
２０１１年 6月議会

6月 17日

発言者：中村義雄議員

公明党の中村義雄でございます。通告に従いまして一般質問をさせていただきます。

第１に、家庭の所得にかかわらず子供の学習機会を提供するための支援について質問い

たします。

昨今、景気の低迷が家計の教育費にも大きな影響を及ぼしています。塾代などにかける支

出が減り、親の所得状況によって教育を受ける機会に差が生じる教育格差の拡大も懸念さ

れています。超少子・高齢社会が近づくにしたがって、見方を変えれば、１人１人の子供の価

値が高まっていると言えます。今後、子育て世代や、その予備軍は、子供が将来に希望を持

てる活力ある自治体を選別するようになると考えます。経済格差によって教育を受ける機会

に早い段階から格差が生じ、人生の選択に不利な影響が出る。勉強への意欲や将来に対す

る希望といった子供の精神面に影響を及ぼすと指摘する識者もいます。私は、閉塞感に覆わ

れている我が国にあって、我が市川市の子供たちの将来の選択肢の幅を絶対に狭めてはな

らない、本市を子育て世代にとっても永住したくなる魅力あふれる町にするために全力で取り

組んでまいる決意でございます。そのための対策の１つとして、家庭の所得にかかわらず子

供の学習の機会を提供するための支援策を講じることが重要であると考えます。

以上の観点から質問いたします。

１、ビーイングについて質問いたします。

本市のビーイングは、国の補助事業の放課後子ども教室推進事業に先んじて実施された

事業であります。本市のビーイングと異なり、国の補助事業の目的の１つは、家庭の経済力

にかかわらず、学ぶ意欲がある子供たちに学習機会を提供するとあります。その効果として、

保護者へのアンケート結果からは、宿題や勉強を積極的にやるようになったとの評価を得て

いるとのことです。

そこで伺います。本市のビーイングの現況、子供の学ぶ意欲に答えるために、宿題や勉強

についてアドバイス等を行っているか伺います。

２、本市における近年の家庭所得と子供の学力の相関性についての分析について質問い

たします。

2003 年にお茶の水女子大の耳塚教授らを中心として行った大規模調査は、首都圏にある

およそ 25 万人の市に住む小学６年生、保護者を対象に行ったものです。塾の月謝、家庭教

師費など、学校外教育費をかけるにつれ、学力は高まっているとのことです。また、家庭での

学習時間については、保護者の年収が高くなるほど学習時間が長くなるという結果が出てい

ます。本市における近年の家庭所得と子供の学力の相関性についての分析を行っているか、

お答えください。

次に、防災情報と危機管理体制について伺います。



１、防災情報の発信手段の現状と課題については、昨日の先順位者への答弁で理解しまし

たので、割愛させていただきます。

２、東日本大震災時の防災無線の評価がすこぶる悪かった。このことから、どのような防災

無線の改善策を講じているかお答えください。

３、防災無線の放送内容に直観的に理解できる警報音を加えることや、防災ラジオ、音声

自動応答サービスの導入等、年齢、障害の有無など市民個々の状況別にきめ細かく配慮し

た防災情報を伝達する仕組みを検討すべきと考えますが、見解を伺います。

４、一方で、災害情報と避難行動の関係を見ると、市民と行政が過保護、過依存の関係に

なってしまう。そのことによって、市民が情報の提供をひたすら待つようになるなど、被害がか

えって大きくなる恐れがあることを危惧します。防災知識を体で覚えることが重要であると考

えております。そのため、防災訓練に積極的に参加していくことが、防災、減災に効果的であ

ると考えます。防災訓練の開催状況、市民の参加状況について伺います。

次に、震災時活動マニュアル策定に対する市の考え方について質問いたします。

１、集合住宅では人口が高密度であることから、震災時には自立できることが望ましいと言

われています。また、集合住宅の垂直避難は、津波対策として有効と考えられます。東京都

中央区では、本年、高層住宅震災時活動マニュアル策定の手引きを策定しております。本市

においても、島尻、塩浜等、高層集合住宅を抱えています。震災時活動マニュアルは、火災、

水害等、他の災害時における対応にも有効とのことであり、本市でも、震災時活動マニュアル

策定の手引きを導入すべきと考えますが、見解を伺います。

