
第５回一般質問会議録平成２４年６月１８日

発言者：中村義雄議員

公明党の中村義雄でございます。質問通告に従いまして、初回から一問一答で質問を行い

ます。

まず、１点目の市川市臨海部企業の防災及び事業継続に関する公的支援について伺いま

す。

東日本大震災で本市の沿岸の企業の大多数が何らかの被害を受けており、復旧等で多額

のコストがかかっております。中にはコストがかかり過ぎるため、私道やその縁石が液状化で

崩れたままになっている、そういった箇所がございます。企業によっては、東日本大震災を経

験し防災計画やＢＣＰの策定や見直しに取り組んでいるというふうに承知しております。私は、

本市臨海部４団体の数社に実際に訪問し、被害状況や本市に対する要望など意見交換を行

ってまいりました。意外に行政の情報が正確に、迅速に伝わっていないという印象を受けまし

た。例えば、６月に入ってからある企業と意見交換を行ったときに、県の津波の想定高を認識

していませんでした。自助、共助、公助が発災時において有効に機能するには、情報共有な

ど平時の防災や事業継続計画体制の高度化が重要であるというふうに考えております。私

は、本市が本市に所在する企業、事業所、従業員等の安全、安心を確保するための体制整

備を支援するということは当然のことというふうに考えております。そうすることによって、道義

的な理由はもとより市川市への信頼性の高まりから企業が集まってきて、また税収増につな

がり、そして雇用を創出するなど本市経済や財政にとっても大変大きな利益につながるという

ふうに考えております。今般の質問を通じて、災害に対して本市が本市に所在する企業等と

どのように連携していくべきなのか、また、どのような支援ができるのか、議論を進めてまいり

たいというふうに考えております。

それでは、１点目の市川市臨海部企業の東日本大震災の被害状況について伺います。

まず、３・11 の東日本大震災におけるいわゆる市川市の臨海部企業の被害状況について、

本市がどのように把握しているか伺います。

発言者：松丸成男経済部長

市川市臨海部企業の東日本大震災の被害状況について、ご質問にお答えいたします。

本市では、東日本大震災が発生した直後から災害対策本部を設置し、市内の被害状況の

把握に努めてまいりました。臨海部の道路や護岸の被害につきましては、行徳支所及び道路

交通部の職員が現地を回り確認するなど把握に努めました。また、企業敷地内の被害につき

ましては、当時の市民経済部が各企業に電話をかけるなどして確認をしております。その後、



被害が確認されました４つの工業団体に対して、平成 23 年３月 18 日付でアンケート調査を

実施したものでございます。調査対象は、市川港開発協議会、市川臨海工業会、市川市塩浜

協議会、塩浜工業団地連絡協議会の４団体に加盟する 168 社でございます。このうち、回答

のありました 84 社の中で被害ありとの回答は 80 社ございました。この 80 社が有する 133 の

施設に被害がありまして、その内容は、水道漏れ64施設、外壁の亀裂59施設、排水漏れ44

施設で、このほか窓ガラスの損傷、ガス漏れ、床、天井等の損傷などの回答がございました。

また、施設ごとの敷地の被害につきましては、段差、陥没が 109 施設、液状化は 98 施設、そ

の他塀、駐車場の損傷などが 49 施設となっております。このほか、設備の被害は 70 施設、

操業ラインの被害は 37 施設、その他機器などの破損は 40 施設でございました。このように

人命にかかわる被害こそございませんでしたが、段差や陥没、液状化が広範囲に見られ、水

道や排水の被害が多く発生いたしました。操業ラインの被害を逃れた場合であっても、排水

施設の損壊により仮設トイレの設置を余儀なくされるなど、操業の再開には企業の皆様の大

変なご苦労があったものと認識しております。

これらの被害の調査結果については、災害対策本部に報告し、情報の共有化を図るととも

に、各部の連携のもと速やかな対応に努めてまいりました。道路交通部では、液状化現象等

により損壊した私道を昨年度に東日本大震災道路復旧事業として復旧いたしました。また、

環境清掃部では仮設トイレのくみ取り費用を減免するなど、企業の操業環境の早期復旧に向

けてできる限りの支援を行ってきたところでございます。東日本大震災直後から浦安市の被

害がマスコミなどで大きく取り上げられ、本市臨海部の被害は余り報道されることがございま

せんでしたが、本市では震災直後から企業の被害状況を把握し、少しでも早く操業環境が確

保できるよう、関係部署の連携により復旧を支援してまいりました。いまだ大震災の影響から、

臨海部の一部の企業にはご不便をおかけしておりますが、今後も引き続き工業会、企業に対

して市川商工会議所とともに支援をしてまいりたいと思います。

以上でございます。

発言者：中村義雄議員

伺いました。アンケート調査等を含めてまたいろいろとその支援をしてこられたということは

理解をいたしました。

では、再質問したいと思うんですけれども、実際今伺ったのは、何カ所とかそういった外形

的な数字とかそういったものについては承知をしたところでありますけれども、では、実際にそ

ういう企業はどれぐらいの被害、数字的な部分ですね。この財務の見通しとか、そういう企業

の詳細の情報収集とか分析をどのように行われたのか。また、市川市の経済産業振興にこう

いった情報を生かしていかなければいけないと思うんですけれども、そういった収集した情報

等をどのように生かしてきたのかということを伺いたいと思います。



発言者：松丸成男経済部長

アンケートの結果の活用についてのご質問についてお答えいたします。

被害報告がありました工業団体につきましては、市が罹災証明を発行していることなどを工

業団体を通じて被災した企業にお知らせをいたしました。この結果、罹災証明書の取得がス

ムーズに行われまして、市内の中小企業を中心に緊急融資などの手続が速やかに進んだも

のというふうに考えております。また、水道や排水の被害が把握できましたことで、仮設トイレ

へのくみ取りの対応をすることができました。さらに、し尿のくみ取りの手数料の減免にもつな

