
平成29年第３回定例会（第４⽇⽬） 本⽂ 2017-09-14

↓ 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。会派を代表して、通告に従い質
疑を⾏います。
 初めに、市政運営の基本姿勢について、平成28年度決算についてお尋ねします。
 熊⾕市政２期⽬の最終年度である平成28年度の予算編成については、政令指定都市移⾏に伴う都市基盤整備などの財源として
活⽤した市債の返済がピークを迎えているほか、歳⼊において、⾃主財源の根幹を占める市税が税制改正による法⼈市⺠税の減
収もあり伸びを⾒込めない状況であり、⼀⽅で、⽣活保護費等の扶助費の増や少⼦超⾼齢社会への的確な対応などにより、多額
の財政需要が⾒込まれ、約138億円の収⽀不⾜が⾒込まれたことから、市有財産の売却や財政調整基⾦の取り崩し、さらには退職
⼿当債の発⾏や市債管理基⾦からの借り⼊れなどで対応を図るなど、厳しい編成状況でありました。
 そうした厳しい状況の中での予算編成ではありましたが、歳⼊においては、経済の緩やかな回復基調が続いていることを反映
し、市税収⼊が予算現額に対して増収となり、歳出においても効果的な予算執⾏に努めた結果、決算では、前年度に対し２億
8,600万円増の48億2,700万円の実質収⽀が確保された結果となっております。また、財政健全化に向けた取り組みについては、
第２期財政健全化プランの主要⽬標である主要債務総額の削減について、債務負担⾏為の抑制や基⾦借⼊残⾼の削減、国⺠健康
保険事業におけるアクションプランの推進など、第１期財政健全化プランの策定から毎年100億円規模の削減に努め、着実な取り
組みがなされていると承知しております。
 そこで、まず、平成28年度決算をどのように捉え、予算編成⽅針にある本市が将来にわたり都市の活⼒を維持するため、⻑期
的な展望に⽴った⾏財政運営を進める必要があるとの認識のもと、市⺠サービスの向上に向け重点的な予算配分を図るとしたこ
とについて、その成果をどのように捉え、評価しているのか、伺います。
 また、財政健全化に向け、これまでも着実な取り組みがなされているところですが、第２期財政健全化プランの主要債務総額
の削減に関しての具体的な成果とそれをどのように評価しているのか、お聞かせください。
 さらに、財政調整基⾦については、地⽅交付税等の算定誤り分である約13億円が含まれているものの、基⾦残⾼が着実にふえ
ております。⼀⽅で、財政調整基⾦の積⽴⾦残⾼が上昇していることに対して、将来不安による基⾦の積み増しではないかと捉
えている有識者などもいると聞いておりますが、本市における財政調整基⾦のあり⽅についてどのように考えているのか、お尋
ねします。
 次に、脱・財政危機宣⾔の解除についてです。
 本市は、政令指定都市移⾏を契機とした都市基盤整備に積極的に取り組んできた結果、市債残⾼の急増等により財政の硬直化
が進み、実質公債費⽐率が早期健全化基準を超える可能性があるなど、平成21年度には、市の財政は⼤変に厳しい状況に直⾯し
ておりました。
 このような中、市⻑は財政危機を乗り越えるために、脱・財政危機宣⾔を発出し、公共事業の⾒直しや事務事業の総点検、⼈
件費を含めた歳出のカットなど、⾏財政改⾰や収納率向上などの歳⼊確保に取り組まれてきました。あわせて、宣⾔発出時と⽐
較して健全化判断⽐率などの各種指標が着実に改善してきたことを踏まえ、財政危機の状況は脱したと判断され、先⽇、脱・財
政危機宣⾔の解除を発表されました。
 これまでの財政健全化に向けた取り組みに対し評価するところであります。しかしながら、国⺠健康保険事業や病院事業には
多額の累積⾚字があるなど、いまだ市財政は厳しい状況にあるものと考えます。
 そこで、このたびの脱・財政危機宣⾔の解除に⾄って、改めてこれまでの取り組みについて、どのように評価されているの
か。
 また、脱・財政危機宣⾔を解除する⽬安として、地⽅債の発⾏に当たり国の許可を要する18％を下回り、許可団体を脱却する
ことが重要な⽬安とのことでしたが、将来的な実質公債費⽐率の推移をどのように捉えているのか。
 あわせて、今後の財政運営における課題と対応について伺います。
 さらに、平成28年度決算では、病院事業会計において⾚字額が約21億円と過去最⼤となったほか、算定開始以降初めて資⾦不
⾜が発⽣し、資⾦不⾜⽐率が0.1％となりましたが、これに対する市⻑の認識と発⽣の原因について、これまでの推移を踏まえて
お聞かせください。
 次に、新年度予算編成について伺います。
 ８⽉３⽇に第３次改造内閣が発⾜し、政権の重要課題として経済最優先で政策を進めていく⽅針が⽰されました。そうした
中、内閣府は、⽉例経済報告等に関する関係閣僚会議において、景気は緩やかな回復基調が続いており、先⾏きについては、雇
⽤・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に回復していくことが期待される。ただし、海外経済の不確実
性や⾦融資本市場の変動の影響に留意する必要があるとの⾒解が⽰されました。
 また、経済財政諮問会議における平成30年度予算の全体像には、企業収益、雇⽤、賃⾦を中⼼に経済の好循環が回り始めてい
る⼀⽅で、⽇本経済の潜在成⻑⼒は依然伸び悩んでおり、⼈づくり改⾰の実現に向けた⼈材投資や地域経済、中⼩企業、サービ
ス業等の⽣産性向上に資する施策は重要であるとされ、平成28年度決算概要等によれば、国税収⼊や地⽅税及び地⽅法⼈特別譲
与税は減少しており、歳出改⾰の着実な推進と歳⼊拡⼤に向けた努⼒を続けていくなどが⽰されております。
 さて、本市の財政事情については、先ほど脱・財政危機宣⾔の解除について触れたところでありますが、急速に進展する少⼦
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超⾼齢社会に伴うさまざまな課題への対応やさらなる本市の発展に向けた今後のまちづくり等においては、多額の財政需要が予
想され、今後も厳しい財政状況が続くものと⾒込まれます。
 こうした状況の中にあって、本市においては間もなく新年度の予算編成が開始されます。平成30年度の予算編成に当たって、
本市における財政の⾒通しを伺うとともに、編成の基本的な考えについてお聞かせください。
 次に、次期実施計画についてです。
 市政運営の中⻑期的な指針となる新基本計画に基づき、平成24年度より開始された第１次実施計画では、財政健全化への取り
組みを堅持しつつ、未来に向けて選択と集中の観点から真に必要な分野への投資を⾏い、そして、第１次実施計画の進捗を踏ま
えて、緊急性や必要性、未来への投資効果などの総合的な観点から事業が厳選され、第２次実施計画が平成27年度よりスタート
しました。
 平成28年度は、第２次実施計画の中間年度であり、実施計画策定後、国における地⽅創⽣への対応や東京2020オリンピック・
パラリンピックも念頭に置き、新基本計画に⽰す「未来をつくる⼈材が育つまち」「みんなの⼒で⽀えあうまち」「訪れてみた
い・住んでみたいまち」の実現に向け取り組まれてきたと承知しております。
 そして、今年度は、第２次実施計画の最終年度でもあり、平成28年度の新基本計画に関する政策評価、中間評価の結果や第２
次実施計画の進捗状況や課題などを検証し、取り組みを進めるよう望むところであります。
 そこで、平成28年度決算時点での事業の進捗状況とあわせて、第２次実施計画の最終年度である本年、新基本計画審議会での
中間評価を受けてどのように取り組まれるのか、⾒解をお聞かせください。
 また、次期実施計画の策定に当たっては、これまでの取り組みを結実させるべく、複雑化、多様化する⾏政課題や市⺠ニーズ
に的確に対応した計画となるよう望むものであります。
 次期実施計画策定に関しての基本的な考えについてお尋ねします。
 次に、将来を⾒据えたまちづくりについてお尋ねします。
 国の社会資本整備審議会において、都市の拡⼤から、都市機能の質の向上を図りつつ多様性の確保や連携性の促進などの政策
転換が図られようとしております。⽇本社会は、本格的な⼈⼝減少社会へと移⾏し、⻑く続いた少⼦化の影響による出⽣率はも
ちろんのこと、社会、経済の担い⼿である現役世代全体の⼈⼝が減少し、地域においては、地域コミュニティーの担い⼿不⾜な
ども起こっているとのことであります。また、⾼齢者は年々増加し続けており、医療、介護のニーズが⾼まる75歳以上の⾼齢者
⼈⼝は今後も増加し続ける⾒通しですが、それに応えられる社会資源はまだまだ整っていないとも⾔えます。
 このような状況を踏まえて、平成26年12⽉に閣議決定された「まち・ひと・しごと創⽣⻑期ビジョン」には、これまでの東京
⼀極集中型や全国⼀律の都市構造から転換し、地⽅の諸課題を反映した⾃律性、独⾃性を持った都市構造へと移⾏することが求
められているとの考えが⽰されております。
 本市において策定された「千葉市まち・ひと・しごと創⽣⼈⼝ビジョン・総合戦略」においては、⼈⼝減少・少⼦超⾼齢社会
を⾒据えた交流と共創による⾃⽴した圏域をつくり出すことを⽬指しており、産業と経済、⼦育てや⾼齢者⽀援など、都市経営
の３⽅針と７つの重要戦略で構成され、将来を⾒据えたまちづくりが確認できます。⼀⽅で、⼈⼝減少・少⼦超⾼齢社会は、今
まで以上に深刻化し、社会保障やこれまでの投資してきた公共施設や社会インフラの⽼朽化に伴う維持更新費⽤の増⼤、⾃然災
害への対応など、市⺠⽣活の安全・安⼼を維持する上でも課題も残ります。
 本市は、平成17年度時に実質公債費⽐率が23％と⾼く、今後さらに上昇する⾒込みであったことから、⽐率を下降に転じさせ
公債費負担の適正化を図るために、公債費負担適正化計画を策定し、建設事業に係る市債発⾏額を第２次５か年計画の約５割程
度に抑制されてきております。このようなことから、建設事業の抑制を図ってきた結果、⽼朽化が進む学校などの各種施設や道
路や下⽔道などのインフラの⼤規模改修や機能更新など、計画的な対応がおくれるなどの課題が⽣じていると思われます。
 そこで、財政健全化とのバランスをとりながら進めることはもちろんのこととして、⼈⼝減少・超⾼齢社会への対応を⾒据え
た上で、将来のまちづくりに向けた効果的な投資についても検討を⾏うべきと考えます。⾒解をお聞かせください。
 次に、コンパクトシティーの形成と地域包括ケアシステムについて伺います。
 これまでは、都市部の⼈⼝流⼊等を背景に、住宅を⼤量に供給するなどの都市拡⼤に向けたまちづくりを進めてきましたが、
近年、経済の停滞や本格化する超⾼齢社会の到来、これまでの広域的な都市機能の拡散や⽴地による中⼼市街地の衰退など、都
