのようになるのか、お尋ねします。
 次に、保育料軽減措置について伺います。
 ⼦ども・⼦育て⽀援新制度がスタートし、社会保障の⽬的税とも⾔える消費税の引き上げ分を⼦ども・⼦育て⽀援を含む恒久
財源とした取り組みがなされております。新制度の導⼊の最⼤の⽬的は、保育・教育施設をふやし、待機児童を解消することは
⾔うまでもありません。また、同様にひとり親家庭や⼦供の多い世帯への⽀援として、保育にかかる経済的な負担を軽減するこ
とも重要です。平成27年第３回定例会の我が会派の⼀般質問において、新制度施⾏に伴う料⾦改定により、多⼦世帯の負担がふ
えることを指摘したところであり、⼦供を多く産み育てたいと願う家庭への⽀援も必要と考えます。
 新年度予算には、多⼦世帯に対する保育料軽減策が盛り込まれております。保育にかかる費⽤の軽減措置として、新年度の取
り組みや年収制限の緩和などについてお聞かせください。
 最後に、現場での困難対応についてです。
 保育の現場では、さまざまな課題があると聞いております。⼩さな⼦供たちが親元を離れ、初めて集団⽣活を送る場所でもあ
り、環境の変化に⼾惑い、お友達と打ち解けられないことからトラブルを招いたり、元気すぎてけがなどをしたりなど、⼩さな
コミュニティーでは予測困難な事象への臨機応変な対応が求められます。また、アレルギーを持つ⼦供に対する誤⾷を起こさな
いための給⾷づくりや配膳⽅法の配慮、感染症への対応や不審者などの防犯対策など、安全で安⼼して預けられる環境を整備す
ることも求められております。
 さらに、近年、保育⼠の離職率の⾼さが課題でもあると聞いております。新⼈の保育⼠は、実践に必要とされる知識や技術が
伴わないまま現場につき、保育⼠として多様な役割を担わなければなりません。また、保育⼠が安定的に供給されることが求め
られる中で、保育⼠にかかる負担を軽減する対策も必要ではないかと考えます。保育⼠は、保護者の養育⼒の向上のための⽀援
などもその役割として位置づけられていると聞いており、そうした中で、仕事上の困難な要因として、保護者への対処に関する
ものが多くあるとも伺っております。
 保育所の整備に伴い⺠間保育園などが増し、保育の受け⽫が拡⼤している中で、これまで培ってきた保育のノウハウを提供す
るなど、公⽴保育所の役割も重要であると考えますが、そこで伺います。
 ⼀つに、公⽴保育所での課題や官⺠連携による保育の質の向上についての⾒解をお聞かせください。
 ⼆つに、課題に対する本市の今後の対応についてお聞かせください。
 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）

◯都市局⻑（河野俊郎君） 初めに、緊急輸送道路についてお答えします。
 まず、平成25年時点の未診断建築物の解消状況と課題、現計画の評価についてですが、耐震診断を⾏ったものが５棟、除却な
どにより対象外となったものが４棟、診断していないものが46棟ありました。なお、平成27年４⽉に千葉県が緊急輸送道路を⾒
直した結果、診断が必要なものが36棟、改修が必要なものが７棟に変更となっております。
 課題としては、耐震診断助成制度を建物の所有者などに周知する中で、アンケート調査を実施し、診断を⾏わない理由を尋ね
たところ、耐震診断の結果、耐震性が劣り改修が必要となった場合の経済的負担が⼤きいため診断の実施に踏み切れないという
意⾒が複数あり、このことが課題と考えます。
 現計画の評価としては、耐震化率の⽬標90％に対して、平成27年度末で住宅の耐震化率は86.2％となっており、⽬標に達して
おりません。なお、多数の市⺠が利⽤する特定建築物の耐震化率は92.3％、緊急輸送道路沿道建築物は94.3％と、いずれも⽬標
を達成しました。
 次に、耐震改修促進計画の今後の取り組みについてですが、新しい耐震改修促進計画は、平成28年度から32年度までの５年間
を計画期間とし、住宅及び多数の市⺠が利⽤する特定建築物については、耐震化率を95％にすることを⽬標としております。
 また、緊急輸送道路は、地震発⽣時に避難、救援、復旧及び消防活動をいち早く実施するために通⾏を確保することが特に必
