
平成28年第４回定例会（第６⽇⽬） 本⽂ 2016-12-08

↓ 最初のヒットへ（全 0 ヒット）

◯11番（伊藤康平君） 皆さん、おはようございます。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、住宅政策のうち、賃貸住宅の安⼼⼊居についてお尋ねします。
 厚⽣労働省の数値では、総⼈⼝が減少する中で、65歳以上の割合である⾼齢化率は上昇を続け、2035年には33.4％に達する
と⽰されております。本市においても、⾼齢化率は上昇を続け、団塊の世代が後期⾼齢者となる2025年の⾼齢者率は29.7％とな
り、約３⼈に１⼈が65歳以上となる⾒通しと聞いております。また、ひとり暮らし⾼齢者の数は、2015年度⽐で約1.7倍、⾼齢
者のみの世帯は約1.4倍になるとの⾒通しで、⾼齢者の安⼼⼊居のための住宅政策は重要な取り組みであると考えます。
 近年、⾼齢者の⽅から公的賃貸住宅への住みかえの相談が多く寄せられるようになってまいりました。その内容として、年⾦
⽣活に変わったことや配偶者がいなくなり⼀⼈での⽣活となったことで、家賃を払い続けることが難しいなど伺っております。
転居を望む⾼齢者の⽅は、家賃が⽐較的安価な公的賃貸住宅への⼊居を希望しているものの、倍率が⾼いことや⼊居までの期間
に時間を要すること、また、⺠間賃貸住宅でも同様に連帯保証⼈の確保が困難なことから⼊居を断られる現状があると聞いてお
ります。さらに、⾼齢者が賃貸契約を結ぶ難しさとして、ひとり暮らし⾼齢者の孤独死などによる⼼理的瑕疵物件となることを
避けるためとも聞いており、こうした現状から⾼齢を理由に⼊居を拒否されないような⾼齢者に寄り添った⽀援制度が今後ます
ます必要となってくると考えます。
 本市では、⾼齢者の居住の安定確保に関する法律に規定する基本⽅針に基づき、平成25年３⽉に千葉市⾼齢者居住安定確保計
画が策定されました。⾼齢者が住みなれた地域において健康で⽣き⽣きと⾃⽴し、安⼼して暮らし続けるよう、⾼齢者の視点に
⽴った施策を推進するための計画と伺っております。
 その中で、⾃⼒で住居の確保が困難な⾼齢者の居住の安定のため、⺠間賃貸住宅や公的賃貸住宅の住宅ストックを有効活⽤し
た柔軟な制度運⽤について⽰されております。低所得者や単⾝⾼齢者の増加、社会経済情勢の変化に対応するために住宅セーフ
ティーネットの構築は重要な取り組みであると考えます。
 また、賃貸住宅に⼊居する際、さまざまな理由により家主から⼊居を敬遠されがちな⽅に対して、千葉市⺠間賃貸住宅⼊居⽀
援制度が設けられております。⼊居する際に保証⼈を⾒つけることが難しく、家賃債務保証会社と保証委託契約を⾏った⽅に対
して、２万4,000円を限度額とし、初回分の保証委託料の２分１を補助する制度を設け、取り組まれているとも伺っております。
 こうした住宅の確保に配慮が必要な⾼齢者に対して円滑に⼊居できる制度の拡充はもちろんのこと、今後ますます⽀援を求め
る⾼齢者が増加することが予想されることから、本市の取り組みについて伺います。
 ⼀つに、千葉市⾼齢者居住安定確保計画に⽰す住宅ストックの有効活⽤における現状の課題について、評価も含めてお聞かせ
ください。
 ⼆つに、⼊居する際の保証⼈を⾒つけることが課題でもありますが、千葉市⺠間賃貸住宅⼊居⽀援制度の取り組みと公的賃貸
住宅事業主体との連携がどのように図られ、取り組みを推進されているのか、課題も含めてお聞かせください。
 三つに、本市における⾼齢者の居住の安定確保に関する⽀援制度の普及啓発についてお聞かせください。
 次に、住宅政策についてのうち、新婚⽣活⽀援について伺います。
 結婚する男⼥の減少傾向が続いている中で、厚⽣労働省によれば、2015年の婚姻件数は約63万組となり、戦後最少を更新して
いることが明らかとなりました。背景には、結婚観の多様化なども指摘されておりますが、経済的な問題も⼤きいとも⾔われて
おります。「平成25年版厚⽣労働⽩書－若者の意識を探る－」には、結婚に関する意識についてまとめられております。その中
で、結婚するのに適当な相⼿とめぐり会ったと仮定した場合に、何か障害になることがあるかの問いに、男⼥とも約７割が障害
があると回答し、さらに、その障害の内容として、男⼥とも４割強が挙式や新⽣活の準備のための費⽤を挙げられており、他の
回答と⽐べて突出して多く、また、結婚のための住居との回答も、男⼥ともに２割近くに上る結果となっております。
 結婚を望みながらも、経済的な理由から⼀歩を踏み出せない若者がふえれば、⼦供の出⽣率の低下につながりかねないことを
考えると、少しでも経済的な負担を軽減する⽀援は必要ではないでしょうか。
 国においては、このような状況を鑑み、2015年度の補正予算に結婚新⽣活⽀援事業補助⾦が盛り込まれました。同補助⾦は、
夫婦合計で年間所得300万円未満の新婚世帯を対象に、結婚に伴う住居費や引っ越し費⽤を最⼤で18万円⽀給するもので、国が
必要経費の４分の３を⾃治体に交付し、残りの４分の１を⾃治体が負担する制度です。