市は成⻑期を終え、成熟型の都市へ移⾏しようとする転換期を迎えようとしております。
 このような社会状況の中で、国において、平成26年８⽉に都市再⽣特別措置法の⼀部改正法と同年11⽉に地域公共交通活性化
再⽣法の⼀部改正法が施⾏され、⽣活拠点などに福祉、医療等の施設や住宅を誘導し、集約する⽴地適正化計画制度や地⽅公共
団体が中⼼となり、まちづくりと連携して⾯的な公共交通ネットワークを再構築するための新たな仕組みが設けられたと伺って
おります。
 さらに、今後は、⼈⼝減少、超⾼齢化が進む中で、医療、福祉、商業等の⽣活機能を確保し、⾼齢者が安⼼して暮らせるよう
施設の誘導などに伴う地域公共交通ネットワークの再編も必要となると考えるところであります。
 また、こうした成熟した都市部においては、コンパクトで機能的なまちづくりを進め、郊外より既存の都市中⼼部や低・未利
⽤地への投資など、これまでの都市構造のあり⽅を⾒詰め直し、都市機能を集約したコンパクトシティーの形成等に向けた検討
が進められております。
 そうした中で、本市でも、平成28年３⽉に策定された都市計画マスタープランは、⼀つの都市部に都市機能が集中する⼀極型
ではなく、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を⽬指すとされ、さらに、都市機能を効率的にまとめた
拠点同⼠を既存の公共交通ネットワークで結び、相互の補完や連携を図るまちづくりを⽬指すとされております。
 ⼀⽅で、超⾼齢社会の到来を踏まえて、⾼齢者が住みなれた地域で⼈⽣の最後まで⾃分らしい暮らしを続けることができる仕
組みである地域包括ケアシステムの構築に向けて、医療や介護だけでなく、住まい、⽣活⽀援、介護予防など、⾼齢者の⽣活全



般にわたる各種⽀援サービスの提供体制を総合的に考えていくことが必要とされております。
 2025年には、全ての団塊の世代が75歳を迎えるなど、ひとり暮らし⾼齢者や⾼齢者のみの単⾝世帯、さらには、認知症⾼齢者
の増加などが予想され、本市においても、2025年には⾼齢化率が29.7％となり、75歳以上の⾼齢者割合も18.3％と増加すると
⾒込まれております。
 本市の将来像がさまざまな政策の中で検討されている中、⾼齢者の居住地や地域公共交通のあり⽅など、時間軸を意識したコ
ンパクトシティーの形成と地域包括ケアシステムの構築との⼀体的な検討を進めていくことは、将来を⾒据えたまちづくりにお
いて重要なことと考えます。
 そこで、コンパクトシティーの形成と地域包括ケアシステムの構築に向けた取り組みについては、例えば、多くの⾼齢者が地
域において活動的に暮らし続けるために、商業施設や福祉施設、医療機関へのアクセスなど、利便性をさらに向上させた地域公
共交通ネットワークの構築を進める必要があるなど、相互に影響することから、施策展開に当たっては、連携を視野に⼊れた取
り組みが必要と考えますが、⾒解をお聞かせください。
 次に、⽴地適正化計画についてお尋ねします。
 ⽴地適正化計画は、都市再⽣特別措置法の⼀部改正により、急激な⼈⼝減少と⾼齢化に対応するため、おおむね20年後を⽬標
に、都市機能の集約と中⼼市街地の再⽣によって効率的で持続可能な都市経営に転換するものであります。この計画では、市街
化調整区域や災害リスクが想定されている区域は含めないとされ、中⼼市街地など市街化区域に限定された計画であると⾔えま
す。
 本市においても⽴地適正化計画の策定に取り組まれているとも聞いており、集約型都市構造を⽬指すためには、なくてはなら
ない計画であると考えます。
 ⼀⽅で、平成19年４⽉に市街化調整区域における地区計画の運⽤基準を策定し、地区計画を定めることで４つの⽬的に応じた
活⽤を⾏うとされております。その中で、鉄道駅の１キロ圏において、緑の保全や創出を図る開発⾏為を誘導し、良好な住環境
を有する市街地の形成、保全を図るとされ、これは、都市計画法に基づく市街化調整区域の開発⾏為等の許可基準に関する条例
で１キロ条例に規定されております。
 本市における都市機能の⼀つとして、中⼼市街地から稲⽑区や若葉区を中⼼に運⾏されている千葉都市モノレール事業は厳し
い経営が続いており、乗降客のさらなる確保など経営再建に向けて取り組まれております。先ほどの１キロ条例に照らすと、モ
ノレール駅の周辺は市街化調整区域が多くあり、経営再建に向けて市街化調整区域を有効活⽤することも必要となると考えます
が、⼀⽅で、中⼼市街地の空洞化を抑制し、⼈⼝減少・超⾼齢社会を迎える中で、都市機能の誘導区域や居住誘導区域をどのよ
うに設定し、また、市街化区域と市街化を抑制すべき市街化調整区域の扱いについては、どのように考えているのか、⾒解をお
聞かせください。
 さて、⽴地適正化計画において、円滑な居住の誘導を図るための住宅施策とコンパクトシティーに向けた取り組みの連携は必
要と考えます。現在、空き家対策を進めるために実態調査を実施されており、調査結果に基づく中古住宅やリフォーム市場の活
性化などにつながる住宅施策を講じながら、コンパクトシティー形成に向けた取り組みが推進されることに期待するところであ
ります。
 ⽴地適正化計画を進める中で、居住の誘導などとあわせて、既存の住宅団地の再⽣等の施策を具体的に進めていく必要がある
と考えます。本市には、花⾒川区や美浜区などにＵＲ都市機構が開発した集合住宅団地や先ごろ売却された雇⽤促進住宅など、
多くの住宅団地が⽴地しております。これらのほとんどが⾼度経済成⻑期に建設されたものであり、建てられてから半世紀近く
たち、建物の⽼朽化や住⺠の⾼齢化が進み、さらには、現代建築とは異なることやライフスタイルの変化などから、こうした住
宅団地は敬遠されがちとなり、空室も多く⾒られるようになりました。
 そうした中で、企業と連携し、古くなった建物に新たな価値を⽣み出すリノベーションを⾏うなど、既存ストックの有効活⽤
に取り組まれている地域もあります。本市においても、こうした住宅の既存ストックを有効に活⽤する施策を具体的に進める必
要があると考えます。
 そこで、⽴地適正化計画の中で、既存の⼤規模住宅団地は居住誘導地域になると考えられますが、住宅団地の再⽣について
は、計画上どのような位置づけとなるのか、また、こうした住宅団地などの既存ストックを有効に活⽤した住宅施策を今後どの
ように進めようと考えているのか、⾒解をお聞かせください。
 次に、地域共⽣社会の実現に向けて、地域づくり・包括的な⽀援体制の整備についてです。
 本市では、全ての市⺠が安⼼して暮らし続けられる地域社会の実現を⽬指し、ともに⽀え合う地域福祉社会をつくるとの基本
⽬標のもと、地域福祉を推進するための基本的な⽅向性や施策を展開していく上での仕組みづくりや環境整備などを⾏う第３期
千葉市地域福祉計画が策定され、住⺠の主体的な参加と事業者、⾏政との協働により、地域福祉の取り組みがなされておりま
す。この第３期千葉市地域福祉計画は、平成27年から開始され、本年が計画の最終年度であり、現在、次期計画の策定に取り組
まれていると思います。
 2020年に東京オリンピック・パラリンピックを迎え、経済効果に期待をする⼀⽅で、その５年後には、団塊の世代が75歳以上
となる2025年を迎えることになります。⾼齢者⼈⼝がふえる中で、社会保障のあり⽅も刻々と移り変わっており、地域共⽣社会
の構築が求められる中、⽀え⼿、受け⼿という関係性から、地域の多様な主体が我が事としてかかわり、⽀え合っていく社会へ
と転換を図る必要があります。
 先⽇、我が会派として、地域福祉に⼒を⼊れて取り組まれている豊中市に伺ってまいりました。豊中市では、平成16年に誰も
が互いに尊重し合い、安⼼して健康に暮らすことのできる福祉コミュニティーの実現を掲げ、⼩学校区に地域福祉拠点となる、
福祉なんでも相談窓⼝を設置しておりました。市の社会福祉協議会が中⼼となり、現在18名から成るコミュニティソーシャルワ
ーカーを配置するほか、福祉制度や相談対応について研修を受けた⺠⽣委員や住⺠ボランティアから成る校区福祉委員会が⽣活



困窮者だけではなく、社会的孤⽴状態にある⼈も含めて、重層的な⽀援を⾏える体制づくりを進めるとともに、地域密着型のア
ウトリーチ⽀援を展開されておりました。
 さらに、コミュニティソーシャルワーカーは、相談を受けた地域課題を解決するのみならず、みずからが地域を訪問し、制度
のはざまの問題など個別の課題に対応し、地域課題として共有する場を設け、課題を提起し、新たな⽀援対策を検討するなど、
積極的な活動がなされておりました。
 本市においても、社会福祉協議会がさまざまな事業を展開しており、特に地域においては、社会福祉協議会地区部会が⾼齢者
や⼦育てサロン、ひとり暮らし⾼齢者の⾒守りなどの事業を展開されております。また、コミュニティソーシャルワーカーにつ
いても、各区に１名配置されていると伺っております。
 しかしながら、各区のコミュニティソーシャルワーカーについては、その活動はどのように⾏われているのか余り⾒えない状
況であり、また、社会福祉協議会の活動のあり⽅についても、さらなる強化、拡充が必要と考えているところであります。
 平成28年２⽉に策定された千葉市中⻑期的な⾼齢者施策の指針においては、社会福祉協議会が地域福祉の推進や地域包括ケア
システム構築の中核的な役割を担う組織として位置づけられており、今後、組織体制の強化を図るとのことであり、また、コミ
ュニティソーシャルワーカーについても、増員、育成にも取り組むこととされております。
 そこで、現在検討している第４期の千葉市地域福祉計画である⽀え合いのまち千葉推進計画では、地域共⽣社会を実現するた
め、どのように実効性のあるものとして市域に浸透させていくのか。また、今後の社会福祉協議会については、そのあり⽅につ
いてどのように考えているのか。さらに、コミュニティソーシャルワーカーについては、拡充に向けて以前にも指摘しておりま
すが、今後、その活動のあり⽅をどのように考えていくのか、伺います。
 次に、総務⾏政について。
 情報技術の活⽤について伺います。
 情報技術を活⽤した本市の業務プロセス改⾰は、区役所窓⼝改⾰、庶務事務改⾰、内部管理システム導⼊の３事業を重点項⽬
として取り組まれ、昨年度末をめどに各システムの導⼊が整い、運⽤が随時開始されていると承知しております。また、住⺠情
報系システムについても、昨年度中に刷新されており、⼤幅な費⽤削減が⾒込まれているとのことであります。
 ⼀⽅で、これら情報技術の活⽤により職員の⽇常業務を効率的、効果的に処理できることが期待されますが、残念ながらヒュ
