
千葉市議会議員（稲毛区）桜井ひでお議会報告

◎ 稲毛区の諸問題
　今回は　稲毛 2 丁目・3 丁目・東 5 丁目・
　　　　　東 6 丁目・稲毛町 5 丁目周辺地域
　　　　　　　　　　　　　を取り上げました！
◎ 18 歳選挙権
　意外に厳罰 !?　未成年有権者による選挙違反
　すごい効果 !!　 高校生による投票所でのバイト
　これが王道 !!　 選挙公報やマニフェストの活用
◎子育て支援施策の充実
　変です !?　保育所や幼稚園の保育料等の仕組み

4 月 12 日に初当選させて頂き、

今回、2回目の質問に立たせて

頂きました

稲毛に必要な水害・火災対策とは？
18 歳選挙権導入へ教育は？財源は？
負担に感じる保育料の仕組みとは？

平成 27 年第 3 回定例市議会で行った一般質問の報告です

No. ２さくら通信さくら通信

♦かさ上げ工事も終わり、ひと安心？いえ、現場からは不安の声が…

（質問）　本年 7 月 3 日の避難勧告発令時に現地に駆け付けたが、ゲリラ豪雨や濁流の
音が大きいため、避難勧告のサイレンや行政防災無線の音が住民に聞こえていな
いことが判明した。

　　　　市のホームページの防災サイトには、検見川や都川等の「河川」の水位情報は
逐一掲載されているが、3 年連続で避難勧告が発令されている草野水路の水位情
報については掲載されていない。

　　　　昨今、栃木県鬼怒川の災害もあり、水位の情報は市民の関心も高く、防災情報
として重要であることから、市で計測している草野水路の水位情報を「河川」で
なくても市のホームページで掲載すべきではないか。

（答弁）　「当該地域は過去に相当な被害があり、避難勧告等の発令基準もあることから、
インターネットなどを活用し、広く情報提供するために、今後、表示方法やシス
テム改修について前向きに検討してまいります。」

詳しくは、市議会ホームページでご覧いただけます
http://www.city.chiba.jp/shigikai/top.html

○本会議と委員会の傍聴ができます。
○本会議は生中継・録画放映を行います。
○スマートフォンやタブレットでも議事録や動画をご覧いただけます。

稲毛2丁目・3丁目・東5丁目・東6丁目・稲毛町5丁目

草野水路の水害対策



♦消防車は私の町の中に入れるのか？現場からは不安の声が…

（質問）　狭あい道路（４メートル未満の狭い道路）が多い住宅密集市街地では、消防車によ
る消火活動が遅れるのではないかとの不安を住民が抱いている。そこで、自主防災組
織が行う初期消火活動で、地域内の排水栓を使用できるようにすべきではないか。

（答弁）　「本年中に排水栓を使用した初期消火活動が実施できるよう進めております。」

★ これらの答弁や現状を踏まえ、以下の事業の推進を求めました。
　① 狭あい道路の拡幅助成事業を推進させる。（地元自治会が進める「私道整備」を促進する必要があります。）
　② 想定される災害の対策を、地域の実情に合わせて個別に整備する。
　③ ②が縦割り行政に陥らないように「まちづくりアドバイザー」を派遣し、総合的な観点から支援する。

住宅密集地の火災対策
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水 害 対 策
火 災 対 策
地 震 対 策

水位データの情報表示（前向きに検討）
かさ上げ工事（本年９月に完了）
排水栓の消火使用（本年中に実施予定）
狭あい道路拡幅（稲毛区内実績８件、225 メートル）
耐震診断（同３件）・回収（同２件）の一部補助

♦少年法は甘いから、たいした罰則はないと思ってた…

（質問）　18 歳以上に選挙権が与えられるようになる今回の公職選挙法等の一部改正では、例外なく少年法が適用さ
れる未成年有権者といえども、成人と同じ扱いとなる刑事手続きの対象となるような選挙違反のケースを想定
しているのではないか。