 我が公明党⻘年委員会が1,000万⼈以上の声を集めた政策アンケートでも、婚活や新婚世帯の⽀援を求める声は多く、重要な政
策課題であると考えます。結婚新⽣活⽀援事業補助⾦の事業化は全国97市町村に上り、本市においても事業化に向けて取り組む
べきと考えますが、いかがでしょうか。
 また、本事業は、補助⾦18万円に対して⾃治体の負担割合は４分の１であり、対象層も限定されることを考えると、直ちに取
り組める事業ではないのかと考えますが、当局の⾒解をお⽰しください。
 次に、道路やライフラインの維持管理について伺います。
 本市においても、⾼度経済成⻑期に建設された道路舗装が⽼朽化し、維持管理コストの縮減に努めながら、効率的かつ経済的
な維持、修繕を実施することが課題でもあります。限られた予算内で計画的に道路を維持し補修に取り組む中であっても、市⺠
⽣活への影響を最⼩限にし、快適で住みやすい安全で安⼼な道路施設の維持に努めなくてはなりません。
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 本市の市道管理延⻑も年々増加していく中で、維持管理に関する要望も増加し、その内容も多岐にわたると伺っております。
こうした中で、これまでも緊急性の⾼い補修が必要な場合には、対症療法的な管理を講じながら、計画的な維持、補修に努める
アセットマネジメントの取り組みについて求めてきたところであります。平成25年第２回定例会の⼀般質問での答弁では、道路
構造物の維持管理について、増⼤する管理費を軽減させるため、アセットマネジメントの⼿法を取り⼊れ、コスト縮減や予算の
平準化などを図ることが重要であることや中⻑期的な視点に⽴ち適切な維持管理を実施するため、基本⽅針の策定やメンテナン
スサイクルの構築を意識した修繕計画について検討するとありましたが、その後どのように事業が進められているのでしょう
か。
 ⼀⽅で、道路施設を適切に保ち続ける上で下⽔道管渠の維持、補修も重要な要素となっております。管渠施設の⽼朽化などに
起因した道路陥没の発⽣件数は、平成26年度において全国で約3,300カ所に上り、社会⽣活に重⼤な影響を及ぼす事故の発⽣や
管渠施設の機能低下を未然に防⽌するためにライフサイクルコストの最⼩化、予算の適正化の観点も踏まえて、予防保全型管理
を⾏うことが重要と考えます。
 平成25年第４回定例会において、管渠施設の⽼朽化対策についても要望し、答弁では布設後20年を経過した管渠を対象に⽬視
による点検を実施し、また、40年を経過した管渠を対象に⽬視とカメラによる調査を実施しているとのことでしたが、下⽔道管
渠の占⽤ライン上に円形の陥没が⾒受けられる路線が⽬についております。汚⽔管渠は⼝径も⼩さく、この影響は⼩さいことも
考えられますが、本来の⽬的である汚⽔を適切に処理するための機能不良が発⽣しては、市⺠⽣活に少なからずとも影響し、ひ
いては、道路施設の健全度にも影響すると考えられるため、適切な対策を講じる必要があります。
 さらに、本年10⽉には、埼⽟県新座市で発⽣した東京電⼒関連設備の送電⽤地下ケーブル⽕災が発⽣し、都内も含めて甚⼤な
影響を及ぼしたことは記憶に新しいかと思います。本市においても、東京電⼒の関連設備が多く埋設されており、安全性につい
て⼼配する声も寄せられております。
 そこで、適切な管理を推進するために当局の取り組みについて伺います。
 ⼀つに、道路施設のアセットマネジメントの取り組みについて。
 ⼆つに、下⽔道管渠の⽼朽化対策の現状と課題、今後の取り組みについて伺います。
 三つに、東京電⼒関連設備の⽕災を危惧する声が寄せられておりますが、本市の現状と⽕災を受けての対策について⾒解をお
聞かせください。
 次に、商店街空き店舗のマッチングについて伺います。
 近年、商店街を取り巻く環境は、⼤型商業施設の進出やインターネット販売などによる購買機会の多様化、さらには個⼈消費
の低迷などから、商店街の活⼒の衰退化に拍⾞をかけている状況ではないでしょうか。商店街は、地域によって成り⽴ちや規模
などが異なりますが、コミュニティーの⼀つであり、町を構成する⼤事な場所でもあります。商店街を活性化することは誰のた
めなのかと考えたときに、商店街経営者や消費者のためであるとともに、本市経済の向上につながり、ひいては、都市の魅⼒を
創出する⼤事な取り組みであることは⾔うまでもありません。
 本市においても、中⼼市街地の⼤型商業施設の撤退などが相次ぎ、このほど⼀部の商業施設跡地利⽤が決まったと聞いており
ますが、開業までに時間を要することなど、中⼼市街地の衰退を危惧する声もあるとも聞いております。
 平成28年３⽉に、中⼩企業庁が商店街の最近の景況や空き店舗の状況、商店街が抱える課題など、商店街の実態をアンケート
調査し、活性化施策の基本資料として商店街実態調査報告書がまとめられております。その中で、商店街の役割で期待されてい
るものとして、地域住⺠への⾝近な購買機会の提供が最も多く、次いで地域のにぎわいの創出が挙げられております。また、商
店を廃業した理由として、商店主の⾼齢化、後継者の不在が最も多く、次いで他の地域への移転、同業種との競合、商店街に活