要な道路であることから、通⾏障害となる可能性が⾼い沿道の耐震性能が劣る建築物を重点的に耐震化を図る建築物と定め、平
成32年度までに耐震化率100％を⽬標として取り組んでまいります。
 耐震性能が劣る建築物に関しては、耐震化を進めるための⽀援制度を新設または拡充する予定であります。旧耐震基準で建て
られた⽊造⼾建住宅については、段階的に耐震性能を向上させるため、２回に分けて改修する２段階改修、倒壊による⼈命被害
を防ぐための耐震シェルターの設置及び平成12年に⽊造住宅の耐震基準が改正されたことから、これ以前の基準で建てられた住
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宅の耐震改修費⽤の⼀部を助成するとともに、分譲マンションについては対象となる住棟や助成額を拡充するものです。
 また、緊急輸送道路沿道建築物については、耐震診断に対する助成に加え、新年度から耐震改修、建てかえ、または除却費⽤
の⼀部を助成する制度をスタートさせます。助成率は、耐震診断及び耐震改修いずれも３分の２で、上限額は、耐震診断が150万
円、耐震改修や建てかえが3,600万円、建物を除却する場合が1,800万円であります。
 次に、耐震改修を進める上での課題と今後の取り組みについてですが、耐震改修に対する助成制度の創設により所有者の経済
的負担が軽減されることから、改修を促進するためには、建物所有者が⼤地震の切迫性を感じるとともに、耐震化の必要性につ
いて意識を⾼めることが重要であり、これが課題であると考えております。今後は、新年度からスタートする耐震改修に対する
助成制度を⼾別訪問などにより所有者に御紹介することで制度の趣旨を御理解いただき、改修に対する意識の⼀層の向上に努め
てまいります。
 次に、分譲マンションについてお答えします。
 まず、これまでの取り組みの課題と現計画の評価についてですが、市内には、昭和56年以前の旧耐震基準で建設されたマンシ
ョンが168管理組合あり、これらを対象に平成15年度から分譲マンション耐震診断助成事業を、24年度から耐震改修助成事業を
実施しており、これまで、診断助成を８管理組合、改修助成を１管理組合が利⽤されました。
 課題としては、管理組合の構成員である区分所有者の皆様が御⾃⾝の住宅の耐震性能を確認しようとする意識が薄いこと、さ
らには診断の結果、耐震性能が劣るとの結果が出た場合、多額の費⽤をかけてでも改修する必要があると考える⽅が少ないこと
と思います。現計画の評価としては、住宅の耐震化率の⽬標である90％が達成できなかったことであります。
 最後に、耐震改修促進計画に⽰す⽬標年次までの取り組みについてですが、耐震化を進めるため、来年度から助成制度の対象
となる住棟や助成額の拡充を予定しております。拡充の内容ですが、１点⽬として、これまで１管理組合当たり１棟のみを助成
の対象としておりましたが、市内には複数棟からなる団地型マンションが多いことから、棟数の制限をなくして、全棟を対象と
します。２点⽬は、上限額のアップです。診断に対して、これまでは116万6,000円、改修設計は200万円、改修⼯事は1,560万
円でしたが、200⼾以上のマンションについては、診断400万円、改修設計500万円、改修⼯事3,000万円を上限とします。ま
た、耐震化の促進には、マンションにお住まいの皆様に地震などの⾃然災害に備え安全な住宅を確保することの重要性について
御理解いただくことが必要ですので、年３回開催しているマンションセミナーを初め、さまざまな機会を捉えて拡充した助成制
度を周知する中で、より⼀層、意識の啓発に努めてまいります。
 以上でございます。

◯こども未来局⻑（⽯井 忍君） 保育における諸問題についてお答えします。
 初めに、保育所等の整備についてお答えします。
 ＪＲ千葉駅ビルにおける⼦育て⽀援施設についてですが、ＪＲ東⽇本及び千葉ステーションビルが現在建てかえている駅ビル
の５階及び屋上部分に屋外遊戯場を含めた保育所スペースを⽤意し、⺠間事業者が定員約60名程度の認可保育所を平成30年４⽉