がりました。震災がありました昨年３月には 16 の事業所、翌年の４月には 29 の事業所に対

して減免ができたところでございます。さらに、市川表面処理協同組合の所有する護岸につき

ましては、これは崩落をしておったんですが、本市を通じて千葉県に補助金の支出を要請し

ました。これを受けまして復旧工事が行われたところでございます。

それから、市川港の開発協議会から強く要望されていました高谷新町の護岸の復旧につき

ましては、本市からも国土交通省江戸川河川事務所に要望いたしまして補正予算で対応して

いただきまして、昨年度のうちに工事が行われたところでございます。

今後も引き続き関係機関との連携を密にいたしまして、臨海部の企業の良好な操業環境の

確保に努めてまいりたいというふうに考えております。

以上でございます。

発言者：中村義雄議員

伺いました。引き続き臨海部企業の操業の支援をしっかりとしていただきたいというふうに

思います。１点目については以上で結構でございます。

では、２点目の市川市の海岸保全区域及び護岸整備についての本市の認識について伺い

ます。

まず、海岸保全区域の考え方について伺います。千鳥橋から塩浜２丁目ゴルフ練習場の突

端まで、この海岸保全区域の計画線というものは既に引かれているということは承知している

んですけれども、その後の現在の整備計画はどうなっているのか伺います。

また、浦安市の場合、防潮堤はこの高波対策というものも含めましてＡＰ値で 8.2 メートルの

波返しを含めて設置または整備中というふうに伺っておりますが、本市の防潮堤の高さの基

準というのはどのようになっているのか、これで十分なのか。市川市の海岸保全区域はどの

ように整備されているか、防潮堤の高さの算出基準を含め伺います。そして、護岸整備につ

いてどのような基準で整備されているのかということもあわせてお伺いいたします。

発言者：横谷 薫行徳支所長



(2)の市川市の海岸保全区域及び護岸整備についての本市の認識という点のご質問であり

ます。

初めに、海岸保全区域及び海岸保全施設の役割等について若干説明をさせていただきた

いと思います。まず、海岸保全区域は海岸法第３条の規定に基づきまして、都道府県知事が

海水または地盤の変動による被害から海岸を防護するために堤防等の海岸保全施設の設

置等の必要があると認めたときに防護すべき海岸の一定の区域、その区間を海岸保全区域、

このように指定するものであります。

次に、海岸保全施設は、海岸法第２条の規定に基づきまして、海岸保全区域内にある堤防、

突堤、護岸、胸壁、砂浜その他海水の侵入または海水による侵食を防止するための施設を

言いまして、背後の人命や財産を防護する役割を担っている施設であります。

そこで、市川市の海岸保全区域の指定状況であります。昭和 47 年 10 月に千葉県が臨海

部の区域を対象として指定しているわけでありますが、その区域については、船橋市側から

国道 357 号の南側の市川市二俣地先から原木、高谷、上妙典地先を経て市川大橋までの区

間、そして江戸川を隔てて市川大橋を渡った国道 357 号の北側の本行徳地先から加藤新田、

幸２丁目、新浜３丁目を経て、新浜鴨場と行徳鳥獣保護区の間を横断いたしまして、福栄地

先を通り丸浜川に沿った浦安市境の猫実排水機場までの区間、その延長は約 8.5 キロメート

ルとなっております。また、海岸保全区域に設置しております海岸保全施設の構造につきまし

ては、千葉県によりますと多くが盛り土をコンクリートで被覆した構造のもの、あるいはコンク

リート単体の構造のものとなっておりまして、高さはおおむねＡＰプラス 5.75 メートル程度で、

最も低いところはＡＰプラス 5.51 メートル、最も高いところではＡＰプラス 6.05 メートル、こういう

現況となっているところであります。

なお、平成 16 年６月には塩浜２丁目及び３丁目の海岸線に沿って新たに海岸保全区域が

指定されました。平成 18 年度から海岸保全施設として護岸改修工事が千葉県により施工さ

れているところであります。しかしながら、昭和47年 10月に指定されている新浜３丁目、千鳥

橋のあたりでありますが、この付近と平成 16 年６月に指定されました塩浜２丁目を結ぶ区間

につきましては海岸保全予定区域と、このように位置づけられておりますが、海岸保全区域

の指定はいまだされていないという、こういう現況であります。

次に、海岸保全施設の堤防高の考え方についてお答えをしたいと思います。海岸保全施設

としての堤防の高さの考え方は、基本的には高潮や高波への防護機能の確保に主眼を置い

て設定されておるわけであります。一般的に、海岸ごとの朔望平均満潮位時に高潮と高波が

同時に発生することを想定し計画いたしております。朔望平均とは聞きなれない言葉かと思

いますが、いわゆる新月、満月の一番潮位が上がる大潮のときの一番高いところの平均を毎

月とっていって、それを平均したものと、こういうふうにお考えいただきたいと思います。要す

るに一番高い位置、こう考えていただければと思います。

また、高波の高さにつきましては、国の調査結果をベースにいたしましたシミュレーションに

よる海岸ごとの護岸の整備形態、すなわち直立式であったり、緩傾斜あるいは緩傾斜と砂浜



を合体したもの、こうしたものを考慮して計算、算出していくと、こういうことになっております。

そこで、現在千葉県により整備が進められております塩浜２丁目護岸の構造及び高さにつ

いてであります。構造は、千葉県が設置いたしました市川海岸塩浜地区護岸検討委員会の

助言をもとに決定されたものであります。三番瀬再生の観点から、自然石を利用した勾配が

１対３の石積み護岸を基本として整備いたしております。護岸の天端の高さは、この地区の朔

望平均満潮位の高さＡＰプラス 2.1メートルに、高潮による海面高プラス3.3 メートル、さらに施

工上の余裕の高さプラス 0.25 メートルを加えたＡＰプラス 5.65 メートルで計画され整備されて

いるところであります。また、高波に対する堤防高につきましては、海岸保全区域の隣接地で

計画中の塩浜第１期土地区画整理事業との連携により、土地区画整理地側の護岸後背地で