気がないの順に多くなっております。さらに、空き店舗が埋まらない理由として、所有者に貸す意思がないが最も多く、次い
で、店舗の⽼朽化や家賃の折り合いがつかないの順となっております。
 ⼀⽅で、空き店舗問題に必要な⾏政⽀援についてもまとめられており、その中で⼀時的な⽳埋めではなく、商店街を含むまち
づくり計画の⽴案情報の提供が多く望まれており、次いで、家賃補助、改装費補助などの⽀援措置や新規出店者等の誘致の順と
なっております。こうした結果を踏まえると、商店街の⽬的や期待感は承知しているものの、個⼈での対応がままならないこと
から、⾏政の⽀援なしでは商店街の活性化は難しいことがうかがえます。
 本市においても、商店街⽀援策として幾つかの事業を⾏っておりますが、これらの事業が地域経済の活性化につながっている
施策となっているのか、取り組みを伺います。
 ⼀つに、商店街⾼度化事業の評価と今後の取り組みについて。
 ⼆つに、商店街共同施設整備事業についての取り組みと評価について。
 三つに、商業アドバイザー派遣事業の実施状況や課題、今後の取り組みについて、あわせてお聞かせください。
 最後に、医療的ケアが必要な⼦供への⽀援について伺います。
 これまで、特別な⽀援を必要とする⼦供への対応として、保育所や学校での医療的ケアの必要性について求めてまいりまし
た。今年度より、公⽴保育所では、嘱託看護師を派遣し、試験的に導尿など、現場での対応が可能な医療的ケアを実施すること
や⼩学校においても巡回型のスクールメディカルサポート事業が開始されたことについては、評価するところであります。
 平成28年第１回定例会の我が会派の代表質疑の答弁では、これまで指摘してきた保育所から⼩学校への情報提供が⼗分とは⾔
えなかったことに関して、新たに千葉市特別⽀援連携会議を設置し、福祉、医療、教育などの関係機関の連携を強化するとあり
ました。こうした関係機関が情報を共有することで、医療的ケアを必要とする⼦供や保護者が安⼼できる体制づくりに期待する
ところであります。
 現在、スクールメディカルサポート事業を申請する児童は、市内の⼩学校で６名おり、その⼦供たちを４名の看護師で対応し
ていると聞いております。それぞれ市内に点在している⼦供たちへのケアが適切に⾏われているのか、また、保育所での導尿を



必要とする⼦供への対応が適切にとり⾏われているのか疑問が残ります。導尿の回数は、⼦供の膀胱の⼤きさや⽔分の取り⽅に
よって回数が異なると思われます。これまでも、急な導尿を必要とした場合には、保護者への対応をお願いしていたと聞いてお
ります。医療的ケアに対応する看護⼈材の確保は困難な現状であると聞いておりますが、保育所には看護資格を有する職員が配
置されており、医療的ケアを必要とする⼦供の⽀援のあり⽅について、いま⼀度検討する必要があるのではないでしょうか。
 さらなる取り組みの強化に期待し、伺います。
 ⼀つに、新たに設置された千葉市特別⽀援連携会議によって、何が⽣かされ、現場での対策がどのように改善されていくの
か、お⽰しください。
 ⼆つに、医療的ケアを⾏うことで保護者の負担は軽減されたのか、⾒解をお聞かせください。
 三つに、保育所に配置されている看護職の医療的ケアを取り組む上での課題と対策につい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。御答弁よろしくお願いいたします。（拍⼿）

◯都市局⻑（服部卓也君） 初めに、賃貸住宅の安⼼⼊居についてお答えをいたします。
 まず、住宅ストックの有効活⽤における現状と課題、評価についてですが、本市の住宅関連情報を提供する「すまいアップコ
ーナー」において、相談者の収⼊や希望地域などに応じて⺠間賃貸住宅を御紹介するほか、公営住宅やＵＲ賃貸住宅などの公的
賃貸住宅の情報提供を⾏っており、⾼齢者の⼊居促進に⼀定の成果があったものと考えております。しかし、さまざまな要因か
ら⼊居が困難な場合もあり、⾼齢者の居住の安定確保のためには、さらなる⽀援策やバリアフリー化された良質な住宅ストック
の流通を促進するための仕組みづくりなどが課題と考えております。
 次に、⺠間賃貸住宅⼊居⽀援制度の取り組みと公的賃貸住宅事業主体との連携及び課題についてですが、制度の利⽤は、平成
21年の制度開始から27年度までの累計で、相談件数1,079件、住宅を紹介した⽅が237件、成約が56件となっております。登録
物件数が限られるため、利⽤者の希望する住宅を紹介できないケースもあり、成約が少ない点が課題となっております。
 また、公的賃貸住宅事業主体である千葉県、県内の市及び町、独⽴⾏政法⼈都市再⽣機構のほか、県社会福祉協議会、不動産
関係団体で構成する千葉県すまいづくり協議会において、⾼齢者など住宅の確保に特に配慮を必要とする者が賃貸住宅へ円滑に
⼊居できるように連携して取り組むための検討、協議を進めております。今後、市⺠が活⽤しやすい具体的な取り組みの検討が
課題となっております。