ーマンエラーは起こり得るもので、これまでも、⼊⼒ミスや係数の掛け間違いなど、単純ミスが⼤きな損失につながった不祥事
等の報告を受けております。リスクマネジメントの観点からも、全庁的な再発防⽌対策、⼊⼒ミス等の軽減対策など、現場に適
した事務処理の取り組みを求めるところであります。
 また、先⽉、会派で視察した⼤阪市においては、情報技術を活⽤した業務⽀援の取り組みなどを積み重ね、ＡＩやＩｏＴの活
⽤につながるようノウハウを蓄積されていると伺いました。
 そこで情報技術の活⽤について、３点伺います。
 ⼀つに、業務プロセス改⾰やシステム刷新など、これまでの情報技術の活⽤、更新に関する効果についてお聞かせください。
 ⼆つに、現在における情報技術の活⽤については、当局としてどのような考えで推進しようとしているのか、お聞かせくださ
い。
 三つに、将来的にはＡＩやＩｏＴの活⽤まで視野に⼊れながら、業務の⾒直しや業務⽀援など各種事業を展開すべきと考えま
すが、当局の⾒解をお聞かせください。
 次に、市⺠⾏政について。
 ＬＧＢＴ、性的少数者への取り組みについてお尋ねいたします。
 多様性社会の構築に向けて、特にＬＧＢＴについては、当事者が安⼼して⽣活を送れるための仕組みづくりや周囲からの理解
が必要となります。
 そこで伺います。
 まずは、ＬＧＢＴ当事者と⾏政との接点となる千葉市役所や千葉市内の各区役所の窓⼝業務において、ＬＧＢＴに対する対応
について、どのように取り組まれてきたのか、お答えください。
 また、五輪憲章では性的指向による差別が禁⽌されておりますが、さきのリオ五輪では、ＬＧＢＴを公表する選⼿が過去最⾼
の41名に達するなど、カミングアウトしやすい、つまり、ＬＧＢＴであることを公表しやすい開かれた都市である印象を国内外
に与えました。このように、オリンピック・パラリンピック開催都市に対する評価においては、障害者への理解と同様に、ＬＧ
ＢＴへの理解、対応も重要となってきています。
 そこで、2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けて、千葉市だけでなく、開催都市と連携してＬＧＢＴへの理解促進
を図り、そのために千葉市として積極的な役割を果たしていくべきと考えますが、本市のこれからの取り組みを含めて⾒解をお
聞かせください。
 次に、空き家対策について伺います。
 増加する⼀⽅の空き家ですが、その適切な管理や利活⽤の促進策などを定めた空家等対策の推進に関する特別措置法が全⾯施
⾏され３年⽬となります。この特措法の施⾏により、固定資産税の税情報を活⽤し、所有者を把握しやすくなったほか、所有者
に対して撤去や修繕を促す指導、勧告、命令など、⾃治体が空き家対策に乗り出しやすくなり、本市においても、特措法を活⽤
した対策にしっかり取り組むよう会派として重ねて求めてまいりました。
 今年度は、空家等対策計画の内容等を審議、検討するため、協議会の設置や市内空き家の実態調査の実施など、空き家対策に
向けて具体的な事業展開が開始されたと考えます。
 そこで伺いますが、これまでの空き家対策の取り組みの成果と課題をどのように評価しているのか、あわせて今後の取り組み
についてお答えください。



 また、空き家問題については、建物倒壊のおそれや不特定者の侵⼊、周囲の⽣活環境の保全等の課題が重なっており、対応部
局も複数となることを踏まえ、他市の先⾏事例を参考に空き家対策室等を設置して、⼀元的に事業を展開すべきと前回の代表質
疑で申し上げましたが、検討状況についてお答えください。
 次に、保健福祉⾏政について。
 新しい介護予防・⽇常⽣活⽀援総合事業について伺います。
 平成26年に地域包括ケアシステム推進の柱となる医療・介護総合推進法が成⽴しました。同法によって、全国⼀律だった訪問
介護、通所介護が市町村の地域⽀援事業に移⾏し、介護度が⽐較的軽い要⽀援１、２の⾼齢者へのサービスがより現場に近い市
町村に移管されました。また、ＮＰＯ法⼈などとの連携で、⾼齢者のニーズに合わせたサービスの提供が期待されます。
 これにより、国基準の画⼀的な給付という制約を受けることなく、地域特性に応じた取り組みが可能になりました。市町村が
責任を持って取り組む介護保険のサービスであることに変わりはなく、地域格差が⽣まれるとの懸念もありますが、本市におい
ては、本年４⽉から、従来のサービスを継続しつつ、新たに事業所指定の基準を緩和したサービスなど、地域のさまざまな担い
⼿によるさまざまな⽀援が始まりました。利⽤者への周知を含め、スムーズな取り組みを望むところであります。
 そこで伺いますが、総合事業について、これまでの取り組みの成果と課題をどのように評価されているのか、あわせて課題を
踏まえた今後の取り組みについてお答えください。
 次に、発達障害への取り組みについてお尋ねします。
 発達障害については、その早期発⾒の重要性から、我が会派においても５歳児健診の導⼊などを再三訴えてきたところです。
浦安市では、ゲイズファインダーという装置を昨年から導⼊し、画⾯画像に対する⼦供の視線の動きから、発達傾向を把握した
早期発⾒に努めていると伺いました。
 先⽇、千葉⼤学など国⽴⼤学と企業で共同開発しているこの装置を会派として実際に体験してみたところです。発達障害は早
期に診断されることにより、その⼦供に合った適切な対応が可能となり、その後の⽣活にも⼤きく影響が出てくると⾔われてお
ります。
 そこで、浦安市などの取り組みを踏まえ、これまでの千葉市における発達障害の早期発⾒に向けた取り組みについて伺いま
す。あわせて、これからの取り組みについてお答えください。
 また、発達障害については、早期発⾒とともに、それに⾒合った周囲からの理解やサポートが必要と考えます。その種類や程
度によっては、理解ある周囲のサポートによって通常の社会⽣活が送れる場合もあるからです。
 そこで、発達障害に対する市⺠の理解促進に向けたこれまでの取り組みについてお聞かせください。
 次に、肝炎対策について伺います。
 ⽇本のウイルス性肝炎の患者及び感染者数は300万⼈から370万⼈と推定され、国内最⼤の感染症と⾔われています。ウイルス
性肝炎は、感染時期が明確でないことや⾃覚症状がないことが多く、本⼈が気づかないうちに肝硬変や肝臓がんへと移⾏してし
まう可能性が⾼い疾患であります。⼀⽅、肝臓がんの原因の約60％を占めるＣ型肝炎の治療効果は⾶躍的に進歩しており、ほと
んどの場合、経⼝薬でウイルスの駆除ができるようになってきており、早急な対策が急がれるものの、肝炎検査の陽性者の４割
近くが未受診であるとの報告も伺っています。健康づくりのための各種検診事業では、病気の早期発⾒、早期治療が重要となる
ことは⾔うまでもありません。
 そこで、千葉市の肝炎対策の推進を願って伺います。
 ⼀つに、千葉市における平成28年度の肝炎検査陽性者への対応とその評価についてお答えください。
 ⼆つに、これまでの肝炎検査陽性者に対する積極的な受診勧奨を⾏い、肝炎ウイルスの駆除に向けての取り組みを⾏うべきと
考えますが、本市の肝炎陽性者に対するこれからの取り組みについてお聞かせください。
 次に、こども未来⾏政について２点伺います。
 初めに、⼦供の貧困対策についてお尋ねします。
 かねてより、公明党市議団として取り組みを要望してまいりました⼦供の貧困対策については、平成28年度に本市における実
態調査が⾏われ、あわせて対策の推進計画として、千葉市こども未来応援プランが策定されております。
 ８⽉に公明党市議団で伺った⼤阪市では、⼦供の貧困対策についての実態調査や先⾏する区単位での取り組み等が⾏われてい
ました。本市の推進計画の策定は、政令市で２番⽬の取り組みであり、また、施策を総合的に推進することが必要となることか
ら、貧困対策推進協議会が設置され、庁内横断的な施策が進められようとしており、その取り組みを評価いたしているところで
あります。
 さて、千葉市こども未来応援プランにおいては、基本的な指針である国の⼤綱を基本として、教育の⽀援、⽣活の⽀援、保護
者の就労、経済的⽀援に加え、本市独⾃の取り組みとして連携体制等を基本⽬標としております。
 そこで、連携体制等を基本⽬標に加えることとした考えと実態調査で浮かび上がった本市の⼦供の貧困の実情について伺いま
す。
 また、貧困対策を推進する上での課題とその対応についても、あわせてお尋ねいたします。
 次に、放課後の⼦供たちの健全育成について伺います。
 さきの第２回定例会の公明党市議団の代表質問に対し、市⻑から放課後の⼦供たちの健全育成について、各事業の⾒直しに関
し⾔及があり、これまでの成果と課題、⼦供、保護者のニーズの変化などを踏まえ、放課後施策を総合的、計画的に展開するた
めに、その指針となる（仮称）千葉市放課後⼦どもプランを平成30年度末をめどに策定する旨の答弁をいただきました。
 現在、稲浜⼩学校において放課後⼦ども教室・⼦どもルーム⼀体型事業がモデル事業として実施されており、また、⼦どもル
ームについては、指導員の確保等を図るため⺠間事業者の参⼊等が検討されておりますが、今後、放課後⼦ども教室・⼦どもル
ーム⼀体型事業が具体的に展開されることになれば、⼦どもルームのあり⽅等にも⼤きな影響が出るように思われます。



 そうしたことから、（仮称）放課後⼦どもプランの策定については、本市の⼦供たちの放課後のあり⽅や保護者のニーズ等、
実態を把握するとともに、現在の施策のあり⽅を整理し、放課後施策を総合的、計画的に展開するための指針となるよう取り組
みを求めるところであります。
 策定に向けてどのように取り組むのか、所⾒を伺います。
 次に、環境⾏政のうち、使⽤済み⼩型家電の再資源化についてお尋ねします。
 ⼩型廃家電の回収は、⼩型家電リサイクル法に基づき既に各地で実施され、全⾃治体の70％で導⼊される⼀⽅で、同制度によ
る⼩型廃家電の回収は、実際に発⽣する分量の約１割にとどまっており、対象品⽬数や回収⽅法、制度の周知など各⾃治体の取
り組みに差があることが指摘されております。
 そこで、まず、平成28年度の取り組みを中⼼に、これまでの本市の取り組みについてどのように総括されているのか、伺いま
す。
 さて、オリパラ組織委員会が本年４⽉から全国展開しております「都市鉱⼭からつくる！みんなのメダルプロジェクト」が注
⽬されております。再⽣⾦属がメダルに使われた事例は過去にもあったようですが、回収への協⼒を国⺠に求め、約5,000個のメ
ダルを全て再⽣⾦属で賄うのは、初の試みと⾔われております。本市も参加をしており、取り組みの広がりに期待するものであ
ります。
 ⼀⽅で、その実現に向けては、約８トンの回収が必要とされ、容易なことではありません。しかしながら、市⺠の参加意識を
