
平成30年第１回定例会（第６⽇⽬） 本⽂ 2018-03-13

↓ 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、地域公共交通対策についてのうち、地域公共交通の現状と課題について伺います。
 経済の発展とともに⼈の移動⼿段も変容し、公共交通機関の活⽤から⾃家⽤⾞での移動が主流となり、運転免許証の保有数や
⾃家⽤⾞保有台数も伸びていると聞いております。モータリゼーションの進展は、⾃家⽤⾞が主体となることで地域公共交通の
輸送⼈員が減少するなど、地域交通の事業者経営に影響を及ぼし、⼀旦⾚字路線に陥れば、輸送⼈員を伸ばす⼿だてが⾒つから
ず、場合によっては廃⽌せざるを得ないなど、事業者のみならず、地域にとっても損失となってしまいます。
 国においては、こうした地域におけるさまざまな課題を受けて、平成26年に地域公共交通の活性化及び再⽣に関する法律の⼀
部を改正する法律が施⾏されました。この改正法は、平成25年に成⽴した交通政策基本法の基本理念にのっとり、持続可能な地
域公共交通網の形成に資することも⽬的として含まれております。
 また、この改正法は、公共交通事業等、その他の関係者と協⼒し、相互に密接な連携を図りつつ、主体的に持続可能な地域公
共交通網の形成に資する地域公共交通の活性化及び再⽣に取り組むよう努めなければならないとあり、地域公共交通に関するこ
とを事業者任せにするのではなく、⾃治体が主体的にかかわりを持ち、事業者と協働して取り組むことが必要ともとれます。
 本市の交通政策は、モノレール事業を除くと、全て⺠間事業者に依存している現状であり、地域公共交通サービスの衰退は、
本市の都市機能の後退を招くほか、現在策定中の⽴地適正化計画の位置づけさえも曖昧なものとなってしまうと考えられます。
 ⼀⽅で、千葉市においても、2025年には総⼈⼝の約30％は⾼齢者となる⾒込みであり、ひとり暮らし⾼齢者の割合も増加する
⾒通しで、⾼齢者の歩⾏可能距離なども考慮すると、福祉的視点に⽴った持続可能な地域公共交通ネットワークの構築は、必要
不可⽋なものになると考えます。
 地域公共交通の維持改善は、交通分野の課題解決にとどまらず、まちづくり、観光はもとより、健康、福祉、教育環境と、さ
まざまな分野にも⼤きな影響をもたらします。⼈々が⾃⽴した⽣活を営む上で移動⼿段を構築することは⽋かせないものであ
り、⼈⼝減少、少⼦⾼齢社会を迎えるに当たり、地域課題を抽出し、本市が中⼼となって地域戦略の⼀環として、持続可能な公
共交通ネットワークの形成に取り組まれることを願い、伺います。
 ⼀つに、本市における地域公共交通の現状と課題、課題認識を踏まえた取り組みについて伺います。
 ⼆つに、現在、⽴地適正化計画の策定に取り組まれておりますが、都市機能を集約し、誘導する⼀⽅で、持続可能な地域公共
交通ネットワークの形成を図るために、新たに地域公共交通網計画を策定し、本市の今後の都市構造として具体的な計画を進め
ることが重要と考えますが、⾒解をお聞かせください。
 次に、地域公共交通対策についてのうち、⾼齢者の移動⼿段確保について伺います。
 乗り合いバスが地域住⺠にとって最も⾝近な交通機関であり、⾼齢化の進捗に伴い、地域の⾜を⽀える乗り合いバスの運⾏
は、今後さらに必要なものになってくると考えます。
 近年、⾼齢者の運転による交通事故が社会的な問題になっております。特に、⾼齢者の運転による死亡事故の発⽣状況とし
て、75歳以上の運転者の死亡事故件数は、75歳未満の運転者と⽐較して、運転免許証⼈⼝10万⼈当たりの件数が２倍以上も多く
発⽣しているとも伺っております。こうした⾼齢者運転による事故実態を踏まえ、⾃動⾞の安全性能を向上させたブレーキアシ
スト機能などの安全運転サポート⾞の普及にも⼒を⼊れておりますが、⾼額でもあり、年⾦等で⽣活する⾼齢者にとっては、⼿
の届かない乗り物とも⾔えるのではないでしょうか。
 また、⾼齢者に係る交通事故防⽌に向けた取り組みの⼀つとして、運転免許証の⾃主返納制度があります。⾃動⾞等の運転に
不安を有する⾼齢者が運転免許証を返納しやすい環境整備に向けた取り組みを警察庁などが中⼼に進める⼀⽅で、⾃家⽤⾞に依