 次に、⾼齢者の住居の安定確保に関する⽀援制度の普及啓発についてですが、すまいアップコーナーにおいて各種⽀援制度の
御案内をしているほか、⽀援制度のリーフレットを各区役所や保健福祉センター、市内24カ所のあんしんケアセンターなどに配
架し、制度の周知に努めております。このほかにも、⾼齢者の住まいに関するセミナーの開催や敬⽼会など、さまざまな⾼齢者
と対⾯する機会を捉え普及啓発を図ってまいります。
 次に、新婚⽣活⽀援についてお答えをいたします。
 結婚新⽣活⽀援事業補助⾦の事業化についてですが、当該事業は、結婚及び新⽣活に対して経済的な負担を軽減し、⽀援する
ことを⽬的としており、住宅政策の観点からは、若年世帯の本市での居住確保を⽀援することで流⼊促進などの効果が期待でき
ますので、庁内関係部局と連携し、検討を進めてまいります。
 以上でございます。
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◯建設局⻑（永名淳悟君） 道路やライフラインの維持管理についてお答えします。
 まず、道路施設のアセットマネジメントの取り組みについてですが、道路施設は橋梁などの⼤型構造物からガードレールなど
の⼩型構造物まで多種多様な施設があり、⼀律に維持管理していくことは効率的でないことから、平成27年11⽉、千葉市道路施
設戦略的維持管理⽅針を策定し、施設の特性に応じ、予防保全的な管理をするものと事後保全的な管理をするものに分類し、維
持管理を⾏うことといたしました。
 予防保全的な管理をする施設については、点検、診断、措置、記録からなるメンテナンスサイクルの構築を意識した⻑寿命化
修繕計画などを策定することとし、これまでに橋梁、歩道橋、モノレールインフラ施設、道路舗装に関して策定しております。
今年度、道路のり⾯、擁壁の修繕計画を策定しているところであり、次年度以降は、平成32年度までにトンネル、駅⾃由通路な
どの計画を順次策定する予定としております。今後、これらの計画に基づき施設の⻑寿命化や計画的な更新を⾏い、コストの縮
減と平準化を図ることで道路施設の安全性と信頼性の確保に努めてまいります。
 次に、下⽔道管渠の⽼朽化対策の現状と課題、今後の取り組みについてですが、まず、現状については、流下機能の確保や道
路陥没を未然に防⽌するため、⽬視やカメラによる点検調査を⾏い、管の破損やひび割れなどを確認しており、ふぐあいの程度
により、緊急性のあるものについて部分的な修繕による延命化や布設がえや更⽣⼯事による更新を実施し、施設を健全な状態に
保つよう努めております。
 また、課題については、今後、⾼度経済成⻑期に整備した多くの管渠が更新時期を迎えることから、⻑期的な施設の状態を予
測しながら、計画的かつ効率的な⽼朽化対策を進めていく必要があります。今後の取り組みについては、現在、下⽔道管渠を含
めた下⽔道施設全体の維持管理と改築を⼀体的に捉え、事業の平準化を図るストックマネジメント計画の策定作業を進めている
ところであります。
 最後に、東京電⼒関連設備の本市の現状と⽕災を受けての対策についてですが、⽕災発⽣翌⽇の10⽉13⽇に、東京電⼒パワー
グリッド株式会社に対し、本市内の電⼒関連設備の状況について確認したところ、今回の⽕災の原因と推測されるＯＦケーブル
は、市内に６地区、約13キロメートル埋設されておりました。これらの施設については、本年６⽉に点検を実施し、その健全性
を確認しているとのことですが、同様の事故が発⽣しないよう、同社に対し、安全管理について強く注意喚起を⾏ったところで
あります。同社からは、現在、⽕災を受けての対策として、新座洞道⽕災事故検証委員会を設置し事故原因の究明を⾏ってお

22



り、検証結果を踏まえ再発防⽌策を⾏うとの報告を受けております。
 以上でございます。

◯経済農政局⻑（鎌⽥ 栄君） 商店街空き店舗のマッチングについてお答えします。
 まず、商店街⾼度化事業の評価と今後の取り組みについてですが、本事業につきましては、商店街等が実施する総合的、計画
的な環境整備事業等を⽀援するもので、過去においては、アーケード撤去、街路灯設置を実施した栄町商店街環境整備事業や歩
道整備、駐輪施設を設置した千葉銀座商店街環境整備事業など、⽐較的規模の⼤きい事業が⾏われております。
 近年では、稲⽑商店街振興組合が消防団器具置き場を備えた商店街活動の拠点施設「あかりサロン稲⽑」を整備し、来街者へ
の総合案内や地域住⺠への講座開催など、地域が⼀体となった活動を⾏っているところです。この取り組みは、本年５⽉には、
地域コミュニティーの担い⼿として商店街の活性化や地域の発展に貢献している商店街を表彰する中⼩企業庁主催の「はばたく
商店街30選」に選ばれており、本事業は魅⼒ある商店街づくりの促進に寄与しているものと考えております。
 今後、新たに本事業に取り組む商店街に対しましては、商店街組織としての合意形成や地域住⺠からの賛同が必要となること
から、産業振興財団コーディネーターの適切なアドバイスなどにより、早期に事業実施が可能となるよう⽀援をしてまいりま
す。
