
平成26年第３回定例会（第７⽇⽬） 本⽂ 2014-09-29

↓ 最初のヒットへ（全 0 ヒット）

◯５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、⼀般質問をさせていただきます。
 初めに、地域防災⼒の向上ついてお尋ねします。
 近年、地震や津波、台⾵などの⼤規模な⾃然災害が全国各地で発⽣しております。本市においても2011年３⽉に発⽣した東⽇
本⼤震災により甚⼤な被害をもたらしました。また、昨年の台⾵26号による浸⽔被害や⼀時的な集中豪⾬により千葉駅前が冠⽔
するなど起こり、⾃然災害の対応についても具体的な対策を講じていかなくてはならないと考えます。⾃然災害に対しては、公
助としての防災⼒を⼀層⾼めることはもとより、みずからの命は⾃⾝で守る主体的な⾃助意識の形成や互いに助け合う共助を発
揮するための地域防災⼒の強化がこれからさらに重要となってまいります。
 これまで本議会においても、東⽇本⼤震災を教訓として、防災・危機対策調査特別委員会を設置し、本市の総合防災⼒の向上
に資するよう中⻑期的に取り組むべき事項についてまとめ、提⾔書を作成し要望を⾏ってまいりました。そうした中で、地域防
災計画の⾒直しはもとより、地域防災⼒向上に向けた取り組みの⼀環として、避難所運営委員会の設置や⾃主防災組織の普及啓
発に努めてこられたことについて、⼀定の評価をしております。
 さらに、本年３⽉に改定された地域防災計画では、避難⾏動要⽀援者への対策などが計画に位置づけられ、本年７⽉に避難⾏
動要⽀援者名簿に関する条例が施⾏し、本格実施に向けての取り組みがなされていると伺っております。避難⾏動要⽀援者と
は、災害対策基本法において新たに定義づけられた、災害が発⽣し、または災害が発⽣するおそれがある場合に、みずから避難
することが困難な⽅であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るために特に⽀援を要する⽅を⾔います。本条例の制定によ
り、市が保有する避難⾏動要⽀援者の個⼈情報を本⼈から拒否の意思表⽰がない限り、平常時から⾃主防災組織や町内⾃治会な
どに提供できることを定めました。個⼈情報を提供することを考えますと、更新に関する事項や保管⽅法など、適切な運⽤が求
められます。
 そこで、避難⾏動要⽀援者への対策について伺います。
 ⼀つに、本市における避難⾏動要⽀援者の対象者数と対象者への周知はどのように⾏ったのか、取組状況と課題ついてお聞か
せください。
 ⼆つに、団体等に提供する避難⾏動要⽀援者名簿への掲載を希望されない⽅や名簿掲載要件には該当しないが、みずから名簿
掲載を希望された⽅はどの程度いたのか。また、新たに名簿掲載を希望する⽅への対応についてお聞かせください。
 三つに、本市の町内⾃治会やマンション管理組合数を考えると、名簿を提供できる団体がどの程度⾒込まれているのか、取組
状況と今後の対応についてお聞かせください。
 次に、災害復興の取り組みについて伺います。
 東⽇本⼤震災という未曽有の⼤震災から、はや３年半がたちます。これまで本市といたしましても、震災による被害を受けた
⽅々への経済⽀援や⽣活⾯の⽀援、住まいの確保、再建のための⽀援などに取り組まれてまいりました。また、ライフラインの
復旧にも迅速に対応し、⼀部の地域を除いては、震災の記憶も忘れてしまうほど震災前と変わらぬ⽣活が送れるようになってお
ります。また、危機管理対策の拡充や、ちばし安全・安⼼メールなど、我が会派の要望も取り⼊れ、対策を講じられたことにつ
いては評価をしております。
 ⼀⽅で、今もなお震災後の対応が具体的に⽰されていない地域もあります。国の復興交付⾦事業計画に記載する計画期間は、
平成27年度までとなっております。平成28年度以降に被災地⽅公共団体が実施する事業などに対する⽀援のあり⽅については検
討課題となっており、⼀部報道では、期間延⻑する⽅向で検討に⼊ったと伺いましたが、いまだに結論が⽰されておりません。
いずれにせよ、期間延⻑について⽰されていない今、復興交付⾦事業計画期間の終了が近づいておりますので、これまでの対応
も含め、液状化対策の取り組みについて伺います。
 これまでも本議会で具体的な対応を求めてきた液状化対策についてですが、平成24年に液状化対策推進委員会を設置し、当委
員会の助⾔をもとに、これまでの対策を進められてきたかと思います。現段階の国の復興交付⾦事業が来年度で終了することを
考えると、液状化対策地域への取り組みが間に合うのか⼼配です。ことしの３⽉に開催された液状化対策推進委員会でのまとめ
には、モデル地域である磯辺４丁⽬地域について地下⽔低下⼯法が望ましいとされております。そのほかの地域では、格⼦状地