盛り土をすることを前提に計画高を算定しております。これは、土地区画整理地側に幅員で

約 11 メートル、なだらかな勾配の盛り土を行いました。高さ約 1.55 メートルを加算したＡＰプラ

ス 7.2 メートルの高さを高波に対する堤防高、このようにしております。

このように、護岸後背地を利用しながら距離をとることによりまして、計画高をできる限り低く

抑えることが可能となります。海岸側との連続性も確保されるとともに、景観にも配慮した一

体的なまちづくりができるものというふうに考えております。

なお、護岸後背地を活用しない場合、すなわち直近に建てた場合でありますが、護岸直後

にＡＰプラス約 9.5 メートルという高さで直壁型の堤防がこの場合は必要となってまいります。

後背地を活用した場合と比べ約 2.3 メートル高い胸壁を設置することになります。大変圧迫感

のある施設と、こういうふうになってしまいます。

そこで、お尋ねにもありました浦安市との関係でございますが、浦安市の海岸保全施設との

高さの違いについて申し上げたいと思います。現在、浦安市舞浜地区で整備中の高さＡＰプ

ラス 8.2 メートルの海岸保全施設につきましては、高潮及び高波に対応した護岸として整備を

されております。しかし、現在本市の塩浜２丁目で整備してきております護岸は、高さＡＰプラ

ス 5.65 メートルということで、高潮に対応した護岸であります。このことから、浦安市及び本市

で整備を進めております護岸は、それぞれ高波対策と高潮対策の違いから現在高さが異な

った、そうしたものが現出しているわけであります。

なお、本市における高波対策の、高波のほうが高潮より高さが必要なわけでありますが、高

波対策の施設につきましては、護岸後背地の土地利用の状況により位置や構造が異なって

まいりますが、先ほども答弁申し上げましたように、後背地での塩浜第１期土地区画整理事

業区域では高さＡＰプラス 7.2 メートルのマウンドによる堤防、また後背地を利用しない護岸直

後では高さＡＰプラス 9.5 メートルの胸壁等が整備されることとなります。したがいまして、今後

高波対策の施設が整備されますと、浦安側と同様に高潮及び高波にも対応した最終形の施

設として完成するということになります。

いずれにいたしましても、海岸保全施設の整備につきましては、護岸の特性を踏まえたその

中で適正な構造、高さで整備されるものと、このように認識しているところでありますので、ご

理解のほどよろしくお願いをしたいと思います。



以上であります。

発言者：中村義雄議員

伺いました。かなり細かいご説明でございました。今ので理解したところですと、海岸保全区

域があって、海岸保全の設備、これについては特に千鳥橋のところから塩浜２丁目の突端の

ところまでについては、海岸保全施設のほうがまだきっちりと設置はされていないということで

ございます。今のご説明ありましたように、海岸保全施設というのは、そのような海水の侵入

または海水による侵食を防止するための施設を言い、背後の人命や財産を防護する役割を

担っている施設ということで大変重要な施設であるということであります。まだ、これは県のほ

うの話になると思うんですけれども、線は引いているけれども、まだ実際の整備は、設備は敷

設されていないということは大変驚きでありまして、これはしっかりと早く設備を設置していか

なければいけないというふうに感じているところであります。

それでは再質問を行いますけれども、今のご説明ですと、この塩浜１丁目について、これに

ついては海岸保全区域の外側というような形になっていますけれども、その理由を伺います。

また、今申し上げました海岸保全設備がされていない、これについて早急に整備を進めるべ

きであるというふうに考えますけれども、見解を伺います。

発言者：横谷 薫行徳支所長

まず、塩浜１丁目が海岸保全区域に指定されていない、このことの理由はということでござ

います。平成 16 年８月に千葉県が策定いたしました東京湾沿岸海岸保全基本計画によりま

すと、海岸保全の基本理念を踏まえまして、防護すべき地域については港湾、埠頭あるいは

漁港などの施設では荷役作業などに常時利用されていると、こういうことから、その機能を確

保するための施設天端が定められております。海岸保全区域以外の指定外であると。なお、

これ以外にも土地利用の状況等から防護対象としない区域も存在すると、このように書かれ

ているわけであります。塩浜１丁目地域は、物流や鉄鋼業などの事業所等に利用されており

まして、公共埠頭や漁港も含まれている区域であります。また、公共埠頭を初め事業所の護

岸では、海上輸送される荷揚げ作業用のその作業場として利用されているわけでありまして、

その作業の効率性から護岸などの高さは低目に設置されている箇所もあるわけであります。

このようなことから、現状では海岸保全区域の指定が難しいものと、このように認識している

ものであります。

次に、千鳥橋付近から塩浜２丁目ゴルフ練習場わき海岸部まで、この区間の海岸保全区域

が未整備になっているとのご指摘であります。先ほど答弁いたしましたが、海岸保全区域全

域の指定におきましては、昭和 47 年 10 月に指定された陸側の区域と、平成 16 年６月に指



定された海側の区域があります。この２つの区域が並行して指定されている、こういう現況で

あります。千葉県に確認いたしましたところ、この２つの区域を結ぶ千鳥橋付近から塩浜２丁

目ゴルフ練習場わきの海岸部にかけましては海岸保全予定区域として位置づけられておりま

して、将来的には整備を行う区域であるとのことであります。しかしながら、具体的な整備期

につきましては現時点では県は未定というふうにしているところでございます。

ご指摘のとおり、市川市といたしましては、現在整備が進められております塩浜２丁目護岸

や今後整備が予定されております塩浜３丁目護岸の整備状況を踏まえつつ、残された予定

区域の指定及び施設の早期整備につきましては、今後とも強力に千葉県に要望してまいりた

い、このように考えているところであります。

以上でございます。

発言者：中村義雄議員

伺いました。塩浜１丁目について、なぜ海岸保全区域の外になるのかということは、公共埠