の開所を⽬途に整備するものでございます。また、恵まれた⽴地条件に鑑み、保育を必要とする児童のみならず、広く⼦育て⽀
援を⾏えるよう、⼀時預かり事業の実施を予定しております。
 次に、⼦育て⽀援施設に対する本市のかかわりについてですが、整備・運営事業者の選考に際しては、特に保育の質に留意す
るようＪＲ東⽇本等に求めていくほか、極めて利便性の⾼い⽴地条件、屋外遊戯場や専⽤エレベーターの設置など、駅ビルの改
築とあわせて保育所整備を⾏うことによる良好な保育環境の確保、県下有数のターミナル駅であり、千葉の⽞関⼝と⾔えるＪＲ
千葉駅に隣接して保育所を整備することの意義などを考慮し、本市の認可基準を満たすと認められる場合には、整備・運営事業
者が⾏う内部改修に対し補助⾦を交付する⽅向で検討しております。
 なお、認可後につきましては、⼀般の保育所や⼀時預かり事業と同様に給付費等を⽀出するほか、指導監督を⾏い、保育の質
の確保に努めてまいります。
 次に、保育料軽減措置についてお答えします。
 保育にかかる費⽤の軽減措置として、新年度の取り組みや年収制限の緩和などについてですが、今回、国の制度改正により年
収約360万円未満の世帯を対象に、現⾏制度において１号認定⼦どもについては⼩学校３年⽣まで、２、３号認定⼦どもについて
は⼩学校就学前までとされている多⼦計算に係る年齢制限を撤廃し、第２⼦の保育料を半額、第３⼦以降の保育料を無償とする
多⼦軽減の拡充、ひとり親世帯等について第１⼦の保育料を半額、第２⼦以降の保育料を無償化するひとり親世帯等の多⼦軽減
の拡充を実施いたします。また、私⽴幼稚園就園奨励費補助につきましても同様の制度改正を実施します。
 次に、保育現場での困難対応についてお答えします。
 公⽴保育所での課題や官⺠連携による保育の質の向上についてですが、社会経済状況の多様化、複雑化とともに、個々の家庭
や児童が抱える問題も複雑化、困難化してきております。具体的には、ひとり親家庭における育児に関する問題や精神疾患の保
護者の⽅からの相談への対応など、通常の保育の枠を超えた保護者へのケアなどが多くなってきております。また、近年、学校
などでも社会問題化しておりますが、保育所におきましても、常識の範囲を超えるような苦情や要望がなされ、それに伴い本来
の保育業務に⽀障を来すような事例も発⽣してきております。
 官⺠連携による保育の質の向上につきましては、公⽴保育所で実施する職種や課題に応じた研修への参加を⺠間保育園、地域
型保育事業施設や認可外保育施設の職員に対し積極的に呼びかけているほか、保育運営課に配置いたしました巡回指導員が⺠間
保育園等を巡回し、保育内容や環境⾯などについて相談、指導を⾏い、質の向上に努めております。
 最後に、課題に対する本市の今後の対応についてですが、問題解決の取り組みは、保育の質の確保のためますます重要となっ
てくることから、公⽴保育所での対応困難な事案について弁護⼠や臨床⼼理⼠、関係職員による保育所問題解決のための体制を
構築し、現場職員と協⼒しながら対応を図ってまいります。
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 あわせて、⽀援が必要な児童や家庭に対し、必要に応じ関係機関と連携を図りながら、それぞれの置かれた状況に合わせ丁寧
に対応し、保育環境の整備に努めてまいります。
 以上でございます。

◯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、耐震化の取り組みのうち緊急輸送道路について２回⽬の質
問をいたします。
 本市の緊急輸送道路は、地域防災計画で位置づけられた路線を対象に沿道に建つ建築物を対象とした耐震化の推進に努められ
ているわけですが、先ほどの御答弁にもあるとおり、経済的理由から、診断を⾏った結果、これに基づく改修費⽤が捻出できな
いことが課題であるとのことでした。また、重点的に耐震化を図る建築物と定め、平成32年度までに⽬標とする耐震化率を
100％と定め、新年度予算では助成の上限額を耐震診断では150万円、新たに耐震改修や建てかえで3,600万円、建物を除去する