中壁⼯法の検討を⾏うとともに、地下⽔低下⼯法の可能性を探るとされております。対象地域へは格⼦状地中壁⼯法について説
明されていると伺っています。今⽉末まで地下⽔位の季節変動等を確認するために、地下⽔低下⼯法の実証実験を実施されてお
ります。モデル地域である磯辺４丁⽬地区以外の地域においても、実証実験の結果を受けて⼯法が変更される可能性があるので
しょうか。また、格⼦状地中壁⼯法の住⺠負担⾦について、概算費⽤では承諾しかねる等の意⾒が寄せられております。平成26
年第１回定例会で確認した詳細な住⺠負担額と⼯事総額がいつごろ提⽰されるのでしょうか。これまでも確認してきた内容でも
ありますが、今後の対応について伺います。
 ⼀つに、復興交付⾦事業が来年度以降に期間延⻑されることを期待しますが、現時点では平成28年３⽉31⽇で終了します。地
域によって進捗状況が異なる中で、それぞれの地域が来年度末までにどの段階まで進めていくのか、今後の事業スケジュールと
それぞれの地域課題についてお聞かせください。
 ⼆つに、モデル地域である磯辺４丁⽬地区以外の地域においては、格⼦状地中壁⼯法と伺っておりますが、ことし３⽉の液状
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化対策推進委員会でのまとめでは、地下⽔低下⼯法の可能性を探るとしております。格⼦状地中壁⼯法に限定したのはなぜか、
⾒解をお聞かせください。
 三つに、対象地域住⺠の理解と合意形成を図る上でも、地域ごとの詳細な負担⾦額を提⽰すべきです。平成26年第１回定例会
での答弁では、住⺠の皆様ときめ細かな協議を⾏った上で事業計画を作成し、負担額を明確にしていくとありました。住⺠説明
会も開催しており、負担額ついてどのように説明されているのか、お聞かせください。
 次に、敷地境界の確定について伺います。
 平成25年第２回定例会でも確認しました敷地境界の確定について、⼀部の地域の⽅から今もなお不安視をする声が寄せられて
おります。東⽇本⼤震災に伴い地盤の破損、境界標の破損や移動、地殻変動による公共基準点の移動など、本市の敷地境界の確
認や確定に影響が⽣じております。平成25年第２回定例会当時、測量成果にかかわる申請の受け付けを停⽌しておりましたが、
昨年度に２級３級相当の基準点測量成果の改定作業が終了し、現在、４級相当の基準点の改定作業を⾏っていると伺っておりま
す。そのため、４級相当の基準点にかかわる承認申請、交付申請については、改定作業が終了するまでの間は測量成果にかかわ
る申請を停⽌しておりますが、道路の区域線図及び境界点座標、基準点の測量成果については、震災前の成果を参考として交付
している状況が続いております。
 敷地境界とは、敷地が隣接地や道路と接した境⽬となる線を⾔います。この境界には⼆つの種類が存在し、その中の筆界は、
不動産登記の⼿続により決定された⼀筆の⼟地の範囲を⽰すもので、⼀般的には、現地に境界杭を打って⽬視による確認ができ
るようになっております。震災によって現地境界杭が破壊され、液状化によって埋没した境界杭が多く存在し、⺠有地のみなら
ず、道路の境界杭も現地確認ができないところもあります。平成25年第２回定例会の答弁で、道路境界確定協議については、申
請があった場合に⽴ち会いを⾏っていると伺っております。また、住宅地を取り囲んでいる道路の区域線確定のみを実施した場
合、⺠有地の形状や⾯積に影響が⽣じるなどの課題があるとの答弁でした。その後、課題については解消されているのか疑問で
す。
 敷地境界を明確にすることは⼟地所有者の財産を守ることにつながり、また、後の住⺠トラブルを未然に防ぐことにつながり
ます。震災により敷地境界がわからなくなってしまった地域の多くは、液状化被害が発⽣した地域でもあり、現在、液状化対策
費⽤にかかわる個⼈負担について明確な負担額の提⽰を求められている中、官⺠、⺠⺠境界が曖昧では、明確な負担額を提⽰す
ることができるのでしょうか。取組状況について伺います。
 ⼀つに、平成25年第２回定例会で求めた美浜区の公共基準点の変位と⼟地がどのように変化したのか、及び影響についてお聞
かせください。
 ⼆つに、敷地境界が曖昧では、今後、液状化対策に伴う住⺠負担額の提⽰に影響を及ぼすと考えるが、当局の⾒解をお聞かせ
ください。
 最後に、介護⽀援ボランティア事業について伺います。
 国⽴社会保障⼈権問題研究所による世帯数の将来推計によれば、2035年には世帯主が65歳以上の⾼齢世帯に占めるひとり暮ら
しの割合が37.7％となり、都道府県別に⾒ると、⼭形県を除く46都道府県で30％以上となるそうです。また、ひとり暮らしの⾼
齢者数が最も多い東京都で、2035年には100万⼈を上回り、千葉県においても⾼齢者に占めるひとり暮らしの割合が35.4％とな