⾼め、⼦供たちも資源の有効利⽤の⼤切さを学ぶ意義は極めて⼤きいと考えます。全国には、⼯夫を凝らして回収増に取り組む
⾃治体、⺠間企業も⾒られる中、競技開催都市として⼀歩踏み込んだ取り組みをすべきであります。
 そこで、現在の取組状況及び今後の取組強化について⾒解を伺います。
 次に、農政について、農地等の利⽤の最適化の推進に関する指針に関して伺います。
 平成28年４⽉に農業委員会等に関する法律の改正が⾏われ、千葉市においても新たな農業委員と農地利⽤最適化推進委員が選
任されたところであり、本市農業の推進に向けた取り組みが加速されていることと期待するところであります。
 新たな、農業委員会等に関する法律の中には、農業委員会の必須事務として、その区域内の農地等の利⽤の最適化の推進が上
げられております。また、農業委員会として該当地域の農地利⽤の将来ビジョンとなる農地の利⽤の最適化の推進に関する⽬標
と推進⽅法について指針を定めることとされております。
 新たな体制での千葉市農業委員会の指針への取り組みについて伺います。
 ⼀つに、本市の農地利⽤の最適化に向けた課題をどのように捉えているのか。
 ⼆つに、農地利⽤最適化の推進に関する指針をどのようなスケジュールで策定し、今後どのように進めようとされているの
か。
 三つに、指針の公表が義務づけられておりますが、公表後どのような形で取り組みを計画されているのか、お尋ねいたしま
す。
 次に、建設⾏政について、集中豪⾬対策に関して伺います。
 近年、全国的に短時間に狭い範囲で激しく降るゲリラ豪⾬と呼ばれる局地的集中豪⾬などにより、道路や住宅の浸⽔、急傾斜
地の崖崩れ、⼟⽯流、川の氾濫などが多発しており、本年７⽉九州北部地⽅を襲った豪⾬では、多くの⽣命が奪われるなど、甚
⼤な被害が発⽣しています。
 本市においても、昨年の９⽉、ゲリラ豪⾬の影響でＪＲ千葉駅前など市内各所にて浸⽔被害が発⽣したことは、記憶に新しい
ところであります。
 さきの第２回定例会での我が会派の代表質問に対して、近年の降⾬特性を検証し、想定する⼤⾬のレベルを引き上げ、対策の
強化を図ることとし、計画的に整備を推進する旨の答弁でありましたが、そこで、何点かお尋ねいたします。
 ⼀つに、検証を⾏った近年の降⾬特性について。
 ⼆つに、対策の強化に向けて具体的にどのように取り組みを進めるのか、お聞かせください。
 次に、消防⾏政について、救命率向上に向けた消防と医療の連携について伺います。
 これまでも、市⺠の救命率向上や後遺症の軽減に向けた消防と医療の連携には、119番⼊電時にタブレット端末の配備により、
医療機関の受け⼊れ可否の状況と救急隊の持つ傷病者情報をリアルタイムで共有し、速やかに傷病者を搬送する救急情報共有シ
ステムの本格運⽤や傷病者の緊急度や重症度により、医療機関と連携する消防ヘリによるドクターピックアップ⽅式の導⼊がな
されていると承知しております。
 また、昨年度の市⽴⻘葉病院・救急ワークステーションでの救急救命⼠を含む救急隊員全般の再教育の実施については、会派
としても⼀定の評価をしているところであります。さらに、本年４⽉には、⾃然災害から交通事故など、救急現場において複数
の負傷者が発⽣し、現場から要請があった場合には、千葉市独⾃の救急医療チーム、通称ＣＯＭＥＴを発⾜したと聞いておりま
す。
 そこで、市⺠の救命率向上と後遺症軽減に向けたさらなる消防と医療の連携について伺います。
 ⼀つに、災害派遣医療チームの千葉県ＤＭＡＴと千葉市独⾃の救急医療チームＣＯＭＥＴとの違いについて。
 ⼆つに、これまでのＣＯＭＥＴの活動実績と今後の課題を含む運⽤への展望についてお聞かせください。
 次に、病院⾏政について、脳脊髄液減少症への取り組みに関して伺います。
 脳脊髄液減少症とは、交通事故、スポーツ外傷等での頭頚部や全⾝への衝撃により、脳脊髄液が漏れ続け、頭痛、めまい、⽿
鳴り、思考⼒低下等のさまざまな症状が複合的に発症する疾病と⾔われております。医療現場においては、このような症状の原
因が特定されない場合が多く、患者は、怠け病あるいは精神的なものと診断され、患者⾃⾝の⾁体的、精神的苦痛はもとより、
患者家族の苦労もはかり知れないものがあると考えます。



 千葉市議会でも、平成25年第１回定例会と平成27年第４回定例会の２回にわたって、我が会派の提出した脳脊髄液減少症の治
療推進を求める意⾒書を全会派の賛同をいただいて国に提出したところであります。千葉市内において脳脊髄液減少症の診断や
相談に乗っていただける病院は皆無であり、診断にたどりつくまでの間、患者、家族の不安は⼤きく、適切な対応が求められて
おります。
 そこで、こうした脳脊髄液減少症で悩む⽅々に対し、相談できる体制づくりとブラッドパッチ療法への積極的な取り組みを要
望いたしますが、⾃治体病院としての病院局の⾒解をお聞かせください。
 次に、教育⾏政のうち、就学援助についてお尋ねいたします。
 就学援助は、児童⽣徒の家庭が経済的に困窮している場合、学⽤品や給⾷、修学旅⾏などの費⽤の⼀部を補助する制度でもあ
ります。そのうち、⽣活保護世帯である要保護児童⽣徒への⽀給には、国の補助⾦交付要綱に基づき２分の１が国庫補助される
仕組みとなっております。しかしながら、同要綱では、対象を⼊学後の児童または⽣徒の保護者としていたため、新⼊学時に必
要なランドセルなどの学⽤品の費⽤を⽀給する場合、⼊学後の⽀給となっておりました。
 こうした中、本年３⽉、国会で我が党の富⽥衆議院議員が改善を求めたところ、副⼤⾂が速やかに⾏いたいと答弁。同⽉末に
は、⼩学校⼊学準備のために多額のお⾦を⽤意しなくても済むよう、⼊学前に⽀給をした場合にも国の補助対象とすることを⽂
科省が発表、来春の新１年⽣から適⽤されることとなりました。
 本市にあっても、この国の改正を受け、現在、⼊学後の⽀給としている要保護児童⽣徒や準要保護児童⽣徒への⼊学準備⾦に
ついて、⼊学前の３⽉に⽀給できるよう取り組みを進めるべきと考えます。
 そこで、本市における⼊学準備⾦の現状について、平成28年度の実施状況を含め、お聞かせください。
 また、本市としての今後の対応⽅針について、あわせて⾒解を伺います。
 以上で、１回⽬の質疑を終わります。御答弁よろしくお願いいたします。（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、順次お答えをいたします。
 初めに、平成28年度決算についてお答えをいたします。
 まず、決算をどのように捉え、また、予算配分を重点化した分野の成果をどのように把握、評価しているのかについてです
が、28年度決算では、最重要課題として取り組んでいる財政健全化について、実質公債費⽐率が18％を下回り、政令市で唯⼀で
あった起債許可団体から脱却したほか、将来負担⽐率も200％を下回り、第２期財政健全化プランの⽬標を達成する⾒込みである
とともに、市債残⾼等の債務を削減するなど着実な推進を図ることができたと考えております。また、予算を重点的に配分した
分野についても、⾒込んでいた成果をおおむね上げることができたと考えております。
 主な事業について申し上げますと、医療、介護では、認知症初期集中⽀援チームを１カ所から３カ所に増設し、認知症の早期
診断、早期対応に向けた⽀援体制を充実させるとともに、不妊治療について、初回助成額を引き上げて新たに303件の助成を⾏っ
たほか、男性不妊治療費を助成対象に追加し、利⽤者の経済的負担の軽減が図られたものと考えております。
 ⼦育て、教育では、児童養護施設の退所児童等の⽣活⽀援や就業⽀援等を⾏うなど、要援護児童等の⽀援を充実させたほか、
学校施設の⼤規模改造、トイレ改修等の⽼朽化対策に本格的に着⼿し、児童⽣徒の安⼼・安全な教育環境の整備を推進いたしま
した。
 地域経済の活性化では、市内中⼩企業者のすぐれた新製品20件を認定し、そのうち９件について庁内で試験的に調達をして販
路の拡⼤を促進するなど、中⼩企業の成⻑を⽀援したほか、企業⽴地補助⾦の平成28年度の事業計画認定件数についても、28件
と引き続き堅調に推移し、雇⽤の創出や税源涵養に寄与したものと考えております。
 また、特性を⽣かすまちづくりでは、加曽利⾙塚の特別史跡化に向けた取り組みを推進した結果、本年秋ごろには特別史跡と
して指定される⾒通しとなったところであり、都市アイデンティティーの確⽴に向けた地域資源の有効活⽤に資するものと考え
ております。
 以上、成果を申し上げましたが、今後も事業の効果を的確に検証し、効果的に事業を推進することにより、市⺠⽣活の向上や
魅⼒、活⼒のあるまちづくりを進めてまいります。
 次に、主要債務総額の削減に関する取り組みの具体的な成果とその評価についてですが、平成28年度末の主要債務総額は、24
年度と⽐較して996億円減の5,266億円となりました。その内訳は、普通会計における建設事業債等残⾼が686億円の減、普通会
計建設事業分の債務負担⾏為⽀出予定額が224億円の減、基⾦借⼊⾦残⾼が25億円の減、国⺠健康保険事業累積⾚字額が61億円
の減となっております。
 取り組みの評価につきましては、第２期財政健全化プランで平成29年度までに24年度と⽐較して1,000億円程度削減する⽬標
に対し、28年度末において996億円削減していることから、計画を上回る進捗状況にあると考えておりますが、今後も⽬標達成
に向け着実に取り組みを進めてまいります。
 次に、財政調整基⾦のあり⽅についてですが、基⾦残⾼は、枯渇状態であった平成20年度の７億円から、平成28年度には地⽅
交付税等の算定誤り分13億円の精算に備えた積⽴てを含むものの、71億円と着実に回復をしており、これまでの歳⼊確保の取り
組みや事業の⾒直しのほか、効率的な予算執⾏などの財政健全化の取り組みの結果と認識をしております。
 財政調整基⾦につきましては、急激な経済変動や災害等への対応など、年度間の財源調整を図り、中⻑期的に安定的な財政運
営を⾏うため、⼀定程度の残⾼の確保が必要と考えております。しかしながら、過去のリーマンショックによる急激な経済変動
の際には、平成22年度の税収がリーマンショックの影響があらわれる前の20年度に⽐べ約87億円減収となり、基⾦からの借⼊残
⾼も⼤幅に増加したことなど、財政運営上多⼤な影響を及ぼしたことや他政令市との⽐較を踏まえると、いまだ残⾼は⼗分では
ない状況であると認識しており、毎年度の収⽀状況を考慮しつつ、確保に努めてまいります。
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 次に、脱・財政危機宣⾔の解除についてお答えをいたします。