存せず⽣活の質を維持できる環境を含めた移動⼿段の整備がなされていないように思えます。
 現在、国において⾼齢者の移動⼿段の確保に関する検討会が実施されており、昨年の６⽉に中間報告がまとめられておりま
す。その中で、⾼齢者の移動⼿段の確保に当たっては、環境の変化に対し、バス、タクシーなどの公共交通機関はもちろんのこ
と、地域での互助等も含め、地域においてどう適応していくのかという総合的な観点から検討が不可⽋であるとし、加えて、交
通・介護、旅客・貨物、事業者・⾃家⽤といったこれまでの事業分野、⾏政区分等の縦割りを超え、地域の移動に関するさまざ
まな需要や課題を同⼀に俎上にのせ、関係する全ての主体がともに議論することが重要であるとあります。
 ⾼齢者の移動⼿段の確保は、今後ますますその重要度が⾼くなり、きめ細やかなサービスの充実が求められます。国における
検討会で報告された項⽬の中で、相乗りタクシーの実証実験が都内で始まり、⾃家⽤有償旅客運送の権限移譲については、平成
29年６⽉末時点で、横浜市を含む８県11市区町村に対して事務権限が移譲されております。
 本市においても、速やかな対応が必要と考えますが、本市の現状と課題、今後の対策について⾒解を伺います。
 次に、育児と介護の両⽴について伺います。
 近年、晩婚化に伴う出産年齢の上昇を背景に、育児と親の介護が同時に進⾏するダブルケアに直⾯する世帯が増加していると
伺っております。
 こうした課題に対して、⾼齢者世代と⼦育て世代の対象者別に対策が講じられており、それぞれの対策が別々に策定され、包
摂されていないことを指摘する声もあります。少⼦化と⾼齢化が同時進⾏する中で、少⼦化対策と⾼齢社会への対策フレームを
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⼀元的に捉えた施策展開が必要と考えますが、いかがでしょうか。
 平成28年４⽉、国において育児と介護のダブルケアの実態に関する調査報告書が公表されており、ダブルケアを⾏う者の⼈⼝
は、全国で約25万⼈と推計されております。
 この調査結果の中で特出すべき点は、ダブルケアに直⾯した場合の就業への影響についてであります。ダブルケアを経験した
⼈の中で、業務量や労働時間を減らした⼈は、男性で約２割、⼥性で約４割、そのうち離職した⼈は男性で2.6％、⼥性で17.5％
となっており、その影響は、⼥性への負担が⼤きくなることがわかります。
 また、周囲からのフォローの有無においても、男性は配偶者からほぼ毎⽇得られるのに対して、⼥性は４⼈に１⼈にとどまっ
ているなど、育児と介護は、家庭内において主に⼥性によって担われていることがわかります。さらに、ダブルケアを⾏う者が
⾏政の⽀援策のうち、最も拡充してほしいと回答したのは、男性では、保育施設の量的拡充、育児、介護の費⽤負担の軽減、介
護保険が利⽤できる介護サービスの量的拡充の順で、⼥性では、育児、介護の費⽤負担の軽減、保育施設の量的拡充、介護保険
が利⽤できる介護サービスの量的拡充との順となっております。こうした調査結果でも明らかであるように、⼦供を育てること
と親の介護の両⽴は、⾼いハードルとなって現実としてのしかかってきます。
 市⺠から寄せられる相談の⼀例として、遠隔地での両親の介護やひとり親家庭での介護によって離職を余儀なくされた⽅、親
の介護と障害を抱える兄妹のケアに加えて、⾃⾝の養育費の⽀払いによる経済的な困窮など、それぞれが複合した深刻な課題を
抱えておりました。
 今後さらに加速する⾼齢社会を迎えるに当たり、複雑化する深刻な課題に対して、⾃治体による横断的な⽀援、連携や企業も
含めた協働による現状把握など、具体的な⽀援策を進める必要があると考えます。
 そこで伺います。
 ⼀つに、育児や介護など複合化する課題に対し、本市における現状をどのように捉えているのか。あわせて、現在の取り組み
と課題についてお聞かせください。
 ⼆つに、横断的な⽀援を⾏うために、本市の構造的課題を認識するための実態調査を⾏い、⾼齢社会への的確な対応を図る必
要があると考えますが、本市の⾒解について伺います。
 最後に、困難を抱える⼦ども・若者⽀援について伺います。