 次に、商店街共同施設整備事業についての取り組みと評価についてですが、商店街共同施設整備事業は、毎年度、全商店街に
施設要望の調査を⾏い、商店街が実施するアーケード、防犯カメラ、カラー舗装、駐⾞場、放送設備等の設置や修繕などのハー
ド事業に対して⽀援を⾏っているもので、平成27年度は６商店街が本事業を利⽤いただいております。
 近年の整備内容としては、来街者への防犯や案内サービスを向上させるための防犯カメラ、放送設備の設置や商店街の買い物
客の安全を配慮して、⽼朽化した階段の改修、スロープ設置等に取り組む事例が多くなっており、商店街の環境や景観の向上、
また安⼼・安全なまちづくりに効果があったものと考えております。今後も、商店街のニーズ等を的確に把握するとともに、本
制度を活⽤して改善された事例を紹介するなど、制度利⽤の促進に努めてまいります。
 最後に、商業アドバイザー派遣事業の実施状況や課題、今後の取り組みについてですが、本事業は、商店街や個店が取り組む
活性化事業の実施に際して、中⼩企業診断⼠や税理⼠、公認会計⼠、商業施設⼠などの専⾨知識を有するアドバイザーを派遣
し、商店街の経営課題の解決をサポートするもので、平成27年度の派遣実績は７商店街、延べ42⽇間となっております。
 近年の⽀援内容としては、商店街の現状診断や事業計画の策定など商店街の⽅向性に関すること、各種イベント事業のブラッ
シュアップやＳＮＳを活⽤した情報発信など商店街活動に関すること、さらには、国等の補助⾦獲得に向けた計画策定への助
⾔、指導などが多くなってきております。課題としては、東京オリンピック・パラリンピックの開催による外国⼈観光客の消費
に期待した環境整備など、商店街を取り巻く環境変化に柔軟かつ積極的に取り組む意欲を持っていただくこと、また、そのため
のきっかけづくりや意識改⾰を促すことなどが必要であると考えております。
 今後は、国、県等関係機関との連携強化や商店街を対象とする観光分野などの新たな国等助成制度の情報収集を⾏うことで、
このような商店街のニーズに対応した事業展開を⾏うとともに、産業振興財団コーディネーターによる積極的な商店街訪問を通
して、商店街の抱える課題や活性化に向けた計画づくりなど、商店街に寄り添ったきめ細かな⽀援に努めてまいります。
 以上でございます。
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◯教育次⻑（森 雅彦君） 医療的ケアが必要な⼦どもへの⽀援についてのうち、所管についてお答えします。
 まず、千葉市特別⽀援連携会議によって何が⽣かされ、現場での対策がどのように改善されていくのかについてですが、本連
携会議は、特別な⽀援を必要とする⼦供の情報共有と乳幼児期から社会⼈として就労に⾄るまでの⽀援の⼀貫性を⽬指して、平
成27年度に設置をいたしました。なお、今年度より開始したスクールメディカルサポート事業においては、医療的ケアの必要な
⼦供の様⼦をメディカルサポーターが確認し、具体的な対応や⽀援のあり⽅を学校へ伝えております。本連携会議において、こ
のような対応について報告を⾏い、早い段階で情報を共有することにより、学校現場では円滑な就学後の⽀援の⾒通しを⽴てる
ことができるようになるものと考えております。今後とも、本連携会議の活⽤により、特別な⽀援を必要とする⼦供たちの⽀援
の充実に努めてまいります。
 次に、医療的ケアを⾏うことで保護者の負担は軽減されたのかについてですが、⼩学校では、今年度よりケアの必要な児童に
対し、週２⽇から４⽇、メディカルサポーターを派遣しており、保護者が医療的ケアを⾏うために仕事を中断して学校を訪れる
回数が少なくなるなど、負担の軽減につながっております。前期を終えて、派遣している児童の全ての保護者からは⼤変満⾜、
及び満⾜という回答をいただいているほか、安⼼して任せることができて⼤変助かっている、⼦供との関係が良好で助かってい
るなどの声も寄せられております。
 保育所でも同様であり、保護者の負担の軽減につながっているものと捉えております。なお、保育所における導尿につきまし
ては、異常時の連絡体制を敷いた上で、⼦供の障害の程度や⾝体の状態に応じて、主治医があらかじめ定めた回数を、事前に講
習を受けた嘱託看護師が適切に実施をしております。
 以上でございます。
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◯こども未来局⻑（⼭⽥啓志君） 医療的ケアが必要な⼦どもへの⽀援についてのうち、所管についてお答えします。
 保育所の看護職が医療的ケアを取り組む上での課題と対策についてですが、保育所における看護師は、主にゼロ歳児クラスの
担任と児童の健康管理を担当する保育⼠配置基準上の職員であり、当該看護師が医療的ケアを実施する場合は、職員配置数の拡
充や勤務条件の⾒直しなどの課題がございます。今後、対象児童の推移等を踏まえ、医療的ケアの内容、⼿法等を含め、最適な
⽀援体制について検討してまいります。
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 以上でございます。