 まず、宣⾔の解除に⾄り、これまでの取り組みへの評価についてですが、宣⾔の発出後、財政危機の克服に向け、より包括
的、全庁的な取り組みを⾏うこととし、⾃主財源の確保や歳出抑制の取り組みなどの創意⼯夫により、効率的な財政運営の取り
組みを進めてきたところであります。
 また、厳しい財政状況を踏まえ、最⼤９％の職員給与のカットなど独⾃の給与削減措置を実施するとともに、事業効果が薄れ
た事業等について、市⺠⽣活への影響を考慮しつつ⾒直しを⾏ったほか、市⺠負担の公正性の観点から公共料⾦の⾒直しを⾏う
など、財政健全化に向けた取り組みを進めてまいりました。
 これらの取り組みは、市⺠の皆様や議会の御理解、御協⼒に加え、職員の協⼒により⽐較的順調に進められ、宣⾔が解除でき
る段階まで到達できたと考えており、改めて深く感謝を申し上げます。
 なお、引き続き財政状況は厳しいことから、これまでの取り組みの成果を維持し、将来にわたり責任のある財政構造を確⽴す
るため、今後も効率的な財政運営に努めるとともに、財政健全化の取り組みを推進してまいる所存であります。
 次に、将来的な実質公債費⽐率の⾒通しについてですが、現在、第３期財政健全化プランを策定しているところであり、現時
点で具体的な数値の⾒通しをお⽰しすることは難しいと考えておりますが、将来のまちづくりに必要な投資を⾏っていく場合に
おいても、少なくとも起債において国の許可が必要となる基準である18.0％を再び超えることはなく、低減していくものと⾒込
んでおります。
 今後も、再び起債許可団体となることのないような財政運営が不可⽋であるとの認識のもとで、財政健全化への取り組みを継
続してまいります。
 次に、今後の財政運営における課題と対応についてですが、これまでの財政健全化の取り組みの結果、本市財政は危機的な状
況を脱したと判断したところであります。しかしながら、国⺠健康保険事業や病院事業の累積⾚字のほか、基⾦借⼊残⾼などの
債務が依然として多額であり、健全化判断⽐率も他の政令市に⽐べ⾼い⽔準であることから、引き続き、これらの改善に向けた
取り組みが必要と考えております。
 また、今後も少⼦・超⾼齢化の急速な進展などにより、市税収⼊の⼤幅な伸びが期待できない⼀⽅で、歳出では、⼦育て、医
療、介護の分野などで多額の財政需要が⾒込まれることから、厳しい収⽀状況は続くものと認識しております。
 このような状況を踏まえ、今後も創意⼯夫による効率的な財政運営に努めるとともに、市税等徴収対策等の歳⼊の確保や事業
の選択と集中のほか、将来負担の低減などの取り組みを着実に推進してまいる所存であり、今年度内に策定する次期財政健全化
プランに基づき、引き続き財政健全化の取り組みを推進してまいります。
 次に、病院事業における過去最⼤の⾚字額及び資⾦不⾜⽐率の発⽣に対する認識と原因についてですが、過去最⼤の⾚字につ
きましては、海浜病院の⼼臓⾎管外科における新規患者の受け⼊れ停⽌や⾵評による影響等により、⼊院、外来ともに患者数が
減少したことから医業収益が減少となった上、他科連携、他職種連携の体制の整備を図るために⾏ってきた看護職員、医療技術
職員の増員等に伴う給与費の増加などにより医業収⽀が⾚字となったものであります。
 この医業収⽀の⾚字の拡⼤に加え、平成27年度に特別利益として計上していた過年度分の資本費繰り⼊れ収益がなくなったこ
となどにより過去最⼤の⾚字が発⽣したものですが、基本的には、これまでの投資に⾒合う収益を⼗分に上げられなかったこと
が原因と考えております。
 また、資⾦不⾜⽐率につきましては、平成19年度の⽐率算定以来、20億円台で推移してきた資⾦剰余額が25、26年度には16
億、27年度には11億円にまで減少しており、28年度には、厳しい経営状況に伴い⼀時借⼊⾦等の流動負債が増加したことなどに
より、これまでの資⾦剰余から2,300万円の資⾦不⾜に転じ、初めて資⾦不⾜⽐率が発⽣したものであります。⽐率は0.1％と僅
少ではありますが、近年の累積⽋損⾦の増加や資⾦収⽀の悪化が急速である状況は、本市の財政運営上極めて重⼤かつ喫緊の課
題と認識をしており、抜本的な経営改⾰に向け、新病院改⾰プランを策定し、経営の健全化に取り組んでまいりたいと考えてお
ります。
 次に、新年度の予算編成についてお答えをいたします。
 まず、平成30年度の財政⾒通しにつきましては、我が国の経済は、雇⽤・所得環境の改善が続き、個⼈消費は緩やかに持ち直
している⼀⽅、海外経済の不確実性など不確定な要素も多いことから、市税収⼊などの歳⼊については、今後の経済動向を注視
する必要があるものと考えております。
 ⼀⽅、歳出については、公債費の⾼どまりや⼦育て、医療、介護の分野などの社会保障費に多額の財政需要が⾒込まれること
から、引き続き厳しい収⽀状況になるものと考えております。また、本市財政は、危機的な状況は脱したものの、国⺠健康保険
事業の累積⾚字や基⾦借⼊残⾼などの債務を着実に削減する必要があるなど、依然として厳しいことから、今年度内に策定する
第３期財政健全化プランにおける取り組みを着実に推進する必要があります。
 このような厳しい状況下ではありますが、新年度の予算編成に当たっては、財政健全化を推進しつつ、効率的な予算配分を念
頭に必要な施策を次期実施計画に位置づけ、本市のさらなる発展に向け取り組んでまいる所存です。
 次に、次期実施計画についてお答えをいたします。
 平成28年度決算時点での第２次実施計画の進捗状況と新基本計画審議会での中間評価を踏まえた今年度の取り組みについてで
すが、第２次実施計画の計画事業数335に対しまして、⽬標事業量を達成した事業は81事業、おおむね計画どおり順調に進捗し
た事業は106事業、進捗におくれの⾒られる事業は138事業となっております。
 また、第１次実施計画の満了を受け実施した政策評価の中間評価は、平成28年度に新基本計画審議会で審議をいただき、評価
制度⾃体の課題はあるものの、新基本計画に基づく政策や取り組みについては、概括的には⽬指すべき⽅向に向け的確に進みつ
つあるとの御意⾒をいただいたところであります。
 そうした中で、現在進める第２次実施計画の最終年次である今年度は、⽬標事業量の達成に向けて鋭意取り組みを進めつつ、



その進捗状況や政策評価の中間評価で⽰された課題等を踏まえ、第３次実施計画の策定に取り組むとともに、政策評価制度の再
構築に取り組んでまいります。
 次に、次期実施計画策定に関しての基本的な考えについてですが、第３次実施計画は、新基本計画に基づくまちづくりの仕上
げ段階となる計画と認識をしております。計画期間中である平成32年には、本市⼈⼝が約97万9,000⼈でピークを迎え、その後
減少に転じると⾒込まれており、少⼦・⾼齢化の⼀層の進展とあわせ、本市にとって⼤変重要な局⾯を迎えることから、将来の
町の姿を⾒据えた取り組みを的確に位置づける必要があると考えております。
 また、同じ平成32年に東京2020オリンピック・パラリンピック⼤会が開催されることから、⼤会の成功はもとより、共⽣社会
の実現などレガシーの創出、醸成に向けた取り組みを進める必要があると考えております。
 ⼀⽅で、今後も財政健全化に向けた不断の取り組みは必要であり、これまでに組織全体で培った本市財政に関する理解と徹底
的に創意⼯夫するという改⾰のマインドをもとに、緊急性や必要性、未来への投資効果などを含めた総合的な観点から、選択と
集中による事業の厳選を⾏うとともに、市⺠視点、納税者視点での成果を重視した計画づくりを進めてまいります。
 次に、将来を⾒据えたまちづくりについてお答えをいたします。
 将来のまちづくりに向けた効果的な投資についてですが、⼈⼝減少や少⼦・⾼齢化の進展は、将来の町の姿に⼤きな影響を与
えるものであり、平成32年に⼈⼝のピークを迎え、今後急速に⾼齢化が進むと⾒込まれる本市にとって、まさに喫緊かつ⻑期的
に取り組むべき課題であると認識しております。
 このため平成28年３⽉に策定した本市まち・ひと・しごと創⽣⼈⼝ビジョン・総合戦略では、全国、⾸都圏全体でも⼈⼝減少
が避けられない中、周辺都市と連携したちば共創都市圏の形成による都市機能の向上を初め、就業・交流⼈⼝の増、少⼦超⾼齢
社会を⾒据えた成熟都市の実現などを⽬指し、具体的な取り組みに着⼿、推進しているところであります。
 また、⼈⼝減少と都市機能の維持、向上の両⽴を図るためには、集約型都市構造を⾒据えた都市のコンパクト化などに向けた
取り組みが今後⼀層重要になってくるものと考えております。
 今後も厳しい財政状況が⾒込まれる中で、財政健全化とのバランスを踏まえつつ、未来を担う⼈材が育ち、市⺠⼀⼈⼀⼈が元
気で⽣き⽣きと暮らせる魅⼒的な町を実現するため、⼦育て⽀援や学校教育、⽣涯学習の充実、地域包括ケアや健康寿命の延伸
など、⼈⽣100年を⾒据えた取り組みにより、豊かな⼈間関係と市⺠活動の好循環を⽬指すとともに、産業基盤や観光機能の強
化、公共施設など社会インフラの⽼朽化対応や機能充実による利便性向上など、ソフト、ハード両⾯において、市⺠⽣活の維
持、向上につながる必要な投資を⾏ってまいります。
 次に、コンパクトシティーの形成と地域包括ケアシステムについてお答えをいたします。
 地域公共交通ネットワークの構築についてですが、コンパクトシティー施策の取り組みについては、都市の将来像を明確に
し、将来の⾼齢者の居住地や現在の地域公共交通ネットワークの状況等を考慮することを基本としております。このことから、
地域包括ケアシステムの視点も含めた⾼齢者の居住地や外出機会、地域コミュニティーの状況を踏まえた包括的にサービスが供
給できるような関連施設の誘導や利便性の⾼い公共交通で結ばれた暮らしやすい町を⽬指すことを考えております。
 都市の将来像の実現に当たり、⽴地適正化計画では、居住や都市機能の誘導並びに福祉分野、公共交通分野が連携し、短期的
また⻑期的な視点を持った⼀体的な施策の展開を検討してまいります。
 次に、⽴地適正化計画についてお答えをいたします。
 まず、都市機能の誘導区域や居住誘導区域をどのように設定するのかについてですが、⽴地適正化計画は、居住や⺠間施設の
⽴地を緩やかに誘導する仕組みであり、都市機能誘導区域については、公共交通、公共施設、商業、医療、福祉施設等の配置を
踏まえ、徒歩や公共交通による移動や回遊性、地域としての⼀体性等の観点から検討してまいります。
 居住誘導区域については、将来推計⼈⼝をもとに⻑期的な地区別⼈⼝⾒通しを⾒据えつつ、徒歩や主要な公共交通路線等によ
る拠点地区へのアクセス性、⼈⼝密度⽔準を維持、確保することによる⽣活サービス施設の持続性、災害等に対する安全性の観