 困難を抱える⼦供、若者は経済的な困窮に陥っているケースを初め、いじめなどに起因する不登校やひきこもり、障害や病、
家庭における虐待など、困難な状況もそれぞれ異なります。また、これらの課題を抱える⼦供や若者は、単⼀的な困難を抱えて
いるというよりも、幾つかの困難が複合的にあらわれ、環境を改善する⼿だてもより複雑なものとなることから、個々の状況に
応じたきめ細やかな⽀援が必要となります。
 困難を抱える⼦供、若者が円滑な社会⽣活を営む上では、それぞれの年齢階層で途切れることなく継続的な⽀援が受けられる
環境の整備が喫緊の課題であり、関係機関や団体などが個々の⼦供や若者に関する情報を適切に共有し、複合性や複雑性を踏ま
えた重層的な⽀援の充実が必要となります。
 昨年の第２回定例会において、相談・訪問⽀援機関としてＬｉｎｋとひきこもり地域⽀援センターの運⽤に関して、即時性を
伴う事案も多くあることから、現在の相談⽀援が主体となっている現状を打開するためにも、関係機関も含めた組織の体系化を
図ることを強く求めてまいりました。答弁では、相談者のニーズに応えていくためには、相談⽀援員等の充実が不可⽋であると
の認識や訪問⽀援型の体制構築に向けて、実施⽅法の⾒直しも含め、必要な経費、⼈員に向けて検討しているとのことでした
が、新年度を迎えるに当たり、どのような事業展開を図ろうとされているのか、今議会の資料を⾒ても事案の項⽬が⾒当たりま
せん。
 また、いじめや不登校などの困難を抱えたまま、義務教育期間を終えた⼦供への対応は、どのようにされているのでしょう
か。前回の私の質問に対する答弁では、⼩中学校への周知の機会をふやすとともに、相談数の多い⾼校⽣世代に対する周知⽅法
を⼯夫するなど、新しい取り組みを開始しているとのことでしたが、義務教育期間を終えた⼦供たちへの対応について、教育委
員会として具体的な連携や関係機関との協働はどこまで実施されているのか、疑問が残るところであり、実態も⾒えにくい状態
と⾔わざるを得ません。
 困難を抱えた⼦供や若者に対する⽀援を継続するためには、卒業後のつなぎが適切に⾏われるかが社会への適合を再構築する
上での分岐点であると考えます。
 そこで、さらなる⽀援体制の充実を願い、伺います。
 ⼀つに、昨年第２回定例会の⼀般質問において、相談・訪問⽀援機関として、Ｌｉｎｋとひきこもり地域⽀援センターの運⽤
の⼀元化について、Ｌｉｎｋの実施⽅法を⾒直し、ひきこもり地域⽀援センターとの有機的な連携を図ると答弁されたが、来年
度どのような具体的な取り組みが図られるのか。
 ⼆つに、Ｌｉｎｋとひきこもり地域⽀援センターとが有機的な連携関係を構築した場合に、教育センターや保健福祉センター
など、他の関係機関との連携の強化については、市のどの部署が主導し、調整を⾏っていくのか。
 三つに、困難を抱えた⼦供が義務教育期間を終え、あるいは市⽴⾼校の⾼校⽣が卒業、中退したあと、どのような⽀援機関に
引き継いでいるのか、現状も含めて⾒解をお⽰しください。
 以上で１回⽬の質問を終わります。御清聴ありがとうございました。（拍⼿）

◯都市局⻑（服部卓也君） 地域公共交通対策についてお答えを申し上げます。
 まず、本市における地域公共交通の現状と課題、課題認識を踏まえた取り組みについてですが、本市の公共交通は、都市間を
結ぶ鉄道及び⾼速バス、市域内を結ぶモノレール及び幹線の路線バス、また、鉄道駅と住宅団地を結ぶ⽀線的な路線バスによ
り、⼀定の交通網が整備されているものと考えております。
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 ⼀⽅、⼤都市圏以外の地⽅部においては、マイカー依存、⼈⼝減少、少⼦・超⾼齢化などが進⾏することにより、公共交通の
利⽤者が減少するなど、⺠間交通事業者による地⽅鉄道やバス交通などの地域公共交通が成り⽴たなくなっている都市もありま
す。
 本市としては、今後、少⼦・超⾼齢化が進⾏していく中で、今ある地域公共交通であるバス交通をいかに維持改善していくの
か、また、⽀えていくのかが⼤きな課題と考えております。
 今後の取り組みについては、現在検討している都市機能の集約や公共交通の⽅向性を⽰す⽴地適正化計画などを踏まえ、持続