ると伺いました。
 世界の中でも⻑寿国である⽇本。どの地域に暮らしていても、⾼齢者⼀⼈⼀⼈が尊厳をもって⽇々の⽣活が送れる環境を整え
ていくことは、ますます必要となってまいります。⼀⼝に⾼齢者といっても、お年寄りと呼ぶには余りにも若く、元気に社会活
動などに取り組まれている⽅も⼤勢おります。⾼齢者の社会的孤⽴を防ぐために、⾃⾝が地域社会との交流を深め、⽇常⽣活を
健全で豊かなものにしていくことはもちろんのこと、やりがいや⽣きがいと⾔った⽬的をより多く提供していくことが重要であ
ると考えます。
 本市においても、⾼齢者が健康で⽣きがいある⽣活が送れるよう、健康増進についての取り組みやこれまで我が会派として求
めてまいりました介護⽀援ボランティア制度が昨年の７⽉より取り組みが開始され、さらなる取り組みに期待をしております。
この介護⽀援ボランティア制度は、65歳以上の⾼齢者を対象とし、⾼齢者施設などでボランティア活動を⾏った場合に、介護保
険料や介護サービス利⽤料などに充てることができるポイントを付与し、介護予防の促進や社会活動への参加などを⽀援すると
伺っております。元気な⾼齢者の活躍の場を促進するためにも、本制度の取り組みについて伺います。
 ⼀つに、昨年７⽉から開始された介護⽀援ボランティア制度ですが、これまでの登録者数の状況や受け⼊れ施設数及び受け⼊
れ施設による評価についてお聞かせください。
 ⼆つに、介護⽀援ボランティア登録者へのアンケート調査を実施したと伺っております。調査結果の内容と課題についてお聞
かせください。
 三つに、受け⼊れ施設による評価やアンケート調査の結果を受けて、今後どのような取り組みをお考えなのか、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）

◯総務局⻑（志村 隆君） 地域防災⼒の向上についてお答えします。
 まず、本市における避難⾏動要⽀援者の対象者数についてですが、避難⾏動要⽀援者名簿に関する条例の施⾏⽇である７⽉１
⽇現在では、65歳以上のひとり暮らしの⽅で要介護・要⽀援の認定区分がそれぞれ２以下の⽅が約5,000⼈、要介護認定３から
５の⽅が約１万2,000⼈、⾝体等に障害のある⽅が約１万1,000⼈、重症認定を受けている難病の⽅が約800⼈で、重複する⽅を
除きますと、全体で約２万4,000⼈の⽅が対象者となっております。周知につきましては、ホームページ、市政だより３⽉１⽇号
及び７⽉１⽇号で条例の趣旨、避難⾏動要⽀援者の範囲、名簿情報の提供についてお知らせするとともに、対象者の⽅々には７
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⽉下旬に郵送により名簿掲載の案内を送付し、町内⾃治会などへの名簿を提供する際の意思の確認を⾏ったところです。また、
課題についてですが、制度の趣旨や仕組みを理解されていない⽅がいらっしゃることから、わかりやすい説明、周知が必要であ
ると考えております。
 次に、名簿への掲載を希望されない⽅や名簿掲載要件には該当しないが名簿掲載を希望された⽅の⼈数ですが、９⽉16⽇現在
で、名簿掲載を希望されない⽅が約3,200⼈、⽼⽼介護や⽇中独居などの事情により名簿への掲載を希望された⽅は約80⼈とな
っております。今後、新たに名簿への掲載を希望する際は、随時、保健福祉センターや⾼齢福祉課で届け出を受け付けることと
しております。
 最後に、名簿を提供できる団体の⾒込み、取組状況及び今後の対応についてですが、避難⾏動要⽀援者名簿の提供に関し、各
地区町内⾃治会連絡協議会等への説明を⾏うとともに、町内⾃治会やマンション管理組合などに⽂書にて本制度について周知を
図り、市内全域で⽀援体制の構築をお願いしているところです。９⽉17⽇現在、78の団体から申請を受け、これから協定の締結
を経て10⽉から名簿の提供となります。なお、今後も引き続き、町内⾃治会やマンション管理組合などへ積極的に周知し、避難
⾏動要⽀援者名簿の提供の促進を図ってまいります。
 以上でございます。

◯都市局次⻑（河野 功君） 初めに、液状化対策の取り組みについてお答えします。
 まず、今後の事業スケジュールとそれぞれの地域課題についてですが、現在、モデル地区では、地下⽔位低下⼯法についての
仮同意が得られたことから、事業計画書に対する住⺠同意の取得作業を⾏っており、年内に実施設計を終わらせます。その後、
家屋の事前調査及び⽀障物件の移設を⾏い、平成27年度早々に本⼯事に着⼿し、年度末までに⼯事完了を⽬指すこととしており
ます。
 モデル地区以外の地域については、格⼦状地中壁⼯法による対策の説明を⾏っており、住⺠同意が得られ次第、速やかに事業
計画書の作成などを⾏い、国と協議を進めてまいりますが、復興交付⾦事業は平成27年度末までに⼯事完了となっていることか