点等から、区域を検討してまいります。
 次に、市街化区域と市街化を抑制すべき市街化調整区域の扱いについてですが、市街化区域は市街化を促進する区域、市街化
調整区域は無秩序な市街化を防⽌し、計画的な市街地の整備と農業や⾃然環境との調和と保全を図ることとされております。
 ⼀⽅で、１キロ条例は、⾼齢者、幼児、障害のある⽅などの⽣活利便性に配慮し、交通機関と連携したまちづくりを⽬的とし
て、駅から徒歩圏内の市街化調整区域に住宅系の⽴地を認めたものであります。⽴地適正化計画も、１キロ条例と同様に、利便
性の⾼い公共交通で結ばれたコンパクトシティーの形成を⽬指す計画であることから、この条例の扱いについても、⼈⼝の動
向、空き地や空き家を含めた⼟地利⽤の現況等を総合的に勘案し、⾒きわめる必要があるため、将来の区域区分のあり⽅を含め
て、⽴地適正化計画の中で検討してまいります。
 次に、⽴地適正化計画における住宅団地の再⽣と既存ストックを有効に活⽤した住宅政策についてですが、⼈⼝減少・超⾼齢
社会を背景に、建物の⽼朽化や建てかえの時期を迎えているにもかかわらず、住宅団地の更新が進まないことや利便性に課題が
あり、住⺠の⾼齢化が進む⼀⽅で、⽣産世代や若年世代の居住が進まない状況も発⽣しております。
 しかし、既存の住宅団地の中には、公園、学校、保育所など、若年世代に必要な都市機能が⼀定程度整ったところもあり、こ
れらのストックを有効に活⽤することで多様な世代が住まう団地の再⽣を実現できる可能性があると考えております。
 このことから、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、例えば、住宅団地内に周辺地区も含めた⾼齢者や若年層に向けた施設など、時代のニーズに合わせた利便施設の整備
など、地域の特性に応じた住宅団地の再⽣に関する施策を講じながら、集約型都市構造への取り組みを進めていく必要があると
考えており、ＵＲを初め関係機関と調整を図りながら実現に向け推進してまいります。
 次に、地域共⽣社会の実現についてお答えをいたします。
 まず、次期⽀え合いのまち千葉推進計画では、地域共⽣社会を実現するため、どのように市域へ浸透させていくのかについて



ですが、現在の第３期計画から、各区の区計画において、地域⽣活課題の発⾒や解決策について、社協地区部会エリアごとに地
域の皆様に重点取組項⽬を選定していただくとともに、個々の地域⽣活課題の取り組みに当たっては、⾼齢者の⾒守りや災害時
の避難⽀援など、内容によって活動範囲に違いがあることから、地域の実情に応じて効果的な⽅法によりスムーズに進められる
よう、市社会福祉協議会や⾏政で⽀援に努めているところです。今後も、地域の皆様による福祉活動がこれまで培ってこられた
⽣活圏域において円滑に進められるよう取り組んでまいります。
 また、現在、次期第４期計画を各区の⽀え合いのまち推進協議会や福祉関係団体からの御意⾒をいただきながら進めていると
ころでありますが、今後は、⾼齢者だけでなく、⽣活上の困難を抱える⽅への包括的な⽀援が求められていることから、⽀援を
必要とする⽅への個別⽀援の強化や地域の皆様による地域⽣活課題解決の取り組みを⽀援するコミュニティソーシャルワーク機
能の強化を公助の中核に位置づけるとともに、⾏政の補完的役割を担い、地域社会の中核的な存在である市社会福祉協議会と⾏
政がより⼀層連携を深め、地域の皆様とともに地域共⽣社会の実現に向けて取り組んでまいりたいと考えております。
 次に、今後の市社会福祉協議会のあり⽅についてですが、昨今、地域においては、地域⽣活課題が複雑、多様化している中、
これまで以上に個別⽀援を充実するとともに、これらを通じて地域に共通する課題を的確に把握し、効果的に対応していくこと
が求められており、コミュニティソーシャルワーク機能の強化が⼀層重要となっております。
 これらを踏まえ、市社会福祉協議会においては、昨年度策定した基盤強化⽅針においてコミュニティソーシャルワーカーの機
能の充実を掲げるとともに、次期第３次地域福祉活動計画において、地域のつながりの再構築の取り組みなどを重点項⽬に上
げ、検討しているところであり、本市の⽀え合いのまち千葉推進計画とも補完、連携し、⼀体的に取り組めるよう協議、検討し
ながら進めたいと考えております。
 次に、今後のコミュニティソーシャルワーカーの活動のあり⽅についてですが、現在、コミュニティソーシャルワーカーは、
地域に出向き市⺠や⽣活⽀援コーディネーターなどと協働し、⽣活課題の発⾒や制度だけでは解決できない課題など、地域の取
り組みへの⽀援を実施しておりますが、地域における活動実態に差があり、本来期待されているコミュニティソーシャルワーク
機能が必ずしも⼗分に果たされているとは⾔えないものと認識しています。
 そこで、コミュニティソーシャルワーカーの地域活動を⽀援できるボランティア活動や権利擁護事業等を所管する市社会福祉
協議会の強みを⽣かすとともに、次期⽀え合いのまち千葉推進計画においては、⽣活⽀援コーディネーターやあんしんケアセン
ターのほか、地域の活動団体との連携をより⼀層密にし、組織的、継続的にコミュニティソーシャルワーク機能の強化を図りな
がら、地域⽀援活動の基盤づくりを進めてまいりたいと考えております。
 次に、空き家対策についてお答えをいたします。
 まず、これまでの空き家対策の取り組みの成果と課題への評価についてですが、特定空き家に関しては、関係課による空家等
対策検討会議を設置するとともに、特定空き家の判定基準や⼿続などを定めた特措法に係る事務取扱要綱を策定し、特定空き家
に関する⼀連の⼿続の明確化、統⼀化を図りました。これに基づき、50件の特定空き家の所有者等に改善の指導を⾏っており、
これまで７件が改善に⾄ったところであります。しかしながら、その他の特定空き家については、所有者が不明であったり、さ
まざまな理由から改善していただけていない状況であり、今後、これらの空き家の適正管理を促す効果的な⽅法を検討し、実施
していく必要があると考えております。
 また、空き家の利活⽤に関しては、平成26年６⽉より空き家の有効活⽤相談の窓⼝を設置し、さらに、平成27年４⽉からは業
界団体と連携し、現地相談を実施しており、平成27年度は28件、平成28年度は22件の利⽤実績がありました。また、平成27年
度に地域コミュニティー活性化に向けた空き家の有効活⽤モデルをＮＰＯとの協働で作成し、この活⽤モデルを紹介するセミナ
ーを開催いたしましたが、実際に空き家の利活⽤に⾄った事例は少なく、さらなる⽀援への⼯夫が必要と考えております。
 次に、今後の取り組みについてですが、本年８⽉に設置をした千葉市空家等対策協議会において、現在実施中の空家等実態調
査の結果や他都市において効果のあった対策などを参考に、空き家化を予防するための⽅策、空き家の適正管理や利活⽤の促進
策、管理不全となった空き家の対応などについて、総合的かつ計画的に取り組むための千葉市空家等対策計画について、平成30
年度策定を⽬指し、作業を進めてまいります。
 次に、空家対策室等を設置した⼀元的な事業展開の検討状況についてですが、空き家等対策を総合的かつ計画的に推進してい
くためには、事業の所管の⼀元化を図り、効果的、効率的に対策を進めることが重要であることから、関係部局において協議を
⾏っているところであり、引き続き、早期に実現できるよう努めてまいります。
 次に、⼦供の貧困対策についてお答えをいたします。
 まず、連携体制等を基本⽬標に加えることとした考えと本市の⼦供の貧困の実情についてですが、福祉、教育、住宅等、幅広
い分野の施策を総合的に推進し、広く社会全体で⽀援していくためには、庁内はもとよりＮＰＯなどの⺠間団体やひとり親など
の当事者団体等との連携、協働を推進するとともに、⼦供の貧困対策にかかわる⽀援者の育成が必要なことから、国の⼤綱にお
ける当⾯の重点施策の領域のほか、本市独⾃の項⽬として、連携体制の構築や⽀援⼈材の育成、社会全体での⼦供の⽀援等を内
容とする基本⽬標を定めたものです。
 このような項⽬⽴てに⾄った本市の実情としては、貧困状態にある⼦供の家庭は経済的な問題だけでなく、児童虐待や保護者
の健康問題など、複合的な問題を抱えていることがあり、それを助けてくれる⼈が周りにいないときに、困難に陥りやすいこと
や相談や援助が必要なときに頼れる⼈がいないという家庭が⼀定程度あることなどが認識されたところであります。
 次に、貧困対策を推進する上での課題と対応についてですが、⽀援を受けるべき環境にありながら、⽀援制度の有無や相談、
⼿続⽅法を知らないなど、さまざまな理由により、⽀援に結びついていない⼦供や家庭があることが推測されることから、その
ような対象者をどのように把握し、⽀援につなげていくかが⼤きな課題であると考えております。
 そのため、ホームページを初め、⼦供にかかわるさまざまな⽀援者に対する研修の機会等を活⽤し、⼦供の貧困に関する情報
発信を積極的に⾏ってまいります。



 また、社会全体で⽀援する必要性の認識を深めるとともに、気づき、つなぎ、⽀えていくための知識や視点を関係機関や⺠間
の⽀援団体等と共有し、さまざまな接点から、対象者の把握に努め、⼦供や家庭に寄り添い、信頼関係を築きながら⽀援につな
げていく⼦どもナビゲーターを配置し、⽀援を必要とする⽅が適切な⽀援を受けることができるよう取り組んでまいります。
 次に、放課後の⼦供たちの健全育成についてお答えをいたします。
 （仮称）放課後⼦どもプランの策定に向けてどのように取り組むのかについてですが、現在実施している放課後⼦ども教室・
⼦どもルーム⼀体型モデル事業などについて、サービスの対象者、内容、量が市⺠のニーズに合っているかなどを児童、保護
者、学校関係者並びに事業者へのアンケートやヒアリングにより実態を把握し、検証を進めてまいります。
 プランに盛り込むべき主な事業としては、放課後⼦ども教室や⼦どもルーム及び放課後⼦ども教室・⼦どもルーム⼀体型モデ
ル事業など、多岐にわたると考えられることから、今後、国の放課後施策の動向や他都市の状況を踏まえ、関係部局間での協
議、調整を⾏いながら、対象事業の範囲について検討を進め、全ての⼦供たちへ最良の放課後を提供するため、平成30年度末を
⽬途にプランを策定してまいります。
 以上で答弁を終わります。
 私以外の答弁につきましては、両副市⻑、病院事業管理者、教育⻑並びに農業委員会事務局⻑から答弁をいたします。

◯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、情報技術の活⽤についてお答えします。