可能な公共交通となるよう検討する必要があると考えております。
 次に、新たに地域公共交通網計画を策定し、本市の新たな都市構造として具体的な計画を進めることについてですが、現在、
本市が検討を進めている⽴地適正化計画では、居住機能や都市機能の誘導並びに公共交通分野などが連携を図り、関係施策との
整合性や相乗効果等を考慮しつつ、総合的に検討することが必要とされております。
 このため、⽴地適正化計画と整合を図りながら、公共交通の維持充実を図る⽅法について、バス事業者も含めて検討するとと
もに、今後、地域公共交通網形成計画の策定も含めた検討も必要と考えております。
 次に、⾼齢者の移動⼿段の確保に対する本市の現状と課題、今後の対策についてですが、⾼齢者の移動⼿段については、国の
⾼齢者の移動⼿段の確保に関する検討会において、公共交通機関や⾃家⽤有償運送の活⽤、互助による運送、福祉⾏政との連携
など、取り組むべき具体的⽅策が⽰されております。
 本市としては、地域公共交通の活性化及び再⽣という視点から、公共交通機関の活⽤や福祉⾏政との連携を図ることが必要と
考えており、⾼齢者の主な移動⽬的である買い物や病院などに対して、バス路線が⼗分充⾜されておらず、また、その利⽤⽬的
が限られているなど、需要に適した移動⼿段を構築することが課題と考えております。
 この⾼齢者の移動⼿段の確保については、⾏政、交通事業者、地域との協働が必要と考えており、今後、既存の交通機関や介
護、福祉施設が所有している⾞両などと連携をした⼿法について検討してまいります。
 また、⾃家⽤有償旅客運送の権限移譲についてですが、⾃家⽤有償旅客運送は、バスやタクシー事業者によって⼗分な輸送サ
ービスが提供されない場合に認められるものであり、現在、本市では福祉有償運送以外は対象とはなりませんが、今後、制度の
⾒直しなどにより活⽤できるようになった場合には、公共交通空⽩地有償運送など、権限移譲も含めて検討していきたいと考え
ております。
 以上でございます。

◯保健福祉局⻑（⽵川幸夫君） 育児と介護の両⽴についてお答えします。
 まず、本市の現状、取り組み及び課題についてですが、平成28年度の在宅介護実態調査とウエブアンケート調査により、ダブ
ルケアの状況を確認したところです。在宅介護実態調査では、要介護・要⽀援認定を受けている⽅及びその家族を対象に調査し
たところ、現在、ダブルケアの状況にある⽅の割合は6.7％、過去に経験した⽅は8.8％でした。また、ウエブアンケート調査で
は、不特定多数の市⺠を対象に調査し、現在ダブルケアの状況にある⽅の割合は2.8％、過去に経験した⽅は5.3％、近い将来す
る⾒込みがあるとした⽅は25.6％でありました。
 そのほか、ウエブアンケート調査では、育児で困っていることとして、介護している間、⼦供を預かってくれるところが⾒つ
からない、⼦供と触れ合う時間がとれない、介護では希望する施設に⼊所できない、期待した介護サービスが受けられないなど
が確認されたところであり、必要な⽀援が⼗分⾏き渡っていない状況がうかがえたところです。
 次に、現在の取組状況についてですが、ダブルケアの負担軽減策として、育児については、保育施設等の利⽤の認定に当たっ
て、同居または別居の親族を常時介護または看護している場合を要件としているほか、相談内容に応じ、エンゼルヘルパー派遣
事業、ファミリー・サポート・センター事業、ショートステイなどを案内しております。
 介護については、地域包括ケアシステムの構築を進める中で、訪問介護やデイサービスなどの在宅介護サービスを提供すると
ともに、特別養護⽼⼈ホームの⼊所判定において、介護者が育児をしている場合には加点を⾏うなど、施設への⼊所がしやすく
なるよう配慮しているところです。なお、この問題は、単に育児や介護のみにかかわる問題ではなく、地域コミュニティーや労
働環境なども視野に⼊れた多⾯的かつ総合的な⽀援が必要であると考えております。
 次に、育児と介護について詳しい実態調査を⾏い、⾼齢社会への的確な対応を図る必要があるとのことですが、育児や介護の
相談については、各区保健福祉センターやあんしんケアセンターにおいて対応しているところですが、各所管による縦割りのサ