ら、年内に事業化について判断する必要があると考えております。
 それぞれの地域の課題ですが、モデル地区では、同意率の向上や地下埋設物の移設などであり、それ以外の地域では、同意の
取得や個⼈の負担額の軽減が課題となっております。また、復興交付⾦の補助期間の延⻑や個⼈で対策を⾏った宅地の対応など
も課題であると考えております。
 次に、モデル地区以外の地域において格⼦状地中壁⼯法に限定した理由についてですが、モデル地区以外の地域は、地層や地
質から格⼦状地中壁⼯法を前提として進めてまいりましたが、液状化対策推進委員会から地下⽔位低下⼯法の可能性についても
探るよう意⾒が出されました。そこで、ボーリングデータなどを再検討した結果、当該地域の地層については、粘⼟層が厚く堆
積しているところやまた逆に薄いところなど、厚さが⼀定でなく、地層が複雑であり、地下⽔位低下⼯法を実施した場合、⽔位
低下に伴い建物の基礎や構造物が傾いて沈下する不同沈下が想定されることから、不同沈下の影響が少ない格⼦状地中壁⼯法を
選定したものであります。
 次に、地域ごとの住⺠説明会における負担額の説明についてですが、モデル地区において実施した対策⼯法の検討にあわせ、
地下⽔位低下⼯法及び格⼦状地中壁⼯法の２⼯法の概算額を算定し、個⼈負担額を⽰しております。地下⽔位低下⼯法は、30年
間の有孔管の清掃費や電気代などの維持補修費として全体で約7,000万円となりますので、これを区域内の地権者で負担していた
だくものとして、１宅地当たりの負担額は、30年間で約30万円と説明しております。格⼦状地中壁⼯法は、１街区20宅地におけ
る試算で、宅地部分の⼯事費は約１億6,000万円となりますので、この⼯事費を20宅地で負担していただくものとして、１宅地
当たり約800万円の負担額となります。この800万円の負担額に対し、２分の１を国が負担し、残りの負担額の２分の１かつ上限
200万円を本市が⽀援することとしていることから、１宅地当たりの個⼈負担は約200万円と説明しております。
 最後に、敷地境界の確定についてのうち、所管についてお答えします。
 液状化対策に伴う住⺠負担額への影響についてですが、格⼦状地中壁⼯法の負担額は、公共施設の対策については公共団体の
負担で、宅地部分の対策については宅地などの所有者の負担となります。宅地などの所有者の負担額を確定するためには、道路
境界の確認が必要となることから、道路管理者と連携しながら確定作業を進め、その後、負担額の算定を⾏います。
 以上でございます。
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◯建設局⻑（中台公明君） 敷地境界の確定についてのうち、所管についてお答えします。
 まず、震災の影響による美浜区の公共基準点の変位についてですが、平成23年度から24年度にかけて市内の公共基準点を観測
した結果、市全体の変位はおおよそ東⽅向へ約40センチメートル⽔平移動しており、美浜区についても同様におおよそ東⽅向へ
約40センチメートル⽔平移動しております。
 次に、⼟地がどのように変化したのか、及びその影響についてですが、本年度、美浜区の市街地液状化対策事業区域及びその
周辺を含む10地区32街区について、道路の災害復旧⼯事後に現況測量を実施し、道路の形状や街区全体の⾯積と法務局に備え付
けられている公図や登記簿⾯積を⽐較したところ、形状に変化は⾒受けられず、各街区の⾯積の差は、平均0.3％程度となってお
り、敷地境界の確定のうち官⺠境界については影響はないものと考えております。
 以上でございます。
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◯保健福祉局⻑（河野正⾏君） 介護⽀援ボランティア事業につきましてお答えいたします。
 初めに、登録者数、受け⼊れ施設数及び受け⼊れ施設による評価についてですが、本年９⽉１⽇時点で、登録者数は1,168⼈、
受け⼊れ施設数は234事業所であります。受け⼊れ施設による評価につきましては、８⽉に実施いたしました受け⼊れ施設を対象
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としたアンケートの結果によりますと、施設の業務につきましては、よい刺激となっている、地域交流の意識が⾼まった、業務
の負担が減ったなどといった回答が上位を占めております。また、施設利⽤者の表情が豊かになった、施設の利⽤者の楽しみが
ふえたなどといった回答が多く⾒られる⼀⽅で、ボランティア希望者からの問い合わせが少ないので、周知⽅法を改善してほし
い、施設とボランティア希望者との仲介を市が⾏ってほしいなどといった登録者との調整に関する御意⾒もありました。こうし