◯11番（伊藤康平君） 御答弁ありがとうございました。それでは２回⽬の質問を⾏います。
 初めに、住宅政策のうち、賃貸住宅の安⼼⼊居についてです。
 答弁では、良質な住宅ストックの確保や⺠間賃貸住宅⼊居⽀援制度においては、住居の紹介237件に対して成約が56件にとど
まっており、借り主のニーズや貸し主が貸し渋りしないための制度の再構築が必要と考えます。先ほども申し上げましたが、⾼
齢者が⼊居の際に直⾯する課題の⼀つとして、連帯保証⼈が確保できないために⼊居を断られるケースが挙げられております。
全国に先駆けて取り組まれている川崎市では、居住⽀援制度として、連帯保証⼈を確保できないために⼊居を拒否される⾼齢者
や障害者の⽅に対して、市の指定する保証会社が家賃の滞納や亡くなった際の退去などにかかる⾦銭的な保証をし、利⽤者は⽉
額家賃に共益費を加えた額の35％を２年分の保険料として保証会社に⽀払う制度を設けていると伺いました。また、保証会社が
利⽤者から請求額を回収できなかった際には、市が保証履⾏額の２分の１を補助する制度であり、これまでの利⽤者が累計で
2,000件を超え、その約80％が⾼齢者とも聞いております。
 本市で取り組まれている千葉市⺠間賃貸住宅⼊居⽀援制度の利⽤件数は、制度開始から平成27年度末で56件と聞いており、制
度の⾒直しを検討する必要があるかと考えます。また、市営住宅では、契約時に保証⼈を⽴てなければいまだに契約されないと
も聞いており、公的賃貸住宅の役割を考えたときに、市営住宅も本市制度の枠組みの中に⼊れて、安⼼して暮らし続けることの
できる⽀援制度となることを願うところです。
 そこで、先進的な⾃治体の取り組みを参考にし、市⺠ニーズに即した制度となるように、公的賃貸住宅も含めた総合的な住宅
⽀援制度の策定が必要と考えますが、当局の⾒解を伺います。
 次に、住宅政策についてのうち、新婚⽣活⽀援については所感も含めて要望といたします。
 答弁では、若者世帯の居住確保を⽀援することで、流⼊促進等の効果が期待できることから、関係部局で連携し検討を進める
とのことでした。事業に対して前向きな答弁が得られたことに関して評価いたしたいと思います。
 本事業に政令市で初めて取り組まれた神⼾市に伺ってまいりました。神⼾市では、若者に選ばれる町を掲げ、若者の定住に⼒
を⼊れられております。その⼀つの事業として、結婚新⽣活⽀援事業に取り組まれており、さらに独⾃の上乗せ基準を設けて、
国の補助⾦と合わせて最⼤で30万円補助する制度といたしたと伺いました。
 本市においても、少⼦化対策や若者の定住促進策の⼀つとして、所得の少ない新婚世帯を⽀援する意味でも本⽀援事業に積極
的に取り組まれることを求めます。
 次に、道路やライフラインの維持管理について伺います。
 本市においても、⾼度経済成⻑期に集中して整備された社会資本ストックの⽼朽化は、今後急速に進むことが懸念されます。
道路施設の維持管理として、昨年策定された千葉市道路施設戦略的維持管理⽅針に基づき取り組まれているとのことでした。
 ⼀⽅で、下⽔道施設については、現在、ストックマネジメント計画の策定を進めているとのことでしたが、修繕や改築の際に
は、道路施設の維持管理との調整を図りながら計画的かつ効率的に取り組むことが重要と考えます。
 国においては、道路の⽼朽化対策に向けた⼤型⾞両の通⾏の適正化⽅針などを定めて、道路構造の保全や交通の危機防⽌など
に取り組まれているとも聞いており、社会的な要請でもある⾞両の⼤型化に伴い、これまで以上に道路を適切に維持し続けるこ
とが必要と考えます。
 本市が管理する道路の中で、繰り返し損傷する箇所においては、これまでどおりの構造で修復するのではなく、構造体の強化
や材料を⾒直しし、維持管理費にかかる費⽤の縮減に努めることも⼤切であると考えます。
 また、下⽔道管渠の⽼朽化対策として、布設後20年を経過した管渠を対象に⽬視による点検と、そして40年を経過した管渠を
対象に⽬視とカメラによる調査を実施されておりますが、先ほども申し上げたとおり、１年間で道路管渠に起因する道路陥没が
約3,300件発⽣しております。これらの発⽣原因として、全国上下⽔道コンサルタント協会のまとめでは、下⽔道の本管の腐⾷と
家庭からの取りつけ管の⽼朽化が主たる原因となっており、陥没箇所は⾞道部が多く、布設後30年を経過すると急増するとまと
められており、本市においても取り組みの⾒直しが必要ではないでしょうか。東京電⼒関連設備については、事故原因の究明に
取り組まれているとのことで、引き続き再発防⽌策についても報告を受けるよう求めます。
 道路やライフラインを維持することは、変わらぬ市⺠⽣活を保障することにつながり、また、適切な管理に資することで財源
の縮減にもつながることから、本市の取り組みについて伺います。
 ⼀つに、損傷を繰り返す道路施設の構造や材料を⾒直し、道路維持に努めることが必要と考えますが、⾒解をお聞かせくださ
い。
 ⼆つに、下⽔道管渠を適切に維持するため、30年を経過した管渠のカメラ調査などを実施し、安全確保に努める必要があると