ービス提供にとどまっており、⼗分な連携による⼀体的な⽀援を提供するまでには⾄っていないものと認識しております。
 今後は、育児と介護の両⽴を妨げている要因について、詳しい実態を把握するための調査⼿法を検討するとともに、複合化、
複雑化した課題の解決に向け、関係する部署が連携を強め、包括的な⽀援体制を構築することにより、切れ⽬のない⽀援を提供
できるよう努めてまいります。
 以上でございます。
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◯こども未来局⻑（⼭⽥啓志君） 困難を抱える⼦ども・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、Ｌｉｎｋとひきこもり地域⽀援センターとの連携による来年度の取り組みについてですが、Ｌｉｎｋはこれまで直営⽅
式で運営しておりましたが、⺠間活⼒を導⼊し、さまざまな相談にも柔軟に対応できる体制を整えるとともに、相談内容に重複
する部分が多いひきこもり地域⽀援センターとの連携を強化するため、本年４⽉から同センターの運営事業者に業務を委託いた
します。
 また、Ｌｉｎｋをこころの健康センター内に移転することとしており、同⼀の場所で同⼀の事業者が相談事業にかかわること
で、⽀援を必要とする対象者の利便性を向上させるとともに、円滑な情報連携による切れ⽬のない⽀援、訪問⽀援型の体制充実
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に努めてまいります。
 次に、他の関係機関との連携の強化について、本市のどの部署が主導し、調整を⾏っていくのかについてですが、教育委員会
や市⻑部局の所管、警察やハローワークなどの各関係機関との連携については、⼦ども・若者⽀援協議会における調整機関の役
割として、こども未来局が主導してまいります。
 また、Ｌｉｎｋの⺠営化に伴い、受託事業者を協議会における指定⽀援機関として位置づけ、実践的、専⾨的な情報を協議会
に提供するとともに、協議会の潤滑油的な機能を果たす役割を明確化いたします。
 具体的には、卒業や家族の死亡などを機に教育⾏政機関とのかかわりを失った対象者が困惑することのないよう、各関係機関
同⼠の情報連携体制を構築するほか、実務者会議や個別ケース検討会議のさらなる充実を図るなど、本市の主導によりＬｉｎｋ
を中核とする相談⽀援体制を構築することで、協議会全体の⽀援機能の強化につなげてまいります。
 以上でございます。

◯教育次⻑（神崎広史君） 困難を抱える⼦ども・若者⽀援のうち、所管についてお答えいたします。
 義務教育終了後や市⽴⾼等学校卒業、中途退学後に、どのような⽀援機関に引き継いでいるかについてですが、在学中の⽀援
が途切れることがないよう、⼩中学校卒業時に個の伸⻑を図るための配慮事項などについて、それぞれの進路先に情報提供を⾏
っております。
 また、中学校、⾼等学校の在学中にスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等がかかわっていた進路未決定者や
中途退学者については、引き続き、教育センターや児童相談所、各区の保健福祉センターなどからの⽀援が受けられるよう、必
要に応じて引き継ぎを⾏っております。
 しかしながら、他者とのかかわりが⼗分に持てない⽣徒や卒業、中途退学後に⽀援が⾒込めない⽣徒もいることから、Ｌｉｎ
ｋやひきこもり地域⽀援センターなどの相談窓⼝を紹介するなど、個々の状況に応じたきめ細やかで切れ⽬のない⽀援を⽬指し
ていくことが⼤切であると認識しております。
 以上でございます。
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◯11番（伊藤康平君） 御答弁ありがとうございました。
 それでは、地域公共交通対策についてのうち、地域公共交通の現状と課題について、先ほどの答弁も踏まえ２回⽬の質問を⾏
います。
 地域公共交通の維持改善を図るために、これまで⺠間事業者が主体的に本市の公共交通を⽀えてこられました。今後の少⼦⾼