たことから、介護⽀援ボランティア制度に対する受け⼊れ施設による評価は、おおむね良好ではあるものの、ボランティアの申
し込みが少ない施設への⽀援が必要であると考えております。
 次に、介護⽀援ボランティア登録者へのアンケート調査の内容と課題についてですが、本年３⽉に実施いたしましたアンケー
ト調査では、ボランティア活動をしてよかったこととして、役に⽴った実感がある、元気がもらえた、⽣活に張り合いが出たな
どといった回答が多く⾒られることから、ボランティア制度の⽬的の⼀つである社会参加活動等を通じた介護予防を推進するこ
とに沿った結果が出ているものと考えております。その⼀⽅で、活動をしていない⽅からは、⾃分で活動先を探すのが不安であ
る、市が受け⼊れ先を紹介してほしいなど、受け⼊れ施設との調整を望む御意⾒もありました。このことから、登録はしたもの
の、みずから活動先を⾒つけることに困難を感じている⽅に対する⽀援が課題の⼀つであると認識をしております。
 最後に、今後の取り組みについてですが、活動先が⾒つからない⽅への⽀援として、情報提供が必要と考えていることから、
登録者同⼠、また、受け⼊れ施設との交流を通じ、ボランティア活動を始めるきっかけを提供することを⽬的に、ボランティア
交流会を本年11⽉に開催する予定であります。また、現在、各受け⼊れ施設から施設の特徴やボランティアの活動状況等を記載
した情報提供シートを回収しているところであり、今後はこのシートを活⽤し、活動先を探すに当たり、受け⼊れ施設に関する
詳細な情報を必要とする登録者に情報を提供してまいります。
 以上でございます。

◯５番（伊藤康平君） 御答弁ありがとうございました。それでは、地域防災⼒の向上について２回⽬の質問をさせていただき
ます。
 先ほどの答弁で、避難⾏動要⽀援者名簿に記載する対象者の数は、７⽉１⽇現在で約２万4,000⼈、うち名簿記載を希望されな
い⽅が約3,200名、名簿記載要件には該当しないが、みずから希望された⽅が約80名、名簿を提供する際の意思の確認がなされ
たとのこと、名簿記載を希望されない⽅が約3,200名いるとのことでした。これから、新たに名簿への記載を希望される⽅や名簿
記載を途中でやめたい⽅への対応として、各区の保健福祉センターが窓⼝となり、随時、受け付けを⾏っていくと伺っておりま
す。
 町内⾃治会やマンション管理組合などへの名簿の更新は年１回であるため、市と地域との情報共有に誤差が⽣じることが懸念
されます。また、避難⾏動要⽀援者名簿の取り扱いについて、名簿には秘匿性の⾼い情報が記載されているため、慎重な対応が
求められると考えます。名簿を取り扱う団体の役員についても、⻑年にわたってかわらない地域と毎年かわる地域があり、名簿
の取り扱いも⼤きく異なってくるのではないでしょうか。名簿には、⽀援を求める皆様の⼤切な個⼈情報が記載されていますの
で、その取り扱いは最⼤限に配慮されなければなりません。さらに、最初の答弁では、制度の趣旨や仕組みを理解されていない
⽅がいることが課題とのことでしたが、名簿掲載を希望される⽅にも、改めて保管⽅法や取り扱いについて適切な運⽤が図られ
る旨の説明をし、制度理解を再度求める必要があると考えます。
 そこで伺います。
 ⼀つに、町内⾃治会やマンション管理組合への名簿情報の更新は年１回とのことですが、市と地域との情報共有誤差への対応
についてお聞かせください。
 ⼆つに、名簿には個⼈情報が記載されていると思いますが、名簿の記載内容とその保管⽅法についてお聞かせください。
 三つに、名簿の取り扱いについて、町内⾃治会や⾃主防災組織などの団体がどのように対応するのか、情報の漏えいを防ぐた
めの市としての対策をお聞かせください。
 次に、災害復興の取り組みのうち、液状化対策の取り組みについて伺います。
 最初の質問でも申し上げましたが、液状化対策の復興交付⾦事業計画期間の終了が近づいております。先ほどの答弁で、復興
交付⾦事業は平成27年度までに⼯事完了となっていることから、年内に事業化について判断する必要があることや、また、対策
地域の同意の取得、個⼈負担額の軽減が課題となっているとのことでした。国の事業であることから、本市の考えだけで進まな
いことについては理解をしております。しかし、事業の終了期間を考えますと、対象地域の皆様にも⼤きな負担を強いているわ
けですから、これまで以上に丁寧な対応が必要です。
 その中で、スケジュールについてですが、住⺠説明会の資料を⾒ると、復興庁へ提出する事業計画策定の了承を得るための⽬
安として95％の承諾を⽬指しております。また、９⽉中をめどに事業の有無についての回答も求めており、同意を得るための期
間としては、⾮常に短すぎるのではないでしょうか。その中で懸命に取り組まれている地域もありますが、取り組みが進まない