考えますが、本市の現状も踏まえて⾒解を伺います。
 また、商店街空き店舗のマッチングについて伺います。
 商店街の活性化に向けた取り組みについて、中⼩企業庁主催の「はばたく商店街30選」に選ばれた商店街や来場者への安全対
策に取り組まれていること、また、商店街の抱える課題や活性化に向けた計画づくりなど、商店街に寄り添った⽀援策がなされ
ていることについては評価するところです。
 ⼀⽅で、本市の事業や商店街の取り組みにより活性化が進む商店街もあれば、課題解決に⾄らないところもあるのではないで
しょうか。先⽉伺った神⼾市では、商店街、⼩売市場の振興施策について、さまざま取り組まれておりました。中でも、空き店
舗の活⽤を望む商店街と⺠間事業のマッチングを⾏政が⾏うツールとして、本年10⽉より兵庫不動産ポータルサイト「ハトら
ぶ」に市内の商店街、⼩売市場内の空き店舗情報を集約したサイト「神⼾市商店街・市場空き店舗情報Ｎａｖｉ」を⽴ち上げ、
空き店舗の解消や利⽤促進を図り、活性化につなげているとのことでした。同サイトは、「さがす・⾒つかる・起業する」をキ
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ャッチフレーズに、商店街、⼩売市場118に上る登録団体の空き店舗情報が閲覧できるようになっております。また、所有者の声
にも応えられるように、店舗改修補助⾦制度を設け、⽣活の場と店舗が⼀体となっている建物に対して、同補助⾦を活⽤するこ
とで⽣活の場と店舗が分離できたなど、実績があるようです。当然、全てよい結果となるわけではありませんが、まず、市と商
店街と連携し、所有者が持つ課題や利⽤者の希望などを踏まえた取り組みを開始することが必要と考えます。空き店舗の情報や
改修費⽤補助など、本市の取り組みを拡充する必要があると考えますが、当局の⾒解をお聞かせください。
 最後に、医療的ケアが必要な⼦供への⽀援については、所感も含めて要望といたします。
 新たに設置された千葉市特別⽀援連携会議によって現場での処置が円滑にとり⾏われ、答弁にもある特別な⽀援を要する⼦供
たちへの⽀援の充実に期待するとともに、これまで緊急を要する際には保護者へお願いされてきた医療的ケアについて、保育所
では、ことしの５⽉以降、保護者への要請はなくなり、嘱託看護師によって対応ができていることについて評価いたしたいと思
います。
 ⼀⽅で、学校では、保護者におけるケアを基本として、週２⽇から４⽇間の取り組みと聞いております。保護者の状況や要望
を確認しながらとはいえ、やはり事業主体は学校として、さらなる保護者の負担軽減に努められますよう求めます。
 今後、医療的ケアを必要とする⼦供たちがふえてくるとも聞いており、看護⼈材の確保はこれからも⼤きな課題であると考え
ます。学校に配置された看護職のバックアップ体制の構築はもちろんのこと、保育所などから学校に上がる際には、引き続き、
同じ看護職がケアすることで⼦供たちの安⼼につながると考えます。それぞれの所管が⾜りない部分を補いながら連携協⼒し、
最適な⽀援体制の構築に向け、さらなる体制強化を求めて、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） 賃貸住宅の安⼼⼊居についてお答えします。
 公的賃貸住宅も含めた総合的な住宅⽀援制度の策定についてですが、現在⾏っている⽀援制度について、先進市の事例などを
参考に、改めて宅地建物取引業者や保証会社などの関係者から意⾒を聞きながら、本市の実情に即した⾼齢者など住宅確保に配
慮を要する世帯が利⽤しやすい制度となるよう、検討を進めてまいります。
 以上でございます。
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◯建設局⻑（永名淳悟君） 道路やライフラインの維持管理についてお答えします。
 まず、損傷を繰り返す道路施設の構造や材料を⾒直し、道路維持に努めることに対する⾒解についてですが、道路施設のうち
舗装の損傷については、⾃動⾞交通量、特に⼤型⾞交通量の影響が⼤きいことから、⼤型⾞交通の多い幹線道路においては、補
修⼯事に先⽴ち、現状の舗装構成を調査した上で、ライフサイクルコストや道路交通及び地域への影響などを総合的に勘案して
適切な舗装構成や材料及び施⼯⽅法を決定し、⼯事を実施しております。道路施設の⽼朽化が進む中、道路の通⾏の安全性と円
滑性を確保するため、耐久性の⾼い構造とするなど、積極的に維持管理コストの縮減を図りながら適切な道路管理に努めていく
必要があると考えております。
 次に、30年を経過した管渠のカメラ調査などを実施し安全確保に努めることの本市の現状も踏まえた⾒解についてですが、管
渠の標準耐⽤年数が50年とされていることから、本市では40年を超えた管渠を対象にカメラ調査を実施しております。しかしな
がら、管渠の⽼朽化は今後ますます増加することから、現在策定を進めているストックマネジメント計画において、これまでの
調査実績に基づき、管渠の布設状況の違いによる詰まりや腐⾷などの傾向を分析した上で、適切な点検調査の時期や調査⼿法な