 まず、業務プロセス改⾰やシステム刷新などの情報技術の活⽤、更新に関する効果についてですが、まず、区役所窓⼝改⾰で
は、平成29年１⽉にワンストップ窓⼝を開設し、わかりやすい窓⼝や保健福祉センターに移動する⼿間の削減などを実現してい
るほか、コンビニ交付やネット事前申請を開始し、市⺠の利便性向上を図っております。
 次に、庶務事務改⾰及び内部管理システムの導⼊に関しては、⼊⼒作業の簡素化や電⼦決裁の拡充による業務の効率化を実現
しております。
 続いて、住⺠情報系システムの刷新では、維持管理費⽤が⾼額であった旧来の⼤型汎⽤機から、⽐較的安価なサーバー及びパ
ッケージソフトウエアの構成に変更することで、年間４億円程度の削減を実現しております。
 次に、情報技術の活⽤をどのような考えで推進していくのかについてですが、システムを更新する際に、⼊⼒チェック機能や
操作性などを重視したシステムを採⽤することで、⼊⼒ミスの防⽌や事務の効率化等を図っているところであります。また、現
場業務のＩＣＴ化については、介護保険認定調査におけるタブレットパソコンの導⼊など、⼀部の業務において取り組みを進め
ているところです。今後も、業務の⾼度化、複雑化に伴う現場の課題に対し、システム相談会などを通して情報部⾨がともに取
り組むことで、情報技術を活⽤した業務の効率化を推進してまいります。
 次に、将来的なＡＩやＩｏＴの活⽤についてどのように考えているかについてですが、ＡＩやＩｏＴは、市⺠サービスの向上
及び職員の業務⽀援の双⽅に⼤きな効果を発揮する可能性を持った情報技術であると考えております。現在、防災分野における
ＳＮＳデータのＡＩによる解析といった国の社会実装推進事業に参画しており、今後も、国や⺠間企業等における取組状況を注
視するとともに、幅広い情報収集に努め、活⽤⽅策を検討してまいります。
 次に、ＬＧＢＴへの取り組みについてお答えします。
 まず、市役所や各区役所の窓⼝業務におけるＬＧＢＴに対する取り組みについてですが、毎年新規採⽤職員研修において、⼈
権に関する問題の⼀つとして、ＬＧＢＴに対する理解の重要性について講義するとともに、主査、課⻑補佐、課⻑の階層別の研
修では、多様性について理解を深める内容を⼊れ、意識啓発を⾏っております。
 また、庁内ネットワークを活⽤し、⾃治体や⺠間企業における先進事例など、ＬＧＢＴに関する情報を職員に向け積極的に提
供していくとともに、ＬＧＢＴの有識者や当事者を招き、ＬＧＢＴの⼼理や抱える問題を考える夜間講座を開催しております。
 これらの取り組みにより、区役所、保健福祉センターなど窓⼝で市⺠と接する機会の多い職員を含め、ＬＧＢＴへの適切な対
応に必要な知識の習得に努めております。引き続き、研修の実施や情報の提供を⾏ってまいります。
 次に、東京オリンピック・パラリンピックの開催都市と連携してＬＧＢＴへの理解促進を図り、本市として積極的な役割を果
たしていくための取り組みを含めた本市の⾒解についてですが、東京オリンピック・パラリンピックの開催は⾸都圏の広域にわ
たるため、九都県市⾸脳会議において連携した取り組みの検討を進めております。
 その中で、昨年10⽉に開催された第70回九都県市⾸脳会議では、本市の提案により、本市を座⻑とするＬＧＢＴへの配慮促進
検討会が設置され、ＬＧＢＴへの理解促進を九都県市合同で⾏うこととしております。オリンピック・パラリンピック会場都市
である本市としても、九都県市のインパクトある発信⼒を活⽤し、ＬＧＢＴへの適切な対応や⽀援、正しい知識の普及啓発等に
努めてまいります。
 次に、新しい総合事業についてお答えします。
 これまでの取り組みの成果と課題への評価及び課題を踏まえた今後の取り組みについてですが、本市では、本年４⽉より、新
しい総合事業として従来の介護予防訪問介護・通所介護に相当する専⾨職によるサービスに加え、新たに専⾨職による⾝体介護
や機能訓練などを必要としない利⽤者に向けた緩和基準サービスを実施しているほか、地域のさまざまな主体による地域⽀え合
い型訪問・通所⽀援に対する補助事業を始めたところです。
 また、これらのうち、緩和基準サービスの訪問型では、従事者に本市が⾏う研修の受講を義務づけており、これまでに２回の
研修を⾏い、167⼈が受講したほか、研修修了者を円滑に就労に結びつけられるよう、事業者とのマッチングにも取り組んでまい
りました。さらに、事業所説明会を３回開催するなど、緩和基準サービスへの事業参⼊を促し、現在、訪問型で126事業所、通所
型で10事業所が参⼊しております。
 課題としましては、利⽤者のニーズに対してサービス提供事業所が不⾜していることから、今後、関係事業所に参⼊の意向を
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確認するとともに、助⾔や情報提供等を⾏うことで、事業への参⼊を促したいと考えております。また、地域⽀え合い型訪問・
通所⽀援については、制度の周知に努めているものの、地域での認知度が低く、サービス提供体制が広がっていないことが課題
であると認識しており、引き続き、あらゆる機会を通じて、本市の補助制度の広報を積極的に⾏うなど、地域で⽀え合う機運の
醸成を促しながら、サービス提供体制の充実を図ってまいります。
 このような取り組みを通じて、資格を有する介護⼈材の効果的な配置と新たな担い⼿の育成を進め、地域の⾼齢者を地域で⽀
える地域づくりを⽬指してまいります。
 次に、発達障害への取り組みについてお答えします。
 まず、本市における発達障害の早期発⾒に向けたこれまでの取り組みと今後の取り組みについてですが、本市では、平成26年
度から１歳６カ⽉児健康診査を⾒直し、社会的発達に関する問診項⽬を追加するとともに、臨床⼼理⼠、保育⼠を増員し、相談
体制を充実させるなど、発達障害を早期に発⾒できる健康診査体制の強化を図ってまいりました。
 また、幼稚園や保育所等の協⼒により、医師や保健師などが集団の中での年中児の⾏動を観察し、発達障害が疑われる児童の
保護者や施設職員にアドバイスする⼦育てアシストを実施するとともに、発達障害の不安を抱えている保護者に対し、巡回相談
員が幼稚園や保育所等を訪問し、⾝近な場所で相談⽀援を⾏う巡回相談事業を実施するなど、発達障害の早期発⾒に取り組んで
まいりました。
 今後の取り組みにつきましては、１歳６カ⽉児、３歳児両健康診査での発⾒状況等の検証、分析や他都市における先進事例の
調査研究を⾏うなど、引き続き、健診体制の強化に向け検討してまいります。また、⼦育て世帯にとって、発達障害は、まだま
だ理解や受容することが難しいため、早期発⾒に当たっては、⾝近な関係機関での相談⽀援を充実させていくことが必要である
と認識しております。
 そこで、⼦育てアシスト及び巡回相談事業の周知を図り、両制度の活⽤を促進するとともに、市内の医療従事者を対象とした
発達障害に係る対応⼒向上研修の開催や発達障害を総合的に⽀援する拠点である発達障害者⽀援センターの体制強化を検討して
まいります。
 次に、発達障害に対する市⺠の理解促進に向けたこれまでの取り組みについてですが、本市では、発達障害者⽀援センターに
おいて、障害者当事者や専⾨の関係機関の⽅などが⼀般市⺠にも理解しやすいよう、発達障害をわかりやすく説明する講演会を
開催するとともに、職場における理解を促進するため、発達障害に係る就労⽀援に精通した職員を企業に講師として派遣してお
ります。
 また、毎年４⽉２⽇から８⽇の発達障害啓発週間に合わせて、「世界⾃閉症啓発デー in ちば」を開催し、⾃閉症の⽅たちによ
るミニコンサートや演劇等の発表、パネル・作品展⽰を通じて、市⺠の発達障害に対する理解促進に取り組んでおります。さら
に、市ホームページに、本市が取り組んでいる各種事業や発達障害の特徴、発達障害の気づきと相談先をまとめた、ちばし療育
ハンドブックなどを掲載し、情報提供に努めているところです。
 次に、肝炎対策についてお答えします。
 まず、平成28年度の肝炎検査陽性者への対応とその評価についてですが、健康増進法に基づく肝炎ウイルス検診の陽性者への
本市における⽀援の流れといたしましては、まず、受診した医療機関から精密検査の受診勧奨を⾏い、その後、本市から継続し
た⽀援を実施していくためのフォローアップ事業や県の検査費⽤助成制度を紹介する書類を送付しております。
 また、フォローアップ事業に参加を希望された⽅には、継続した治療などが⾏われているかどうかの確認のため、１年に１回
程度、受診状況の確認や肝炎に関する情報提供を実施しております。平成28年度、本市の肝炎ウイルス検診の受診者は9,255⼈
であり、そのうち陽性者は96⼈で、陽性者のうちフォローアップ事業への参加を希望された⽅は33⼈、そのうち精密検査の受診
を確認できたのは20⼈でありました。また、２⼈についてはフォローアップ事業への参加を希望されなかったほか、61⼈につい
ては調査票の返送がなく受診状況を確認できていない状況であります。
 これまでは、受診勧奨など必要な⽀援が⼗分できていなかったため、今後、陽性者を早期治療に結びつけることができるよ
う、書類送付だけでなく電話による受診勧奨や相談⽀援など、⽀援体制の強化が必要であると認識しております。
 次に、肝炎検査陽性者に対するこれからの取り組みについてですが、今年度の陽性者については、これまでの⽀援体制を⾒直
し、フォローアップ事業の参加の有無にかかわらず、全員から受診状況を報告していただくこととし、返信がない⽅や指導が必
要な⽅へは、保健師等が電話による受診勧奨や相談を実施しております。また、新たなフォローアップ事業を開始した平成27年
度以降の陽性者で受診が確認できていない⽅に対し、改めて⽂書などで受診勧奨を⾏うことといたしました。
 肝炎対策を進めていくためには、正しい知識の普及と早期に治療につなげ、重症化を予防することが重要であることから、肝
炎のリスクや受診の必要性についてわかりやすく伝え、陽性と判明した時点で確実に受診に結びつけられるよう、受診勧奨と相
談⽀援を徹底してまいります。
 次に、使⽤済み⼩型家電の再資源化についてお答えします。
 まず、これまでの取り組みについてですが、本市では、平成26年２⽉から、デジタルカメラ、ゲーム機など貴重な資源物が特
に多く含まれる⼩型家電21品⽬を対象に回収を開始いたしました。回収⽅法として、回収コストの低いボックス⽅式を採⽤し、
区ごとのバランスを考慮しながら、市役所、区役所など12カ所に回収ボックスを設置いたしました。27年度に13カ所、昨年度に
１カ所追加し、現在、26カ所で拠点回収を実施しております。26年度では、⼿数料徴収制度導⼊の効果等により、ボックスでの