齢社会を⾒据える中で、福祉的な視点などを取り⼊れた交通政策を図る上で、⾏政が主体的な役割を担い、交通事業者などとか
かわりを持ちながら、地域の関係者相互間の連携と協働を促しつつ、現在の課題を的確に把握し、共有することで、地域戦略の
⼀環とした持続可能な公共交通ネットワークの形成が図られるのではないでしょうか。
 現在策定中の集約型都市構造、⽴地適正化計画は、今後の本市におけるまちづくりのあり⽅を定めるものであり、都市機能の
根幹を担う交通政策もあわせて⾒直さなければ、実効性ある⽴地適正化計画とは⾔えないのではないでしょうか。⾔いかえれ
ば、⽴地適正化計画と地域公共交通網形成計画は、まちづくりを⾏う上での両輪であり、それぞれを形づけてこそ、具体性ある
都市形成が図られると考えます。
 また、⾼齢社会の到来は、これまでの⽣活スタイルの変化が顕著にあらわれるものであり、これまで以上にアクセシビリティ
ー、⾔いかえると、近づきやすさ、アクセスのしやすさが求められてくると考えます。⾝近なところで例えれば、美浜区には、
バス事業者が運⾏する乗り合いバスのほかに、買い物弱者対策とも考えらえる商業事業者が特定の地域内を無料で循環する貸し
切りバスを運⾏しております。
 この貸し切りバスは、美浜区内の主要な駅近くにも停⾞することから、買い物以外で駅を利⽤する⽅もいるとの声もありま
す。また、地域からは、商業事業者が運⾏する貸し切りバスの増便や停留箇所をふやしてもらいたいなどの要望もいただいてお
り、このような声から推察すると、その地域では、商業事業者が運⾏する貸し切りバスのほうが⽇常⽣活においての有効性が⾼
いと考えられます。
 こうした取り組みを否定するわけではありませんが、市⺠の移動⼿段として⽀えてきたバス事業者からすると、乗り合いバス
と重複する路線で運⾏されることは、輸送⼈員の減少にもつながりかねないなど、懸念する声も寄せられております。１⽇当た
りの運⾏本数が少ない貸し切りバスがバス事業者の輸送⼈員の減少に直接影響しているのかは、その実態を調べてみなければわ
からないところもありますが、いずれにせよ、輸送⼈員に影響することに関して、⺠間事業者間で調整することは困難であると
思えます。
 他の⾃治体では、不採算路線の撤退などもあるとも聞いており、当局が事業者の間に⼊って調整を図ることも必要と考えます
が、今後の対策なども含めて伺います。
 ⼀つに、地域から、バスの増便や移動のしやすさを求める声が寄せられております。少⼦・⾼齢化が進展していく中で、アク
セシビリティーをどのように捉えて、今後取り組まれようとされているのか、⾒解を伺います。
 ⼆つに、本市のバス交通の維持改善が課題とのことですが、本市が事業者と主体的にかかわりを持ち、必要に応じた交通網の
再編にも今後取り組む必要があると考えますが、⾒解をお聞かせください。
 次に、地域公共交通対策についてのうち、⾼齢者の移動⼿段確保について伺います。
 国⼟交通省がまとめた⾼齢者の⽣活、外出特性にある⾼齢者の歩⾏可能距離について⽰されております。そこでは、無理なく
休まずに歩ける距離が100メートルまでとする⾼齢者は１割、75歳以上では17％とあり、別の調査では、⾃宅から駅やバス停ま
での許容距離として、５分未満の数値を上げる⼈が２割とされ、歩⾏距離として300メートルから350メートル未満と推計されて

207



おります。
 こうした結果を考慮すると、今後ますます増加する⾼齢者への健康増進に向けた諸施策が必要なことはもちろんのこと、外出
する割合から⾒ても、運転免許を所有する⽅より、運転免許を持たない⾼齢者のほうが20％近く外出する割合が低いという結果
が出ております。また、気兼ねなく外出することのできる環境整備においては、バリアフリーに次いで、公共交通機関における
利便性への不満が多く、運転免許の有無が⾼齢者の外出の⽀障とならぬよう、移動⼿段の確保を図ることが重要な施策となって
まいります。こうした⾼齢者の移動に関して、公共交通がない空⽩地域への対策はもちろんのこと、バス停など300メートル程度
離れた拠点への移動が困難となった⽅へも具体的な対応も必要であると考えます。