頭であったり、また業務上荷下ろしとかをする関係でちょっと低くなるので、そういった理由も

あって海岸保全の区域外にあるということは理解をいたしました。しかしながら、今のご答弁

にありましたように海岸保全設備がまだ未整備になっているところについて、これは本来、先

ほど繰り返しになりますけれども、人命や財産を防護するという目的のためであるにもかかわ

らず、まだ県のほうは未定という、この未定というのは私としてはこれはもう全く遺憾なところ

でありまして、引き続き市のほうからも強く県のほうに要望していただきたいというふうに強く

要望させていただきます。

この２点目についても以上で結構であります。

では、続きまして３点目の市川市臨海部企業の防災体制構築への本市の支援について伺

います。

この４団体の企業、数社に実際に私、伺いまして、防災体制構築へ本市の支援等どのよう

なことを要望されますかなど、有意義な意見交換をさせていただきました。そういった中では、

例えば防災無線が聞こえないとか、一般のラジオで市の防災放送が受信をできるようにして

ほしい、これは既にエフエム市川のほうとは協定を結ばれているということですけれども、そ

の企業によっては 10 名、20 名程度のグループごとにＦＭつきのラジオを支給するというよう

なことを考えているというところもあるというふうに伺いました。しかしながら、これはせっかく

自助努力をしているのにもかかわらず、沿岸部で肝心のラジオ放送が電波が届かないとか、

そういったようなことは仮にあったとして、受信できないということがあっては大変気の毒であ

るというふうに考えております。このＦＭつきのラジオの有効性について伺います。

そして、次に津波高潮時の一時避難施設、いわゆる避難ビルですね。ＪＲ市川塩浜駅を指

定していただきたいというような要望もございました。これについて本市の考えを伺います。

また、海岸保全区域外に所在する企業があります。先ほどのでありますけれども、そういう



立地、海岸保全区域の外であるという前提で防災計画を企業がしっかり立てないということは

大変重要なことであると。しかしながら、その点について私は少しその認識について心配があ

ります。津波、高潮などに対する防災計画を企業が策定するに当たり、本市は企業に対して

どのような情報提供や指導ができるのかということを伺います。

発言者：古賀正義危機管理監

臨海部企業の防災体制構築への本市の支援についてお答えいたします。

初めに、本市の臨海部工業地域は、防潮施設の整備など高潮対策の対象となる海岸保全

区域より海側に位置しているため、津波、高潮等の災害に対して他の区域に比べ被害の程

度が高い地域と考えており、当該地域に立地する各企業、事業所の防災体制の構築は非常

に重要な課題だと認識しております。

ご質問のＦＭラジオにつきましては、災害時の情報発信の重要なツールであると考えており

ますので、本市は既に地域のコミュニティー放送局である市川エフエムと平成 11 年７月に災

害時における緊急放送等に関する協定を締結しております。このことから、災害時には密接

に連携し、防災行政無線の放送内容を含め市川エフエムで放送していただいており、最新の

情報を臨海部の企業の方にも発信できるようにしております。本市では、昨年の東日本大震

災や本年５月に発生した水道水からのホルムアルデヒドの検出事案におきましても、市川エ

フエムなど地元メディアを通じた情報発信を行った実績もあり、各事業所におけるＦＭラジオ

による情報収集は非常に有効だと考えております。

次に、津波、高潮に対する一時避難場所の指定についてです。津波につきましては、最大

クラスの津波を想定した千葉県の新たな浸水想定において、防潮堤などが機能しない場合

浸水する新井から南行徳及び高谷新町については、気象庁から津波警報が発生される場合

など状況によっては避難が必要になる可能性もあります。また、高潮につきましては、発生の

12 時間前から６時間前にかけて注意報や警報が発表されるなど事前の予測が可能であるこ

とから浸水区域外への避難が原則となりますが、工業地域では施設や設備の管理上、早期

の避難が難しいケースも考えられます。津波、高潮の緊急避難につきましては、各事業所内

に３階建て以上の堅固な建物があれば上層階への垂直避難が可能ですが、避難に適した建

物がない場合は、近隣に安全な避難先を確保することが必要と考えております。

本市としましては、平成23年 12月にコーナン市川原木店、ユニディ千鳥町店と津波発生時

等における一時避難施設としての使用に関する協定を締結するなど避難先の確保に努めて

きたところでありますが、ご指摘いただいたＪＲ市川塩浜駅につきましても、千葉県が新たに

発表した津波浸水予測図等も踏まえ、今後企業と協議した上で鉄道事業者にお願いできるよ

うに進めてまいりたいと考えております。

最後に、臨海部企業が防災計画を策定するに当たり、本市がどのような支援ができるかで

ありますが、本市はこれまでも地域住民、事業者、学校等の要望に応じ、防災講演会、講話



等を実施し、災害に関する知識の普及に努めてまいりました。特に沿岸の工業地域の事業所

につきましては、平成21年の国土交通省による東京湾高潮浸水想定の公表や、昨年の東日

本大震災を受け、災害に対する危機意識が高まる中、多数の講演依頼や防災計画の作成に

当たってのご相談をいただいております。昨年度は防災上特に注意を要する事業所等を対

象にした市川市防災講習会を開催し、市川市塩浜協議会、市川港開発協議会、市川臨海工

業会からも 45 社、約 70 名の参加をいただきました。講習会では、想定される災害に関する

基礎的な知識、防災情報の種類と入手方法、防災計画作成のポイントなどについて情報提

供させていただいたところでございます。また、本年度も既に市川市塩浜協議会、市川臨海

工業会の総会に合わせ、千葉県の新たな津波浸水予測図等について説明を行い、７月には

商工会議所主催の市川市内工業地域視察研修会で講演を実施する予定となっております。

いずれにいたしましても、今後ともあらゆる機会をとらえ、防災計画の策定について支援し

ていきたいと考えております。

以上でございます。