（答弁）　「選挙運動の総括主宰者や候補者の親族等として、買収や利害誘導罪などの連座制の対象となる罪を犯し、
選挙の公正の確保に重大な影響を及ぼした場合などが想定されています。」

※　刑事手続きになれば、家庭裁判所での非公開の審判とは異なり、地方裁判所等での公開裁判になり、いわゆる前科となる可能性もあります。
　　千葉市の青少年のために、正しい情報の周知を求めました。

18歳選挙権

選挙啓発①（選挙違反防止）

♦テレビで見た、ほとんどの大人は選挙に行ってないと思ってた…

（質問）　これから有権者になる高校生が選挙事務に従事する（投票所でアルバイトをする）
ことにより、高齢者や障がい者も含め、これまで投票行動を地道に重ねて民主主義
を支えてきた市民、つまり「投票する年長者」の姿に高校生が直接接することがで
きる。高校生からは、最良の啓発機会となっているとの声がある。

　　　　したがって、18 歳以上に選挙権が付与される来年から、高校生による選挙事務従事を大幅に増員していた
だきたい。

　　　　本年 4 月の統一地方選挙での実績は約 32 万円の支出であり、ひっ迫した「啓発費」の増額は困難な状況で
あるが、人材派遣 592 名に対して支払っている「委託料」約 1000 万円（平成 25 年実績）の一部を充当すれば、
財源確保も十分可能である。

（答弁）　「実務体験としても好評であり、（中略）来年７月の参議院選挙では、（中略）募集枠を増やすなど、人数を
増やしていきたい」「また、人材派遣等の代わりに高校生を活用することについては、（中略）参加高校の状況
等を踏まえ、前向きに検討して参ります。」

選挙啓発②（投票促進）

♦テレメディア、インターネット、紙の情報も、どれも一緒だと思ってた…

（質問）　教員の指導や教材の中立性や妥当性が問題になっており、また玉石混交の情報が氾
濫しているネット時代だからこそ、市立高校では選挙公報と各政党のマニフェストの
配布や教材としての活用を、先進的に取り組んでいただきたい。

　　　　根拠法令や経費について、選挙管理委員会（公職選挙法）と教育委員会（教育基本法）
のそれぞれの立場から答弁願いたい。

（答弁）　「選挙公報の高校３年生への配布についてですが、公職選挙法上も問題なく、また、経費的にも選挙公報の
備置き分の一部を活用することで、対応可能と考えております。

選挙啓発③（主権者教育）



　　　　次に各政党のマニフェストの配布についてですが、公職選挙法上、（中略）学校でとりまとめて配布するこ
とは（中略）難しいものと考えております。」（選挙管理委員会）

　　　　「教育基本法においては、政治的教養の尊重と、学校における政治的中立性の確保が定められています。
　　　　今後、国から、高校における政治的教養に関する教育の充実、政治活動や政治的中立に関する留意点が通知

されることから、市立高校での選挙公報の配布や、政党マニフェストの学習教材としての活用については、そ
の内容を踏まえて適切に対応して参ります。」（教育委員会）

　　　　※答弁を踏まえ、桜井なりの理解で高校が採り得る対応を以下のとおり整理しました。

選挙運営の視点
（公職選挙法等）

学校運営の視点
（教育基本法等）

※１、２
経　費

教 育 効 果
（桜井の予想）

選 挙 公 報 ◎ ◎ ◎ ○

マニフェスト 選挙期間中に
学校が配る ×

生徒自らが入手○
選挙期間外の配布？ ○ ◎

※１　この議会質問の後に発出された総務省と文科省による補助教材の学習指導案では、選挙公報は「有用な資料」として想定されています。
※２　同補助教材では、「冊子状の公約集」（マニフェスト）を「選挙期間中」に「学校が配布する」ことは公職選挙法違反のおそれがあるとしていますが、

「公約集を学習活動で活用する際には、生徒が自ら街頭演説等の場で入手したり、ホームページ上からダウンロードして入手したりする必要
がある。」としています。また、「選挙運動期間外」に冊子状の公約集を配布することは、「直ちに規制されるものではない」としています。