場合は1,800万円とし、新規事業も含めて拡充に努められていることは⼀定の評価をしております。
 ⼀⽅で、今回の助成額が対象となる事業者並びに所有者の後押しとなるのか、疑問も残ります。対象となる施設の中で、⼤規
模施設などでは、診断結果を⾃治体に報告することや拒否した場合は罰⾦が課せられるとも聞いております。また、未診断や耐
震基準を満たしていない施設も公表をされ、経営への打撃は⼩さくありません。結果の公表にはきめ細かい配慮が必要と考えま
す。
 ⼤規模な地震が発⽣すると、建物や電柱が倒れ、交通に⽀障が⽣じる可能性が⾼くなります。⽇中に地震が発⽣すれば、建物
などの倒壊は⼈的被害をもたらす⼤きな要因となり、救助・救援活動や避難活動などの障害となります。緊急輸送道路を含む幹
線道路の道路閉塞率を調査し、まさかの震災に備えた取り組みも重要と考えますが、当局の取り組みについて伺います。
 ⼀つに、新年度予算に⽰す耐震化助成費⽤の設定の妥当性についてお聞かせください。
 ⼆つに、緊急輸送道路を含む幹線道路の閉塞率を調査し、市⺠への公表も必要と考えますが、当局の⾒解をお聞かせくださ
い。
 次に、分譲マンションの耐震化については、所感も含めて要望とします。
 先ほどの答弁でもありましたが、旧耐震基準で建設されたマンションが168管理組合あり、そのうち診断をしたのが８管理組
合、改修まで実施したのが１管理組合とのことで、耐震化の推進には課題が多いことがうかがえます。
 新年度では、耐震化に伴う助成上限額を拡充したことについては評価するものの、それでも本事業の取り組みが進むのか懸念
されます。課題として考えられることは、耐震診断や改修⼯事費⽤には修繕積⽴⾦が充当されることが挙げられ、これが不⾜し
ていることで診断や改修にちゅうちょするケースが多いのではないでしょうか。また、経年変化に伴う建物の⽼朽化や居住者の
⾼齢化が進み、ますます費⽤が捻出できなくなり、まさに負のスパイラルに陥ってしまっていることが本事業を難しくさせてい
る原因と考えます。
 また、居住者からは、そっとしておいてもらいたいとの声も寄せられております。本市には、耐震診断や改修費⽤の助成事業
のほかに、分譲マンション再⽣合意形成⽀援制度や地域再⽣⽀援なども⾏っております。第４回定例会でも求めましたが、地域
諸問題を精査し、対象地域において耐震化や再⽣について、⾏政がかかわりを持ちながら現実に即した地域プラン策定を推奨
し、総合的な⾒地から地域コーディネートを推進することを求めます。
 次に、保育における諸問題のうち、保育所の整備については、所感も含めて要望とします。
 先ほどの御答弁では、ＪＲ千葉駅ビルに平成30年４⽉をめどに定員約60名の認可保育所を整備する予定であるとのことでし
た。こうしたＪＲ東⽇本の取り組みには⼤いに期待するものであり、あわせて地域に根差した⼦育て⽀援となることを望むとこ
ろでもあります。
 ⼀⽅で、仕事と育児の両⽴⽀援策をさらに推進していくことは、今後の重要な取り組みでもあります。⼦ども・⼦育て⽀援新
制度がスタートし、国は、事業所内保育所の整備を加速させたい意向があるとも聞いておりますが、課題がないわけでもありま
せん。
 保育所の運営費⽤は企業の負担となり、地域の保育所と⽐べると利⽤者数は不安定であり、安定した経営を続けていくために
は⾏政の⽀援が必要不可⽋であります。事業所内保育の推進を図る埼⽟県では、複数の中⼩企業が共同で保育所の開設が進めら
れるよう、共同運営向けマニュアルの策定や独⾃の補助⾦制度を設けて成果を上げていると聞いております。
 国は、⼦育て⽀援に取り組む企業に対して、地域の⼦供を受け⼊れる場合、平成27年４⽉から給付費対象とするとも伺いまし
た。こうした情報を提供し、事業所内保育の推進に尽⼒されることを求めます。
 さらに、本市においても、事業所内保育を推進する企業への補助⾦制度や事務⼿続を⽀援するコーディネーターを配置するな
ど、参加する企業同⼠を仲介する相談事業にもぜひ⼒を⼊れて取り組まれることを強く求めます。また、これらの取り組みに先