発言者：中村義雄議員

ありがとうございました。ＪＲ市川塩浜駅についても今後協議をされるということで、ぜひ早

急な対応をお願いしたいというふうに思います。

また、再質問ですけれども、市川エフエムについて、聞こえにくいエリアがあるというようなこ

ともちょっとお聞きしておりますが、そういったことに対してどのような対策をとられるのかとい

うことについて伺いたいと思います。

発言者：古賀正義危機管理監

再質問にお答えします。

現在本市といたしましては、緊急時のＦＭ放送がより確実に受信可能となるように、千葉県

全域を放送対象地域とする株式会社ベイエフエムと災害時における緊急放送等に関する協

定の締結に向けて協議を行っているところでございます。

以上でございます。

発言者：中村義雄議員

伺いました。ベイエフエムとの協定を今進めているということでありますけれども、ぜひこれ

は、９月には九都県市の防災訓練もありますけれども、なるべく早くそういった協定は締結す



るべきだと思いますけれども、例えば９月とかいつごろまでできるのかということを伺いたいと

思います。

発言者：古賀正義危機管理監

ご質問者がおっしゃるとおり、本年の９月１日に九都県市合同防災訓練が市川市で千葉県

会場として行われますので、それ以前には締結できますように進めていきたいと思っておりま

す。

以上でございます。

発言者：中村義雄議員

ありがとうございました。９月までにはということでありますので、ぜひそれに間に合うように

お願いをしたいというふうに思います。

また、今危機管理室のほうとして、いわゆる沿岸部の企業の４団体等を含めて綿密な連携

を進めていらっしゃるというふうに認識しておりますので、ぜひこの企業の操業がしっかりとで

きるように引き続きご支援をいただきたいというふうに強く要望いたしまして、この３点目につ

いても終わりたいと思います。

では、４点目の市川市臨海部企業のＢＣＰ策定の本市の支援についてということで伺います。

まずＢＣＰということで、これは内閣府が実態調査を過去行ったんですけれども、そのときに

定義をしておりますが、このＢＣＰというのは災害時に特定された重要業務が中断しないこと、

また、万一事業活動が中断した場合に、目標復旧時間内に重要な機能を再開させ、業務中

断に伴う障害などから企業を守るための経営戦略ということで、企業がしっかりと災害があっ

たときとかもしっかり生き残りができるようにするというための計画であるということであります。

まず、これについて、東日本大震災で大変多くの企業が事業の停止とか事業の縮小を余儀

なくされましたけれども、そういった中で、やっぱりＢＣＰを策定していないと、例えば会社だけ

ではなくてサプライチェーンといいますか、大変広範囲に影響が及ぶと。災害で直接影響がな

くても事業が中断するという可能性も想定しておく必要があります。

また、このＢＣＰというのはそれぞれの地域に見合った内容を策定しなければ、その有効性

が失われます。例えば本市であれば、立地は都市部、臨海部であり、場所によっては海岸保

全区域より海側の企業もあります。また、災害の種類から見れば、液状化、津波、高潮を警

戒しなければならない地域というふうに言えます。このように災害の想定は地域ごとによって

異なります。また、企業の業種、業態により策定する内容も異なってきます。しかしながら、こ

のようにＢＣＰの策定が企業にとって死活問題である、重要であるにもかかわらず、2011 年６

月に帝国データバンクが調査を行っていますけれども、その中でＢＣＰ未策定である企業、そ



の理由の一番多いのがノウハウがわからない、ノウハウがない、策定方法がわからないとい

うのが最多であったということであります。そういった結果から見ても、やはり本市として、地

方自治体として策定の支援をするということが急務であるというふうに言えます。また、このＢ

ＣＰの策定は、取引先とか市場からの評価が向上するとかいうメリットもありますし、また地域

経済、地域の雇用を守ることにもつながります。私も実際にヒアリングしたところ、企業によっ

てはＢＣＰのセミナーとかに参加しているけれども、やっぱり市川市でも地域に密着した形で

そういったセミナーとか勉強会を行っていただきたいということでありました。

こういったことも含めて、また業界団体のほうからも、このＢＣＰ策定について本市の支援を

要望しているというふうに伺っていますが、本市の取り組み状況及び見解を伺います。

発言者：松丸成男経済部長

市川市臨海部企業のＢＣＰ作成の本市の支援についてお答えいたします。

昨年のあの東日本大震災を初め、現在も首都圏直下型地震の大規模災害が予想されてい

る中で、企業にとりましては直接被害はもとより、サプライチェーンに大きな影響が出るなどの

経験から、防災及び緊急時における事業継続の重要性が再認識されております。企業に対

する国の事業継続計画策定指針といたしましては、内閣府とか経済産業省、中小企業庁が

ガイドラインをつくりまして、中小企業にみずからＢＣＰが策定できるよう情報提供しておりま

す。内閣府の中央防災会議は、平成 18 年からの 10 年間でＢＣＰを策定している企業の割合

を大企業ではほぼ全部、中堅企業で 50％を目指すとの目標を掲げているところであります。

企業にとってのＢＣＰの作成効果としましては、大規模災害等の緊急時においては、企業の

危機管理能力を高め、事業活動の継続、早期復旧等により、取引先への製品、サービス等

の供給責任を果たすことで顧客の維持獲得、企業信用の向上が期待されるところであります。

また、平常時におきましても顧客管理、在庫管理、従業員管理等の経営の効率化、企業価値

の向上に資する効果が見込まれるなど、大変ＢＣＰの作成は重要であると認識しております。

平成 22 年度に内閣府が実施した特定分野における事業継続に関する実態調査の結果によ

りますと、電気業で約 90％、運輸施設で 87％が地方公共団体、国が公表している文書を参

考にしてＢＣＰを策定したということであります。これらのことから、国のガイドラインの公表が

ＢＣＰ作成において重要であるということが認識されているところでございます。