 2020年のオリンピック・パラリンピック東京⼤会が終わったその５年後の2025年には、⾼齢者世代が増加する社会となり、
こうした社会の変容をどのように乗り越えるのかが⼤きな課題として上げられております。
 そこで伺います。
 本市では、公共交通空⽩地をどのように位置づけているのか。移動困難者対策を進めるためにも、地域や事業者の協⼒のも
と、乗り合いバスやタクシーを循環路線として試験運⾏し、今後の交通政策に反映することは有効であると考えますが、当局の
⾒解をお聞かせください。
 次に、育児と介護の両⽴についてと困難を抱える⼦ども・若者⽀援については、所感も含めて要望といたします。
 初めに、育児と介護の両⽴についてです。
 私に相談をいただく⽅の⼤半は、先ほどの答弁にもあったエンゼルヘルパーやファミリー・サポートなどの事業対象とはなら
ない、いわば制度のはざまにいる⽅たちです。
 関係する部署が連携を強めるとは⾔うものの、果たして何をするのか、何ができるのかが重要となります。福祉的地域拠点で
あるあんしんケアセンターにおける⽀援は確かに重要です。⼀⽅で、本来の⽬的から離れた事案に対しては、その専⾨性も必要
となり、あんしんケアセンターの負担も⼤きくなっていることを考えると、複雑化、複合化した課題に対応してもらうために
は、全庁的な課題として財政的⽀援も必要となると考えます。
 資⾦調達の⼿法を取り⼊れ、先進的な取り組みを進める横浜市では、こうしたダブルケアの課題に対して、オープンイノベー
ションの取り組みの⼀環として、公⺠連携によるケアが必要な⽅のＱＯＬ、クオリティ・オブ・ライフの向上を図るための研究
を協働で進めてきたほか、横浜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、⽀援組織が⽴ち上がったと伺っており
ます。
 本市において新たな仕組みを⽴ち上げるためには、決して潤沢とは⾔えない財政状況を考えると、その必要性に関する調査や
検討など、新たな事業の⽴ち上げには時間がかかるものと思われます。そのため、横浜市のような先進的な取り組みを参考と
し、あんしんケアセンターなどが独⾃の取り組みを図りやすくする⼿段として、資⾦調達等の⽅法もよく検証し、迅速な対応に
努められることを望みます。
 最後に、困難を抱える⼦ども・若者⽀援についてです。
 平成24年８⽉に開設された⼦ども・若者総合相談センターＬｉｎｋについては、相談員の拡充を初め、機能強化などについ
て、これまでも会派として、さらには私個⼈として強く求めてまいりました。昨年の第２回定例会やこれまで訴えてきた訪問⽀
援型の体制の充実や調整機関の役割を明確にすること、また、指定⽀援機関を設けることや重層的な⽀援を⾏う組織の体系化な
ど、来年度開始されることについては⾼く評価するところであります。
 これまでも、私⾃⾝、多くの市⺠からの相談をいただいてまいりました。統合失調症のお⼦さんからのＤＶ、親の死によって
未成年家族だけでの⽣活の不安、⽀え⼿がいなくなったことによるひきこもりの⼦供の貧困、学校では、ＳＮＳの投稿がきっか
けで悩む⼦供など、さまざまな相談がありました。
 こうした事案に対して、本来、Ｌｉｎｋやひきこもり地域⽀援センターなどに相談し、つなぐのでしょうが、相談⽀援を主体
とした両センターに即時性が求められる事案を任せられるのか、信頼性という部分で懸念があったところです。
 来年度より、組織としての体制が整うことは期待を寄せるところではありますが、教育委員会の答弁にもある連携が⼤切と認
識されている中で、市⺠の信頼はもとより、各⾏政機関からも頼られる組織となることに期待し、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。

◯都市局⻑（服部卓也君） 地域公共交通対策についての２回⽬の御質問にお答えを申し上げます。
 まず、アクセシビリティーをどのように捉えて、今後取り組もうとしているのかについてですが、地域公共交通を持続可能と
していくためには、公共交通を積極的に利⽤してもらうことが重要であります。
 公共交通の利⽤者をふやすには、地域公共交通ネットワークをより充実させることに加え、アクセシビリティー、いわゆる公