回収量は約12.3トンでありましたが、27年度は約9.5トン、昨年度は約9.2トンと横ばい傾向となっております。
 今後は、市⺠に対し、使⽤済み⼩型家電の再資源化への取り組みの周知啓発を強化していくとともに、他都市の実施事例を参
考にしながら、市⺠にとって利便性の⾼い回収場所や回収⽅法等を検討してまいります。
 次に、「都市鉱⼭からつくる！みんなのメダルプロジェクト」への現在の取組状況及び今後の取組強化についてですが、使⽤
済み⼩型家電の再資源化を推進するため、東京オリンピック・パラリンピック競技⼤会組織委員会が実施するプロジェクトに参



加し、本年４⽉から⼩型家電21品⽬に加え、携帯電話、スマートフォンの回収を市役所及び各環境事業所の４カ所で開始いたし
ました。また、７⽉から拠点を拡充して各区役所でも実施し、４カ⽉間で携帯電話、スマートフォン約1,400個を含め、約３トン
の使⽤済み⼩型家電を回収いたしました。
 今後、市内で開催される東京オリンピック・パラリンピック関連イベントなどと連携し、イベント会場での周知啓発や回収を
⾏い、競技会場都市として市⺠により⼀層の関⼼を持っていただけるよう、メダルプロジェクトへの取り組みを強化してまいり
ます。
 以上でございます。

◯病院事業管理者（齋藤 康君） 脳脊髄液減少症への取り組みについてお答えいたします。
 脳脊髄液減少症で悩む⽅々に対し、相談できる体制づくりとブラッドパッチ療法への積極的な取り組みについての⾒解につい
てですが、政策的医療を担う役割のある⾃治体病院として、この領域の専⾨病院などと協⼒して診療を推進する必要があると考
えております。
 現在、海浜病院において、脳神経外科医による脳脊髄液減少症の診断が可能であり、⻘葉病院においても慢性頭痛、起⽴性頭
痛の鑑別として、神経内科医による診断が可能でありますが、両病院とも専⾨医がおりませんので、患者が希望する場合には専
⾨的な治療を⾏える医療機関を紹介しております。
 相談に対応できる体制の整備や治療に当たっては、まず、脳神経外科の専⾨医の確保が必要となりますが、ブラッドパッチ療
法による治療を⾏うためには、そのほか、神経内科医、整形外科医、⿇酔科医を初めとした医療チームを編成する必要がありま
す。海浜病院の脳神経外科医も⾮常勤対応であり、現在の医師不⾜の状況から、市⽴病院が単独で脳脊髄液減少症の治療をでき
る体制を早急に整えることは難しいと考えておりますが、地域の医療提供体制を勘案し、総合的な観点から検討してまいりま
す。
 以上でございます。
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◯教育⻑（磯野和美君） 就学援助についてお答えいたします。
 まず、平成28年度の実施状況を含む⼊学準備⾦の現状についてですが、本市では、⼩学校、中学校ともに、⼊学後に就学援助
の申請を受け付け、認定された場合は、⼊学準備⾦に当たる新⼊学児童⽣徒学⽤品費等と中学１年⽣への制服調整費を７⽉に⽀
給しております。昨年度の⼊学準備⾦の⽀給実績は、⼩学校で458件、中学校で696件であり、⽀給⾦額の合計は約2,855万円と
なっております。
 次に、今後の対応⽅針についてですが、⼩学校⼊学前に⽀給する⼊学準備⾦に係る国の制度改正を踏まえ、本市といたしまし
ては、⼩学校⼊学予定者及び⼩学６年⽣の認定者を⽀給対象とし、実際に制服や学⽤品を準備する時期である⼊学前の３⽉に⽀
給する⽅向で検討を進めております。
 ⼊学前⽀給の開始時期につきましては、既に認定されている⼩学６年⽣には、平成30年３⽉の⽀給が可能でありますが、新規
に審査を⾏う必要のある⼩学校⼊学予定者については、学齢簿・就学援助システムに未就学児の認定機能を追加することや⼀定
の周知期間が必要であることから、次期システムの稼働後の31年３⽉以降の実施を⾒込んでおります。⼊学前⽀給が早期かつ円
滑に実施できるよう、関係部局と協議し検討を進めてまいります。
 以上でございます。
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◯農業委員会事務局⻑（加瀬秀⾏君） 農地等の利⽤の最適化の推進に関する指針についてお答えします。
 まず、最適化に向けた課題をどのように捉えているのかについてですが、これまで農業委員会は、農地法に基づく農地の賃貸
借、売買や転⽤許可など、優良な農地の確保と有効利⽤のための法令上の許可業務等を中⼼に⾏ってまいりました。しかしなが
ら、近年ますます進⾏する農業従事者の⾼齢化、減少等に伴う農業の諸問題を解決するために、農地利⽤の最適化の推進に向け
て、担い⼿への農地利⽤の集積・集約化、遊休農地の発⽣防⽌、解消、新規参⼊の促進について、いかに効果的、効率的に進め
ていくかが最⼤の課題であると考えております。
 この解決に向け、農地中間管理機構や農業協同組合など関係機関との連携の強化はもとより、新しい農業委員や農地利⽤最適
化推進委員が地域の話し合いの場に積極的に参加し、⽇ごろから情報収集を⾏うなど、これまで以上に農家の皆様の御理解と御
協⼒を得られるよう業務を進めてまいります。
 次に、指針策定のスケジュールと今後どのように進めようとしているのかについてですが、指針では、農地等の利⽤の最適化
の推進に関する⽬標及び推進⽅法を規定することとなりますが、その素案については前の期の農業委員により検討が⾏われてま
いりました。ただし、指針を定めるに当たっては、法令上、新たに委嘱された農地利⽤最適化推進委員の意⾒を聞くこととされ
ていることから、現在、各委員を中⼼に取り組みの考え⽅や具体的な活動などの詳細な検討を⾏っております。
 この後、10⽉の農業委員による総会において指針を正式に決定し、農業委員会だよりやホームページによる情報発信に加え、
地域における活動の場などにおいて農家の皆様に直接、指針に込めた農地の最適化の考えを伝えてまいります。
 今後、農地にさまざまな⽴場でかかわる⼈々と共通の認識を持ち、連携を深め、農地の最適化の実現に向け取り組んでまいり
ます。
 最後に、指針の公表後、どのような形で取り組みを計画しているのかについてですが、指針は中⻑期的な⽬標及び推進⽅法を
定めたものであることから、毎年度の明確な活動⽬標とその達成に向けた具体的な活動については、別に計画を定め、実際の農
地の最適化に向けた活動に反映させることとしております。また、活動の実施状況については、毎年度速やかに公表することな
どにより、取り組みの⼿法に改善を加えながら進めてまいります。
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 以上でございます。

◯11番（伊藤康平君） ただいま、市⻑を初め、両副市⻑、病院事業管理者、教育⻑、そして、農業委員会事務局⻑から丁寧な
答弁をいただき、⼤変にありがとうございました。
 ⼈⼝減少・超⾼齢社会という⼤きな転換期を迎え、都市の経済的、社会的持続性が懸念される中で、持続可能な都市形成と社
会的環境の管理⼒が今後ますます求められる時代を迎えようとしているのではないでしょうか。
 平成28年度決算については、19⽇から開催される決算審査特別委員会における各分科会において詳細な審査や確認などを⾏っ
てまいりたいと考えておりますが、今回の取り組みについて何点か所感を述べさせていただきます。
 まず、コンパクトシティーの形成と地域包括ケアシステムに関しては、地域包括ケアシステムの視点も含めた関連施設の誘導
や利便性の⾼い公共交通で結ばれた暮らしやすいまちづくりとなるよう期待する⼀⽅で、市⺠や事業者の参画と協働のもと、総
合的かつ計画的に施策が展開されることが望まれます。
 また、⽴地適正化計画については、千葉市の今後のまちづくりにおける踏み込んだ答弁をいただいたと認識しております。こ
の⽴地適正化計画は、拡⼤した市街化区域を単に縮⼩していくものではなく、答弁にもあるとおり、居住や⺠間施設の⽴地を緩
やかに誘導する仕組みでもあり、⾔いかえれば、量から質への向上を図り、都市機能をマネジメントする新たな視点が盛り込ま
れたものでもあります。策定に当たっては、本市の実態を的確に捉え、福祉的視点を踏まえた計画となることを望むところであ
ります。
 また、市街化を抑制すべき市街化調整区域の取り組みについては、１キロ条例などで定められた⼟地利⽤を⾏うものと理解し
ますが、市街化調整区域を開発することは、市街化区域を拡⼤するようにも映ります。⽴地適正化計画においては、市街化調整
区域に地区計画を定めたとしても、居住誘導区域として設定することはできないとされており、本計画が⽬指すものと１キロ条
例で定められた開発⾏為が相反する部分も⽣じることが懸念されることから、居住地が分散する市街化調整区域に古くから住む
住⺠が孤⽴することがないよう注視し、策定されることが必要と考えます。
 さらに、住宅団地の再⽣と既存ストックを有効に活⽤した住宅施策については、これまでも⼀般質問などでも取り上げ、施策
の充実を求めてまいりました。⽼朽化した住宅団地の建てかえや改修を含めた再⽣を進めるには、再⽣⼿法の整備が必要となっ
てまいります。本市における住宅団地は建設から半世紀近くたったものが多くあり、⽼朽化などに伴う住宅団地の再⽣をどのよ
うにすべきか⼼配する声も多く寄せられております。
 こうした中で、ことしの６⽉に美浜区にある住宅団地、若潮ハイツの建てかえに関して、組合設⽴認可取得の報道がありまし
た。この若潮ハイツは、13棟500⼾の団地で、建てかえにより1,009⼾のマンションを建設すると聞いております。こうした組
合事業が円滑に進み、今後の成功事例となることに期待するものであります。答弁にある課題認識や住宅ストックの考え、今後
の対策については、時間軸を明確にし、着実な取り組みとなることを望みます。
 地域共⽣社会の実現については、ボランティアの担い⼿が少ない、コーディネーターの負担が⼤きい、活動拠点がない、活動
拠点の維持が難しいなど、課題があることも聞いており、社会福祉協議会の拡充強化や連携を含めた⼗分な議論を期待するとこ
ろであります。
 最後に、公明党市議団の平成30年度予算編成に関する要望書を近々市⻑のほうにお届けをさせていただければというように思
います。我々議員が市⺠の声をしっかりと受けとめ、集約した要望書でございますので、しっかりと⾒ていただきながら、可能
な限り新年度予算に反映していただくようお願いを申し上げまして、会派を代表しての質疑を終わります。
 御清聴ありがとうございました。（拍⼿）
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