そこで、本市のＢＣＰ作成支援でありますけれども、昨年度におきましては、千葉県の産業

振興センターが主催した中小企業のための危機管理、事業継続計画に関するセミナーの開

催案内を市内各工業団体を通じて周知したところであります。セミナーには多くの企業の担当

者のほか、本市の職員も参加いたしまして、ＢＣＰ作成の重要性を再認識したところでありま

す。本年度におきましても、８月に県の産業振興センター主催によるセミナーが行われますの

で、市内企業の参加について工業団体を通じて周知をしているところでございます。今後も引

き続き国のガイドライン等を利用したＢＣＰの作成の支援といたしましては、ほかの団体のセミ



ナーの周知に加えまして、市川市の商工会議所とも連携いたしまして、先進事例の紹介、ＢＣ

Ｐ作成支援のためのセミナーの開催をいたしたいと考えております。

以上でございます。

発言者：中村義雄議員

ありがとうございました。ＢＣＰのセミナー等について、市川市また市川市の商工会議所、連

携されながら、啓発また取り組みを進めていかれるということでありますので、ぜひ、さらに強

くこのＢＣＰの普及啓発、またそういったことについてしっかりと企業を支援していただきたいと

いうことを強く要望いたしまして、この点についても結構であります。

では、続きまして小中学校の学区のあり方について伺います。

この市川市の町の形態とか人口分布の変化に応じて柔軟な通学区域の指定が必要である

というふうに考えておりますが、通学区域はどのように定められ、通学区域の変更はどのよう

な過程を経て決定されるのか。また、その基準について伺います。

発言者：藤間博之学校教育部長

本市の通学区域のあり方及び通学区域の変更につきましてお答えいたします。

まず、通学区域の指定につきましては、学校教育法施行令第５条の定めにより市町村教育

委員会が行うこととされております。このことに基づき、通学区域審議会を設け、通学区域に

つきまして諮問し、さまざまな角度よりご検討いただき、答申をもとに通学区域の指定または

変更をしております。具体的には、新規に小中学校を開設するときあるいは統廃合するとき

のように新たに学区を定める必要が生じた場合や、人口推計に基づき人口の増減への対応

が求められる場合に通学区域の変更を行っております。なお、その際は児童生徒はもちろん

のこと、学校や保護者、さらに地域にまで大きな影響を及ぼすことから、緊急かつやむを得な

い状況に限定して行っているところでございます。

通学区域を変更する過程といたしましては、まず、年齢別人口をもとにした就学児童生徒数

の推計により、必要に応じて現地調査を行います。調査内容につきましては、就学児童数の

把握、通学区域内の安全面から通学路の交通量、街路灯などの調査でございます。次に、そ

の調査結果をもとに通学区域審議会に諮問し、現地調査を含め複数回にわたり審議を行っ

ていただいております。一方、保護者や地域の皆様にも説明を行い意見を聴取し、要望等に

つきましては対応を検討した上で再度地元での説明会を行い、意向の把握に努めます。そし

て、これらの情報も含め、通学区域審議会での審議後答申をいただいております。

なお、通学区域を変更する際の留意点といたしましては、原則として次の４点としております。

１つは、町を分断しない、２つ目として自治会、子供会単位で区分する、３つ目、危険の多い



道路や河川で区分する、４つ目として、中学校の通学区域はできる限り小学校の学区を区分

しないというものでございます。教育委員会といたしましては、通学区域の変更等に当たって

は、人口の増減や年齢構成の変化などの不確定要素が多いことから、児童生徒数の変化に

つきまして常に注視し、短期、長期の見通しをもって、子供たちにとってよりよい環境となるよ

う通学区域の対応に取り組んでいるところでございます。

以上でございます。

発言者：中村義雄議員

伺いました。通学区域を変更する際の基準は４点あって、１つ目は町を分断しない、２点目

は自治会、子供会単位で区分する、３点目、危険の多い道路や河川で区分する、４、中学校

の通学区域はできる限り小学校の学区を区分せず、その小学校を含むということですけれど

も、実際はなかなかそのとおりにならない。この学区というのは大変難しい問題であるという

ふうに認識しておりますが、例えば行徳の南部地域のほうでは、１つの小学校の学区が中学

校の３校の学区に分かれているとか、そういったような実情もあります。

そういった中で１点確認したいのが、まずこの実際として人口推計に基づき人口増減の対

応として通学区域の変更をするというのは、実際のところは人口増の場合、教室不足に実際

になりそうになったときに、まず指定校の変更という制限をかけて、それでも教室数が足りなく

なりそうなときに通学区域を変更するということであるというふうに理解してよろしいのか。

また、もう１点ですけれども、教育委員会とされては、平成 21 年には小規模校、大規模校に

ついて適切な教育環境確保に向けて努めていきたいという考えも示されていますけれども、

この適切な教育環境確保というのは具体的に何を指すのか。そして、どのような取り組みをさ

れたのか。そして、教室不足以外にも生徒１人当たりの校庭面積などの要素を含めて、生徒

児童にとって適正な規模というのがあるんじゃないか、そういうふうに考えますが、この適正

な規模というのはどれくらいかという、そういう部分も含めて見解を伺います。

発言者：藤間博之学校教育部長

それでは、初めに教室不足等への対応で通学区域を変更するまでに至る過程についてお

答えさせていただきます。教育委員会では、まず児童生徒数、そして学級数の推移、そしてこ

れらにかかわる情報をもとに試算するとともに、関係各課による学校施設整備計画検討会を

開き、その状況を共通理解した上で教室不足等の対応について検討しております。特に、人

口増加に伴う小中学校の大規模化への対応としましては、数年間にわたる児童生徒数の推

移や推計をもとにして、教室不足が予測される場合には幾つかの段階的な方法により教室

不足の解消を図っております。まず、校舎内のスペースを最大限に活用し改修するということ