⽴ち、モデル事業として本庁舎周辺企業と提携し共同の保育所を開設するなど、その効果を検証してみてはいかがでしょうか。
前向きに検討していただけることを望みます。
 次に、保育料軽減措置について伺います。
 現⾏制度における多⼦世帯の保育料軽減措置は、第１⼦が未就学までとしていたため、限られた家庭のみが対象となっていま
した。答弁にもあるとおり、この制度の改正で、年収約360万円未満の世帯では、第１⼦が⼤学進学などで転出しても⽣計を⼀に
していれば、第２⼦は半額、第３⼦以降は無料とされ、制度対象がふえると同時に、⼦育て世帯の負担軽減につながることに期
待しております。
 ⼀⽅で、国の所得制限は年収約360万円未満としており、結局はこれまでとそれほど変わらない軽減措置対象者数となってしま
うのではないかと懸念するところです。
 ⼀つに、制度改正に伴い、対象者数はどの程度増加したのか。また、対象とならない⼦供の数についてお⽰しください。
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 ⼆つに、対象とならない世帯の第２⼦、第３⼦以降の保育料に対する市独⾃の⽀援策も検討すべきと考えますが、当局の⾒解
をお聞かせください。
 最後に、現場での困難対応については、所感も含めて要望とします。
 近年、困った保護者などと評される保護者の問題が顕在化しつつあり、保育現場がその対応に苦慮していることが課題となっ
ていることも伺っております。
 先ほど、今後の対応について確認しましたが、弁護⼠や臨床⼼理⼠、関係機関との連携と体制づくりなどに取り組むとのこと
でしたが、当局としても困難対応に対してどのように取り組むべきか苦慮されているようにも⾒受けられます。
 確かに、現場での困難対応を解決する⽅法を⾒出すのは容易ではないことも理解できます。保護者が⾃⼰中⼼的であったり、
モラルの⽋如、⼦供への無関⼼など、課題は多岐にわたります。⼀⽅では、保育⼠は家庭養育を厳しく⾒がちとなり、専⾨職の
視点から家庭養育に求める要求が⾼くなり、多様な問題を保護者の課題として捉える側⾯もあると聞いております。弁護⼠など
が関与する事案については、よくよく証左することが⼤切と考えます。
 ⼈と⼈との関係性から⽣じる課題を解決するためには、その⼈が持つ⼈間⼒をどのように育むかが⼤切です。例えば、よき取
り組みをされている保育所や保育園に出向き、職場体験から⽣まれる⼈的交流を図ることで、新たな⼈間関係と価値観を育むこ
ともできると考えます。新たな⼈間関係や価値観は困難を乗り越える糧にもなり、また、異なる職場で得られる助⾔などから⽣
まれる成功体験を積み重ねることで⾃信にもつながるのではないでしょうか。
 例年実施されている保育技術習得を⽬的とした現場研修に加えて、ただいま述べたような職場交流についてぜひ検討いただけ
ればと思います。
 以上で、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。

◯都市局⻑（河野俊郎君） ２回⽬の御質問にお答えします。
 緊急輸送道路についてのうち、所管についてお答えします。
 耐震化助成費⽤の設定の妥当性についてですが、耐震診断費⽤の助成限度額150万円は、設定当時、市内の緊急輸送道路沿道建
築物の平均床⾯積、約1,100平⽅メートルに国で定めた補助対象額の単価を乗じ、これに補助率３分の２を乗じて得られた⾦額で
あります。耐震改修費⽤の助成限度額3,600万円についても、耐震診断と同様に、沿道建築物の平均床⾯積に国で定めた補助対象
額の単価を乗じ、補助率３分の２を乗じて得られた⾦額で、これは政令市の平均とほぼ同額であることから、妥当と考えており
ます。
 以上でございます。
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◯総務局⻑（志村 隆君） 緊急輸送道路についてのうち、所管についてお答えします。
 緊急輸送道路を含む幹線道路の閉塞率調査と公表についてですが、平成28年度に実施する千葉市直下地震の被害想定調査にお