地域もあります。また、賛同者もいるが、地域として液状化対策は⾏わないと判断されたところもあると伺っております。この
ような地域においては、個⼈で対策を⾏う判断ができるように、個別対策の⽅法を提⽰することが必要と考えます。格⼦状地中
壁⼯法の負担⾦についてですが、概算費⽤による説明が今現在も続いております。同意を図る上で、詳細費⽤の提⽰を求める声
も上がっております。液状化対象地域のボーリング調査の結果から、地域別の格⼦状地中壁⼯法における想定の改良深度を⽰す
ことができたのであれば、もう少し具体性のある費⽤提⽰ができたのではないかと疑問を拭えません。いずれにせよ、交付⾦の
期間が延伸されない今、地域理解に向けた取り組みに⼒を注ぐ必要があります。
 そこで伺います。
 ⼀つに、格⼦状地中壁⼯法を採⽤する地域の同意はどの程度進んでいるのか。また、同意が進まない地域について、共同の取
り組みが必要と考えますが、⾒解をお聞かせください。
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 ⼆つに、液状化対策は⾏わないと判断された地域の中にも賛同者がおります。現在、ホームページに掲載されている個別対策
⽅法については、具体性に乏しく、地域特性を考慮した内容とすべきではないでしょうか。⾒解をお聞かせください。
 次に、敷地境界の確定については要望とします。
 平成25年第２回定例会で取り上げました敷地境界の確定について、今回の答弁で美浜区の液状化対策区域及びその周辺地域な
ど、現況測量を実施し、法務局で備えつけられてある⼟地の位置、地番、形状、隣接地との境界線が確認できる公図や登記簿⾯
積を⽐較し、形状に変化が⾒られなかったこと、地域の中にある各街区の⾯積の差も許容値内であることが確認され、官⺠境界
については影響がないものと結論づけられたことに対して、当局の取り組みを評価いたします。今回の結論で、官⺠境界につい
ては震災前と変わらぬ⼿続が開始されることが確認できました。また、液状化対策の負担額を確定するために道路管理者と連携
を図りながら確定作業が円滑に進められますよう、確実な対応を求めます。さらに、これらの成果をしっかりと公表すること
と、不安視する地域への説明に努められますよう要望します。
 最後に、介護⽀援ボランティア事業について伺います。
 本事業は、⾼齢者の社会参加活動を通じた介護予防の促進、活動の場を得られることで⽣まれる⽣きがいややりがいなど、⾼
齢期を健康で元気に過ごすための役割を担っております。現在、介護⽀援ボランティア制度を導⼊する⾃治体もふえてまいりま
した。中でも、横浜市では、平成21年10⽉から実施し、本年４⽉に介護⽀援ボランティア事業から、よこはまシニアボランティ
アポイント事業と事業名を変更し、取り組まれております。今では9,000⼈を超えるボランティア登録者となっているそうです。
また、本事業の通信、ハマいき通信を発⾏し、普及啓発に取り組まれております。
 本市においても、９⽉１⽇時点での登録者数が1,168⼈と着実にふえており、答弁でもありましたが、受け⼊れ施設のアンケー
ト調査の結果からも、好印象ととれる回答が多く寄せられており、さらなる取り組みが期待されます。⼀⽅で、ボランティア希
望者からの問い合わせが少ない、周知⽅法の改善、施設とボランティアとの仲介を市に求める意⾒が寄せられていると伺いまし
た。また、ボランティア登録者側からも、市に受け⼊れ先を紹介してもらいたいとの意⾒も寄せられていることを考えますと、
丁寧な対応が必要なのではないでしょうか。
 ボランティアとは、⾃発的に無償で社会活動に参加するということと理解しております。しかし、⾼齢者の中には、交渉が上
⼿にできないなど、活動する⼊り⼝でつまずいてしまう⽅もいます。ボランティア登録者と施設側を結びつける必要があるので
はないでしょうか。
 以前、80代の⼥性から千葉市の介護⽀援ボランティア事業について御指摘をいただきました。市からの情報提供が少ないこと
や施設側との交渉も含めて⾃⼰解決型であることなど、活動する意思はあるけれど、ちゅうちょしてしまうとのことでした。登
録者もふえ、⾼齢者が地域で⽣きがいを持ち⽣活する環境を整えることは、今後ますます必要となってまいります。
 そこで伺います。
 ⼀つに、本制度は、⾼齢者が⽣きがいややりがいを求め登録されております。施設探しでくじけることがないように、ボラン
ティアを希望する⽅と施設側とを結びつける必要があると考えますが、⾒解をお聞かせください。
 ⼆つに、登録者が利⽤しやすい環境を整備することも重要です。ボランティア活動の窓⼝の⼀つである社会福祉協議会が介護
⽀援ボランティアを希望する⽅の相談を受け、受け⼊れ施設を紹介できるよう取り組むべきと考えますが、⾒解をお聞かせくだ