で、普通教室を確保することを行います。また、余裕教室のうち、会議や倉庫として使用して

いる場合は普通教室として使えるよう、他へ移すことを行っております。

このような対応を進めながら、ご質問者からご質問いただきましたように指定校変更に制限

を加えるということを行っております。これには、在籍児童生徒の兄弟姉妹のみを受け入れる、

指定校変更に受け入れ可能人数の枠を設定するなどの制限を行っております。これらの対

応にもかかわらず、教室不足が発生しそうな場合につきましては、仮設校舎や教室の増設を

しております。なお、仮設校舎や教室の増築が物理的に困難な場合につきましては、学区の

変更を行うこととしております。

教育委員会といたしましても、今後とも児童生徒数及び学級数の把握に努め、さまざまな方

法を用いて子供たちのよりよい教育環境が維持できるように努めてまいります。

次に、適切な教育環境とそのための手だてについてご質問いただきましたのでお答えいた

します。適切な教育環境の確保には、普通教室ばかりでなく、教育活動を充実させるための

特別教室等も必要となります。具体的には、少人数指導等の指導形態や情報教育等の学習

内容の多様化に合わせて使用できる教室なども重要な要素であると考えております。そのた

めに、19 学級を超える大規模な学校につきましては、先ほど答弁させていただきましたような

手だてを講じることで教育環境の確保に努めているところでございます。

一方、11 学級以下の小規模校につきましては、地域の特徴や小集団で編成されることを生

かした小規模校ならではの特色ある学校づくりを推進し、情報発信していくことで、指定校変

更等による児童生徒数の減少を抑えることにつなげることができると考えております。小規模

校での取り組みの一例を挙げますと、学年、学級ごとの充実した体験的な活動だけにとどま

らず、温かな人間関係の中で年長者としての責任感を育成するために、１年生から６年生の

異学年グループでの清掃活動や給食などを実施しております。このように、人とのかかわり

合いを意識した教育活動は、子供たちの成長過程において大変意義のある貴重なものと評

価されております。教育委員会といたしましても、小規模校であることの特色を生かした取り

組みが一層充実、発展していくよう、指導、助言並びに支援しているところでございます。

最後に、学校の適正規模についてお答えいたします。学校の適正規模につきましては、学

校教育法施行規則におきまして、小学校の基準は 12 学級以上 18 学級以下を標準としてお

り、校舎及び校庭につきましては小学校設置基準において、児童数に応じてその面積の基準

が定められております。また、中学校も小学校に準じて同様に定められております。なお、こ

れらの基準につきましては、地域の実態その他により特別の事情があるときはこれらの基準

によらないこともできると規定されております。

本市の実情を勘案した柔軟な対応も可能ではございますが、市川市内の南部地域等にお

きまして、幾つかの学校がこの標準となっていないことから、将来的な児童生徒数の動向を

見据え、関係部署と連携を図り、これらの学校については近隣校の状況も考慮しながら、適

正規模化に向けて検討してまいりたいと思います。

以上でございます。



発言者：中村義雄議員

ありがとうございます。この通学区の問題につきましては、大変デリケートな部分がありまし

て、そういった中で教育委員会におかれましては大変ご努力、ご尽力されていることは重々

承知しているところでございます。

まとめに入りますけれども、大規模校、小規模校、それぞれメリット、デメリットはあります。

それぞれのよさをさらに伸ばしていくことはとても重要であります。しかしながら、一方で今重

要なのは、この少子化が進展する現在に適応した学校の適正規模、適切な教育環境確保に

ついてより柔軟に検討することというふうに考えております。何よりも生徒１人当たりの校庭面

積など生徒の教育環境の確保を最優先する、そういう視点に立った柔軟な通学区のあり方を

検討していただきたいことを重ねて要望して、このテーマについての質問を終わります。

そして、最後の３点目の若年者雇用対策について、大項目ごとで伺います。

公明党は、今春には今の 20 代、30 代が社会の中核を担う 2030 年までを日本の未来を明

るくチェンジさせる時期ととらえ、公明ユースビジョン 2030 の中間取りまとめを発表したところ

であります。若年者雇用対策は、将来の日本社会の発展のためにも大変重要なテーマであ

ります。本市においても、若年者雇用対策にこれまで以上に取り組むことが本市の社会経済

の健全な発展に不可欠であるという視点から、以下質問いたします。

１点目は、若年者雇用対策が本市の経済にどのような影響を与えるというふうに考えている

のか。このまず認識がなければ対策は講じられないわけでございますので、その認識を伺い

ます。

２点目は、若年者雇用対策についての本市の取り組み状況、そして国、県、市の連携につ

いて伺います。

３点目は、キャリア教育やインターンシップなど、教育面での就労支援の強化について本市

の考え方、特に経済部の考え方を伺います。

４点目、今後の本市における若年者雇用対策のあり方についてどのようにお考えか。

以上４点伺います。

発言者：松丸成男経済部長

本市の若年者雇用対策についての４点のご質問にお答えいたします。

初めに、１点目の若年者雇用対策が本市の経済に与える影響についてですが、まず、若年

者雇用の現状についてご説明いたします。本年５月の千葉県労働局の発表によりますと、県

内の高校生の就職内定率は全国でも２番目の伸び率を示しておりまして、一方、大学生に目

を転じますと、県内の大学新卒者の就職内定率は３年連続で低下しており、就職内定率、新



卒者全般で見ますとまだまだ改善と言えるような状況にはございません。

そこで、若年者雇用対策が本市の経済に与える影響についてでございますけれども、若者

を対象とした就職面接会の実施というのが大きな効果を上げていると考えております。就職

面接会は、市内の高校、大学の優秀な人材を市内の企業に積極的に呼び込むといった企業

支援的な考え方により、市内企業の人材確保と市内経済の活性化に寄与する大変重要な事