どを検討していく必要があると考えております。
 以上でございます。
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◯経済農政局⻑（鎌⽥ 栄君） 商店街空き店舗のマッチングについてお答えします。
 空き店舗の情報や改修費⽤補助など、本市の取り組みを拡充することについてですが、市内商店街の空き店舗につきまして
は、年度末の市内商店街アンケート調査の結果において、増加傾向にあるところです。
 このため、産業振興財団では、開業を志す⽅から商店街の空き店舗の利⽤に関する相談があった場合には、希望地域を伺い、
同地区の商店街等を通じて空き店舗の情報を提供することとしております。しかしながら、商店街での開業についての相談は、
現状では⾮常に少なく、空き店舗を活⽤して創業する⽅の掘り起こしとそのニーズ把握が課題となっております。
 今後は、商⼯会議所や商店街などと連携し、空き店舗情報の共有化を図り、創業者研修や特定創業⽀援事業を通して、空き店
舗を利⽤する創業者を掘り起こすとともに、そのニーズを把握し、空き店舗のマッチングにつなげていくよう努めてまいりま
す。
 また、商店街の空き店舗での開業意欲を⾼めるためには、商店街が魅⼒ある場所であることが必要であり、財団コーディネー
ターの訪問活動を通して商店街の取り組みを⼀層⽀援するほか、各区で実施している空き店舗を活⽤した拠点整備事業の利⽤を
促すなど、商店街の魅⼒の向上と発信に努めるとともに、先進都市の事例などを参考に開業する場所として選ばれる商店街づく
りの⽀援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いたします。
 初めに、賃貸住宅の安⼼⼊居についてです。
 住宅とは、暮らしを営む上で重要な⽣活基盤の⼀つであり、住まいの安⼼なくて暮らしの安⼼は成り⽴ちません。本市におい
ても、雇⽤促進住宅の事業収束などの課題を抱え、今後ますます住宅の確保に配慮が必要な⽅々がふえてくることが予想されま
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す。連帯保証⼈の確保が困難なために⼊居を断られることがないように、答弁でもあるきめ細やかな制度の拡充に努められます
よう要望いたします。
 また、神⼾市に伺った際に、我が党の推進により成⽴した住宅セーフティーネット法に基づく神⼾市居住⽀援協議会を設⽴
し、不動産関係団体や居住⽀援団体と神⼾市によるネットワーク組織を⽴ち上げ、空き店舗の有効活⽤などにも取り組まれてい
ると伺いました。
 本市においても、居住⽀援協議会を設⽴し、総合的な住宅施策の構築に向けて取り組まれることを要望いたします。
 次に、道路やライフラインの維持管理についてです。
 答弁では、⼤型交通の多い幹線道路に対して適切な施⼯⽅法や舗装構成などを決定し、⼯事を⾏っているとのことですが、⽐
較的交通量が多い⽣活道路でも同様の対策が必要と考えます。道路の利⽤は、道路交通法の改正に伴う⾃転⾞⾛⾏レーンの設置
などにより、⾛⾏空間の安全性の向上に努める必要があることから、道路構造が交通環境に適合せず傷む箇所においても、構造
体や材料の⾒直しを講じる必要があると考えますので、適切な対応が図られますよう要望いたします。
 また、布設後30年を超えた下⽔道管渠のカメラ調査による健全度の確認において、本市においては、40年以上の管渠を対象と
している根拠について、いささか疑問が残ります。先ほども述べましたが、下⽔道管渠が起因する道路陥没において、布設後30
年を経過すると急増することは統計上明らかであり、国⼟交通省の統計でも、陥没を起こした管渠の経過年数の割合は、20年か
ら30年が22％、30年から40年が35％であり、半数は20年から40年の間で道路陥没が起こる可能性が⾼いことが⽰されておりま
す。このことも考慮した取り組みとなるよう要望します。
 最後に、商店街空き店舗のマッチングについてです。
 商店街を活性化することは、地域住⺠の⽣活の利便性を⾼めるとともに、地域のみならず本市の魅⼒を創出する⼤事な取り組
みであると考えます。空き店舗を利⽤して創業するニーズが少ないことが課題とのことでしたが、例えば、⽇⽴市では、空き店
舗を創業⽀援施設として改装し、シェアオフィスとして安価な賃料で貸し出す事業を⾏っております。かつては、アイスキャン
ディー屋として親しまれてきた店舗が閉店し、築80年の⽊造２階建て家屋を改装して、パン製造販売店やカフェなど、４事業者
が⼊居していると伺いました。
 商店街を活性化することは課題も多いと思いますが、千葉市産業振興財団に多くの創業を志す⽅が集い、育成し、⽀援する体
制を強化し、答弁にあった取り組みが本市の地域経済の発展につながるよう期待し、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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