　　　ただし、いずれの場合も教育基本法の趣旨である政治的中立性を踏まえた対応が求められます。

子育て支援施策の充実
♦現在の育児支援は，多子世帯を応援してくれると思っていたら…

★ 1 人のお母さんの小さな声を聴いたり、現在の制度を丹念に調べたりしたことに
　より、保育所や幼稚園で多子世帯が抱える保育料等の課題が浮かび上がりました。
　そこで、下表のとおり問題点を指摘し、解決方法を提案しました。
　財源等の課題を踏まえ、今後も知恵を絞って、改善を求めて参ります！

対　　　象 現 行 制 度 課　　　題 提　　　案 予算等の答弁

多子世帯の
保育料への
支援施策　
（第２子半額、
第３子無料）

保育所
第１子から第３子までが
未就学児童で入所した
場合が対象 ６年間に３人の児童が誕

生していることが支援の
要件

対象者の年齢差を３年分拡
充して、支援要件を9年間
に拡大

２億７千万円必要
（当局試算）

幼稚園
第１子が小学校４年生ま
でで、第２子・第３子が
就園した場合が対象

保育所の保育料

・算定基礎が所得税か
ら市民税へと変更
・みなし年少扶養控除
の適用が廃止

本年４月以降に、第３子
が新規に入園した場合、
ケースによっては保育料
が増額

負担増となる個別ケースに対
する、千葉市独自の経過措
置を継続

・本年３月31日以前から
の利用者については、卒園
まで経過措置を実施済み

・負担増となる新規入園者
の規模が不明

幼稚園の保育料

・入園料全額保護者負担
・毎月の保育料全額保
護者負担
・２月末に補助金一括
支給

補助金が払われる２月末
までは、全額を保護者が
負担
（特に多子世帯に負担重）

・就園奨励費の年２回払い
・または就園奨励費を市が
立て替えることによる、
毎月の保護者負担分の減
額（最初に清算した差額
分のみの保護者負担）

・就園奨励費は約19億円
・１万４千人以上の大規模
な支給対象者
・各保護者への振込み対応
・幼稚園の事務負担

その他
・避難所運営委員会がない状態での避難所運営の在り方を指摘
　（実際に避難所となった小学校では、日頃の不審者対策と、避難勧告発令時の避難者対応との両方が同時に求められ

る事態があり、例えば、校門の開閉についての判断等の課題が残りました。）
・未成年者（の健全育成）、高齢者、女性等の多様な市民参加の選挙を可能にするために、また選挙費用削減の意味からも、

深夜の開票速報を検討し直すべきとの考えから、東京２３区の一部で既に実施している「翌日」開票を提案
・投票事務に従事した千葉市役所の職員に対し、手当ではなく振替休日で対応することによる選挙費用削減を提案
・千葉市内の密集住宅市街地１３地区へ配布した助成事業案内のリーフレットへの反応を確認
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…等の質問も行いました。

これからも、介護・防犯・交通・財政等々、まだ取り上げていない様々な分野・
地域についても取り組んでまいります！



みなさまの声が実現しました

↓ ↓ ↓

園生町 稲毛町 長沼町 小中台高架橋

割れて浮いた縁石 荒れ果てた空き家 消えかかった表示線 腐食して割れた橋

↓

補修されました 撤去されました 引き直されました 補修されました

↓ ↓ ↓

千葉大前 弥生町 天台駅下 作草部

波状の凸凹道路 腐食して危険な排水溝 破壊された道路縁石 壊れた手押し信号

↓

舗装されました 新品になりました 補修されました 修理されました

↓ ↓↓ ↓

小中台町 京成サンコーポ ファミールハイツ 稲毛町

　公明党千葉市議会議員団　　桜井ひでお
電話：090-6495-8487   　FAX：043-245-5584

ＨＰ：http://www.komei.or.jp/km/chibacity-sakurai-hideo/

市政に関してのご意見をお寄せください