いて、緊急輸送道路等の閉塞率についても調査、公表することを考えており、沿道建築物の耐震化の促進やブロック塀の倒壊防
⽌対策など、緊急輸送道路の機能と安全な避難経路の確保に努めてまいります。
 以上でございます。
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◯こども未来局⻑（⽯井 忍君） 保育料軽減措置についてお答えします。
 制度改正に伴い、対象者数はどの程度増加し、対象とならない⼦供の数はどの程度なのかとのことですが、当該制度改正に係
る対象者数を試算しますと約920⼈となり、対象とならない⼦供の数は約4,000⼈となります。
 次に、対象とならない世帯の第２⼦、第３⼦以降の保育料に対する市独⾃の⽀援策についてですが、本年１⽉、指定都市市⻑
会から国に対し多⼦世帯負担軽減拡充についての要請を⾏ったところであり、⼦育てに係る経済的負担の軽減につきましては、
少⼦化対策として国全体で取り組むべき課題であることから、今後もさまざまな機会を捉え国に積極的に働きかけるとともに、
他都市の事例などを踏まえ検討してまいります。
 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。
 耐震化の取り組みのうち緊急輸送道路についてです。
 東⽇本⼤震災から５年がたちますが、今もなお活発な地震活動が続いております。震災直後に⽐べて震度１以上の地震の回数
は⼤幅に減少したものの、この１年間でマグニチュード５以上の余震は29回発⽣しており、いつ震災に襲われるかわからない状
況であると⾔えるのではないでしょうか。
 本市における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化助成費⽤の妥当性については政令市平均とのことでしたが、横浜市や浜松市、
堺市では、補助⾦額の上限を設けていない都市もあります。こうした取り組みは、スピード感を持って実⾏し完了することが⼤
切ではないでしょうか。
 答弁では、国の補助対象額を述べたいわゆる制度の説明をしたにすぎないわけで、妥当なのかどうかの回答がなされていない
と感じます。緊急輸送道路沿道建築物の耐震化件数は、さほど多くないとも聞いておりますので、進まない場合は補助額の⾒直
しなどを⾏い、早期に完了することを求めておきます。
 また、道路の閉塞率の調査については、新年度予算に千葉市直下地震の被害想定調査において取り組みを考えているとのこと
でしたが、考えているのではなく、被害想定調査を実施するならば、救急や避難路への影響を調査することは当然であり、新年
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度しっかりと取り組まれますよう求めます。
 次に、保育料軽減措置についてです。
 当該制度の対象から外れる⼦供の数は約4,000⼈に上り、対象となる⼦供約920⼈からすると制度の恩恵を受けられない家庭が
圧倒的に多いことがわかりました。多⼦世帯に対して第１⼦の年齢制限が撤廃されたことは評価するものの、国の基準に合わせ
た約360万円未満の所得制限を設けることで、本来の制度の⽬的を達成していないと⾔わざるをえません。
 京都市などでは、市の独⾃の基準を設けて対象範囲を年収約640万円未満まで拡充されていると聞いています。また、新聞報道
では、兵庫県はこれまで第３⼦以降の⼦供が利⽤する保育園や幼稚園の保育料を補助しております。現在の制度はおおむね520万
円未満の世帯を対象としており、現在、第２⼦に対する補助制度の新設に向けて取り組まれているとのことでした。
 本市としても、対象から外れた世帯の所得層についても調査し、所得制限及び第２⼦、第３⼦へと対象を拡充していく取り組
みとなるよう求めます。また、国への働きかけはもちろんのこと、千葉県にも要請をしていただき、利⽤者負担の軽減に努めら
れますよう求めて、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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