業だと考えております。本市では、産業振興基本条例を制定しまして経済振興と雇用対策を

一体的に進めておりますので、若年者雇用につながる就職面接会の継続というのが大変重

要な役割を果たすものと考えております。

次に、２点目の若年者雇用対策についての本市の取り組み状況と国、県、市の連携につい

てでございますが、初めに、若年者雇用対策予算をご説明いたしますと、昨年度までの予算

事務事業はジョブ・サポートいちかわ関連経費のみで、それ以外は予算を計上しておりませ

んでした。これは、若者、若年者に限らず、根本的な雇用対策につきましては国が進めるとい

うことがございますので、本市単独で対策を進めるよりも、国、県との協力関係の中で独自に

進める必要のある事業のみを計上するという考え方に基づくものでございます。本年度の若

年者雇用対策予算は、ジョブ・サポートいちかわ関連経費 153 万 7,000 円に加え、就職面接

会を 75万 5,000 円新たに確保いたしまして、合計 229 万 2,000 円を予算計上しております。

次に、若年者雇用対策についての取り組み状況でございますが、本市の若年者雇用対策

は３段階でステップアップする構成となっておりまして、まず、就職活動の１段階目のジョブ・

サポートいちかわの就労相談、次に２段階目は県のジョブカフェちばとともに共催するセミナ

ー、そして３段階目でハローワークや商工会議所とともに開催する就職面接会でございます。

次に、国、県、市の連携ですが、本市におきましては良好な協力関係が構築されておりまし

て、国の機関でありますハローワーク市川は、就職面接会への参加事業者の選定に当たり

ましても、市内事業者を中心に大変幅広い業種から選定を行うなど本市との連携が図られて

おります。このほかにも、国は母親の再就職相談窓口、ハローワーク市川マザーズコーナー

開設の際や、また県はジョブカフェちばとの事業連携などにおいて市川市と非常に連携をよく

とりまして、大きな成果を上げております。

次に、３点目のキャリア教育やインターンシップなどの教育面での就労支援の強化について

の考え方ですが、高校、大学においては、最近は若者の職業観、勤労観をはぐくみ、社会人

として自立する力を身につけるキャリア教育に力点を置くようになってまいりました。本市とい

たしましては、インターンシップであるとかキャリア教育につきましては、若年者の雇用対策を

行う上でも大変有効であるというふうに考えております。また、大学から具体的な企業へのイ

ンターンシップの要望がある場合には、商工会議所と連携をとりながら企業に働きかけること

などしていきたいというふうに思います。

最後の４点目の本市における若年者雇用対策のあり方でございますが、若年者に限らず、

完全失業率、有効求人倍率ともに現在回復傾向にあるとはいいますが、まだまだ満足できる

状況ではありません。本市で開催する就職面接会は、雇用の機会確保や市内事業者の支援



という点からも有効な施策だと考えておりまして、本年度開催を予定しております大規模会場

での就職面接会を継続することが必要だと考えております。本市では、これまで築き上げてき

た国、県、商工会議所、学校、事業所との連携を深めつつ、時代に合った若年者雇用対策を

進めてまいりたいと思います。

以上でございます。

発言者：中村義雄議員

済みません、早口にさせてしまって申しわけございません。

１について認識ということで、特に若年者雇用対策を講じないということを逆にすると、中長

期的に大きなインパクトを与えるということで、識者からも指摘をされています。まずはその人

的資本レベルというのが長期的に低迷して、将来の経済成長にマイナスの影響を及ぼす可

能性があると。要は、すぐ就職しないということで、本来であれば若年者というのは技能や技

術を最も吸収できる年代ですけれども、それができないということは経済成長にマイナスであ

ると。また貧困の連鎖が生じるとか、また自殺のリスクとか少年犯罪発生率の上昇に結びつく

とか、そういった大変悪い悪影響があるということでございます。１については結構でございま

す。

２について、これまで国、県、市の連携ということで、確かにそれはこの若年者雇用対策とい

うのは我が国においても歴史がそれほど深くない、言ってしまえば浅いものだというふうに考

えております。そういった中でジョブ・サポートいちかわとか、そういったものに積極的に取り

組まれているということについて、県のほうからも大変感謝をされていたということを私も聞い

ております。この２についても、本来就職面接会の参加者等お聞きしたかったんですけれども、

この点につきましてはまた改めて別の機会で伺いたいというふうに思います。

３点目についても、先ほどのご説明で結構でございます。

最後に４点目について、若年者雇用対策の予算、これについてもっとふやしたほうがいいん

じゃないか。なかなか効果が出るものではないかもしれませんけれども、就職面接会をもっと

ふやすとか、規模を大きくするとか、そういったことについてさらに取り組んでいただきたいと

思いますが、見解を伺います。

発言者：松丸成男経済部長

若年者の雇用対策への予算が少ないというようなご指摘のように受けとめましたが、私たち

のほうでは国、県と、先ほどお話ししましたようにうまく連携をとっていきたいというふうに考え

ておりまして、最小の予算の中で、国、県の予算を逆に本市に導くことができないかとか、そ

んなことを考えながら必要に応じた市の予算の確保をして、大切であるその若年者雇用の事



業を進めていきたいというふうに考えております。

以上でございます。

発言者：中村義雄議員

ありがとうございます。いずれにしましても、今の本市の若者が 2030 年には社会の中核を

担ったそのとき、我が国、なかんずく市川市民として、生き生きと生きられる明るい市川市に

するには、今から積極的な取り組みが重要であるというふうに思います。市川市が頑張る若

者を全力で応援することを私自身も取り組んでいきたいと思いますし、また強く要望、また期

待をいたしまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～