さい。
 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。

◯総務局⻑（志村 隆君） ２回⽬の御質問のうち、地域防災⼒の向上についてお答えします。
 まず、年１回の名簿の更新による市と地域との情報共有誤差への対応についてですが、名簿を更新するまでには、新たに名簿
への掲載を希望された⽅や名簿掲載要件に該当し、対象となった⽅の安否確認や避難⽀援につきましては、市が保有する名簿を
活⽤し、市職員が町内⾃治会やマンション管理組合のほか、⺠⽣委員、千葉県警察、千葉市社会福祉協議会などと連携して対応
することとなっております。
 次に、名簿の記載内容についてですが、⽒名、⽣年⽉⽇、性別、住所または居所、電話番号、その他の連絡先、避難⽀援等を
必要とする理由を記載しております。保管⽅法につきましては、本市と名簿を提供する町内⾃治会等とで名簿情報の適正な取り
扱いについて定めた協定を締結することとしており、施錠可能な場所に保管するなど、必要な措置を講ずるとともに、保管⽅法
を市に届け出ることとしております。
 次に、名簿の取り扱いについて町内⾃治会や⾃主防災組織などの団体がどのように対応するかについてですが、名簿の提供を
受けた町内⾃治会などでは避難⾏動要⽀援者を訪問し、⽀援に必要となる情報を記載した⽀え合いカードの作成や避難⾏動要⽀
援者の所在を記載した地図を作成するなど、地域の実情に応じた避難⽀援体制を構築することとなっております。
 最後に、情報の漏えいを防ぐための対策についてですが、町内⾃治会等と締結する協定に避難⽀援等の⽤に供する以外の⽬的
に使⽤してはならないこと、知り得た個⼈の秘密を漏らしてはならないこと、名簿情報の保管⽅法及び利⽤状況を市が実地に検
査できることなどのほか、名簿情報管理責任者を設置し、研修を受けることなどを規定し、遵守していただくことになっており
ます。
 以上でございます。
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◯都市局次⻑（河野 功君） 液状化対策の取り組みについてお答えします。
 まず、採⽤地域における同意の進捗状況と同意が進まない地域での取り組みについてですが、事業計画の策定については、⾃
治会単位での同意は進んでおりませんが、街区単位では同意をいただいている地区もあります。また、同意が進まない地域で
は、今までに⾃治会単位の説明会や⾃治会役員との意⾒交換会などを実施し、制度や施⼯⽅法の説明を⾏ってきたところであり
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ます。今後の取り組みに当たっては、引き続き⾃治会と協⼒して説明会の開催や協⼒⽂書の配布などを⾏い、理解を求めてまい
ります。
 次に、地域特性を考慮した個別対策⼯法の掲載についてですが、本市ホームページに掲載している個別対策の例は、液状化対
策による建物の傾きを抑制する⽅法として、事前対策及び事後対策について、⼀般的な⼯法と概算額を⽰しております。実際に
市⺠の皆様が対策を実施される場合は、対象敷地の特性や地質調査結果、施⼯条件などにより、個別に判断することになりま
す。ホームページの個別対策の例については、今後、市⺠の皆様が活⽤しやすいように、液状化対策と建物の沈下対策の違いや
各⼯法のメリット、デメリットなどを⽰し、⼯法の選択に役⽴つよう改定を⾏ってまいります。また、既に公開している地質調
査データともリンクさせ、活⽤していただけるよう⼯夫してまいります。
 以上でございます。

◯保健福祉局⻑（河野正⾏君） 介護⽀援ボランティア事業につきまして、お答えをいたします。
 初めに、ボランティアを希望する⽅と受け⼊れ施設側とを結びつけることについてですが、本事業は⾃発的な参加を前提とし
てボランティア希望者の意向を尊重する観点から、希望者はみずからがふさわしい受け⼊れ施設を探して直接連絡をとっていた
だく⽅法を採⽤しております。しかしながら、地域貢献をしたいという気持ちがあるにもかかわらず、みずから活動先を⾒つけ
ることが困難な⽅もいることから、ボランティア希望者と施設との結びつけの⽅法につきまして検討してまいります。
 次に、社会福祉協議会において介護⽀援ボランティアを希望する⽅の相談を受けて、受け⼊れ施設を紹介できるよう取り組む
べきではとのことですが、千葉市社会福祉協議会のボランティアセンターでは、ボランティア活動を希望する⽅の相談を受けて
情報の提供を⾏うほか、必要に応じて活動先の紹介を⾏っております。介護⽀援ボランティアにつきましても、ボランティアセ
ンターで相談、紹介ができるか、課題等を整理しながら、今後、社会福祉協議会と協議するなど、検討してまいります。