共交通の利⽤しやすさを向上させることが必要であり、運輸サービスの向上や乗り継ぎ拠点や⾞両のバリアフリー対策、ＩＣカ
ードシステムやバスロケーションシステムの導⼊による乗り継ぎの円滑化などが考えられます。これらを着実に取り組むことに
より、地域公共交通の維持改善に寄与するものと考えておりますので、本市も引き続き公共交通の発展に取り組んでまいりたい
と考えております。
 次に、本市が事業者と主体的にかかわり交通網の再編に取り組むことについてですが、本市のバス交通は、多くの⺠間バス事
業者によって運⾏をされており、それぞれの事業者が主に鉄道駅を起終点として、⼤規模団地や住宅地などを結んでおります。
今後、これらのバス交通網の再編等を検討する場合は、各⺠間バス事業者の運⾏ルートや各者の意向などを勘案し、バス交通網
の向上に向けて総合的に調整することが重要であります。
 このことから、本市の⽴地適正化計画と整合を図りつつ、本市もイニシアチブをとって、バス事業者とともにバス交通網の再
編も含め、公共交通の維持充実を図る⽅法について検討してまいりたいと考えております。
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 最後に、⾼齢者の移動⼿段の確保に対し、公共交通空⽩地をどのように位置づけているのか、乗り合いバスやタクシーを試験
運⾏し、今後の交通政策に反映することは有効であるとのことですが、まず、公共交通空⽩地の位置づけですが、本市は過去
に、鉄道、モノレール駅から１キロ圏外かつバス停から300メートル圏外の区域を交通不便地域として位置づけておりました。
 次に、乗り合いバスやタクシーの試験運⾏については、地域の協⼒が⾮常に重要と考えており、この地域のかかわりが地域住
⺠が⽀える交通⼿段という意識づけになり、利⽤者数の増加につながるものと考えておりますので、地域からの要望と協働のも
と、移動⼿段に課題を抱える地域に対して検討してまいりたいと考えております。
 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、地域公共交通対策について、地域公共交通の現状と課題についてと⾼齢者の移動⼿段確保については、あわせて所
感も含めて要望といたします。
 先⽉の終わりごろ、岡⼭市のバス事業者が31もの路線を廃⽌する届け出を運輸局に提出したことが報道されておりました。こ
の届け出の趣旨として、⾚字路線の切り捨てによる経営の合理化を⽬的とするのではなく、地⽅における公共交通の窮状を知っ
てもらうとともに、現⾏の路線バス⾏政に対する問題提起のために出されたとありました。
 本市においても、バスの運⾏本数の減少に対して増便を求める声や循環バスの廃⽌に伴い、移動が不便になったことへの対
応、事業者からは、今後の運転⼿不⾜への対応や不採算路線の維持が困難であることなど、千葉市の交通政策に対して意⾒や要
望をいただいております。
 先ほども申し上げましたが、⾼齢社会が今後ますます深刻化する中で、これまでの供給側の交通政策から利⽤者とともに⽀え
る交通政策への転換を図ることは急務と考えます。
 お隣の習志野市では、公共交通課題地域を⾯的に検証図としてまとめ、市内における公共交通不便地域や空⽩地域の解消に向
けた取り組みが進められております。また、平成13年度には、市内の循環バスの検証を⾏い、市域での循環バスの課題を明らか
にするほか、今後の⾼齢社会への対応を図るため、平成18年度には、コミュニティバス検討委員会を設置し、市⺠に対しても複
数アンケート調査を実施されるなどしております。さらに、市が事業主体となって実証運⾏を⾏い、⽬標とする乗⾞⼈数を超え
る利⽤者があった場合には、事業主体をバス事業者へ移⾏し、コミニュティバスを路線化するなど、今現在も着実な取り組みを
進めております。
 こうした取り組みは、他の政令市でも実施されており、本市においても、地域住⺠が主体の地域参画型から、千葉市が主体と
なった交通政策への展開を強く求め、⼀般質問を終わります。
 御清聴ありがとうございました。（拍⼿）
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