 以上でございます。
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◯５番（伊藤康平君） 御答弁ありがとうございました。３回⽬は所感も含め要望とします。
 初めに、地域防災⼒の向上についてです。
 東⽇本⼤震災の発⽣後、集合住宅にお住まいの御夫⼈から切実な訴えをいただいたことを今でも覚えております。その⽅は、
御主⼈が誰かの⽀えなしでは⽣活できない状況で、震災発⽣時、どこにも避難することができず、誰からも声をかけられること
もなく、御夫婦で⾝をすくめて⾃宅にいたそうです。避難⾏動要⽀援者への対策は重要な取り組みであり、名簿の管理や取り組
みへの理解、周知など課題はありますが、適切な運⽤が図られますよう望みます。
 神⼾市では、災害時の要援護者への⽀援に関する条例を平成25年４⽉から施⾏し、地域での助け合いの取り組みを推進してお
ります。条例に基づき、隣近所や地域ぐるみで要援護者を⽀援する取り組みを実践していくための具体的な運⽤をまとめた、災
害時に備えたたすけあいのまちづくりのリーフレット、ガイドラインを作成し、関係団体への送付、区役所、消防署でも配布さ
れているそうです。内容として、⽇ごろの⾒守りや⽀え合いをもとにした地域での取り組みを進めていくための具体的な運⽤を
まとめたもので、要援護者⽀援のさまざまな活動や運⽤を幅広く紹介されております。今後、誰もが要援護者となり得ることを
考えますと、本市においても、こうしたリーフレットやガイドラインを作成し、市⺠の皆様に幅広く理解される取り組みとなり
ますよう要望します。
 次に、災害復興の取り組みのうち、液状化対策の取り組みについてです。
 本事業がスムーズに前に進まない理由の⼀つとして、住⺠の同意を得て初めて事業計画の策定に⼊れることが挙げられます。
格⼦状地中壁⼯法の⼯事費⽤について詳細な費⽤提⽰ができない理由も、このことが影響していると伺っております。しかし、
事業期間が定められている取り組みであることを考えますと、待っていては住⺠から求められるニーズに応えていくことはでき
ません。本市にも優秀な技術職員がおり、事業を受け持つ所管の皆様は専⾨知識を有している専⾨家なわけですから、これまで
の調査結果をもとに、もう⼀歩踏み込んだ費⽤負担額を住⺠の皆様に提⽰ができたと私は考えます。
 本定例会中も、私のところにお⼿紙が届いております。事業を進めるに当たって、市が求める同意率95％に達しなかったこと
や街区単位でも実施可能と判断されるほどの賛同も得られなかったこと。今後の市の対策を⾒きわめながら慎重に対応していき
たい。また、地下⽔低下⼯法に関する区域周辺への影響についても説明していただきたいなど、事業が進むにつれ関⼼が⾼まっ
ております。先ほどの答弁にもありましたが、地域との共同の取り組みをしっかりと⾏っていくこと、同意が得られない場合の
対策として、個⼈が⼀定の知識と判断ができるための個別対策の⽅法について、これまで以上に具体性を持たせ、活⽤いただけ
る内容となりますよう、強く要望いたします。
 最後に、介護⽀援ボランティア事業についてです。
 この制度を考案し、先進的な取り組みをされている東京都稲城市では、毎年度、介護⽀援ボランティア制度の事業効果を検証
するため、ボランティア登録者とそれ以外の⾼齢者の要介護出現率を⽐較した保険料抑制効果の試算とボランティアの主観的な
健康感の変化調査を実施していると伺いました。介護予防の効果を検証し始めた平成21年度の報告では、⼀⼈１カ⽉当たりの介
護保険料抑制効果を換算すると11.1円となり、平成24年度の報告では、⼀⼈１カ⽉当たり20.7円と試算され、試算結果に変動は
あるものの、抑制効果があらわれていると考えます。また、平成25年３⽉に調査した健康⾯や精神⾯に変化はあったのかのアン
ケート結果では、張り合いができたは53.7％と最も多く、次いで、健康になったは12％となっております。主観的健康感とはい
え、社会参加や地域貢献などを通して⼼の健康が育まれた結果ではないでしょうか。介護⽀援ボランティアの制度の成果があら
われている⾃治体もあります。
 先ほどの答弁で、ボランティア希望者と受け⼊れ施設との結びつけやボランティアセンターで相談、紹介ができるか検討する
とのことでしたが、これら⼆つの要件を望む声にしっかりと⽿を傾け、利⽤しやすい環境を整えるよう強く要望し、⼀般質問を
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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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