２、高齢者や障害者が一時避難場所に移動する途中に一時的に避難する場所の確保が必

要であると考えます。一例として、東日本大震災発生後、塩浜地区において地域ケアシステ

ムのてるぼサロンに集まってくる方々がいたと聞いております。震災時の心理として、不安か

ら、いても立ってもいられなくなり、人と話したくなる、人とのつながりを求める、そういう傾向

性がございます。私も震災直後から安否確認に動いていたときに、皆様が堰を切ったように

お話をされました。心のケアの観点からも、例えば地域ケアシステムの拠点などを一時的に

避難する場所として活用できないか見解を伺います。

３、マンションごとの耐震構造や防災設備状況などを把握できるカルテ化を進めるべきと考

えますが、見解を伺います。

４、地域の実情に合った震災時活動マニュアル策定が必要であると考えますが、見解を伺

います。

次に、津波、水害、雨水対策について質問いたします。

１、雨水対策について質問いたします。本市における１時間降雨量 50 ミリメートル排水対策

の整備状況についてご説明ください。

２、ゲリラ豪雨対策が課題となっていますが、愛知県岡崎市でもう既に導入されているという

ことですが、浸水警報機を導入すべきと考えますが、見解を伺います。

３、津波対策について、直下型大地震の際、市川市の沿岸、川岸の堤防を越える津波が来



る可能性がないか検証すべきと考えますが、見解を伺います。ＮＨＫのニュースによれば、東

京都は大地震の際に東京湾を襲う可能性がある津波の想定が不十分だったとし、沿岸の堤

防を越える津波が来る可能性がないか、専門家を交えて独自に検証していく方針を明らかに

した。東京湾の奥にある東京都沿岸で予想される津波は、荒川や隅田川の河口で最大 1.2 メ

ートルと想定されてきた。この想定は、東京都が 20 年前に行ったもので、大正時代に起きた

関東大震災と同じ関東南岸を震源とするマグニチュード 7.9 の地震によって引き起こされると

されていたが、これより震源が遠い今回の東日本大震災では、東京の晴海でこの想定を上

回る1.5メートルの津波が観測された。これを受けて東京都は、都内の沿岸に整備されている

高さ５メートル以上の堤防を越える大津波が来る可能性がないと言えるのか、来年春までに

専門家を交えてあらゆる地震の可能性を考えながら検証していく方針を明らかにした。石原

知事は、伊豆大島のようなところで大きな地震が起きて津波が発生すると、まともに東京湾に

来る可能性があると述べ、場合によっては水門や堤防の追加の整備が必要になるという考え

を示したとのことであります。本市も高さ５メートル以上の堤防を越える大津波が来る可能性

がないと言えるのかという、まさかがないかという慎重な姿勢で積極的に千葉県、東京都と連

携を図っていくべきと考えますが、見解を伺います。

最後に、漁港の被害状況と復旧支援について伺います。

漁港の被害状況と漁船の津波被害状況、それに対する復旧支援の仕組みについて、また、

漁業従事者の復旧費用の持ち出し分について伺います。また、現在の漁業従事者の今回の

被害における漁獲高及び収入の減少量及び額について伺います。

以上で１回目の質問を終わりますが、答弁によっては再質問いたします。よろしくお願いい

たします。

発言者：倉橋常孝生涯学習部長

子供の学習機会を提供する環境整備の必要性についてのうち(1)ビーイングの現況及び学

習機会の提供についてのご質問にお答えいたします。

初めに、ビーイングの現況ですが、本市では、平成 14 年に曽谷小学校でビーイングを開設

し、その後、小学校７校と平田地域ふれあい館で開設しております。平成 22 年度の利用実績

といたしましては、延べ人数で４万 2,819 人でございます。利用者の内訳といたしましては、小

学校低学年が約65％、小学校高学年が約33％、中学生以上が約２％と、小学生が大半を占

めております。

次に、活動時間ですが、基本的には平日は14時から18時まで、土曜日や夏休みなどは10

時から 18時まで開所しております。集まってきた子供たちは、読書やパズル、ミニ卓球やバド

ミントンなどで仲間同士でルールを教え合ったり、時には上級生やスタッフなどから技術やマ

ナーを教わったり、また、塾や学校の宿題なども行っている子供たちもおります。

ご質問の子供たちの学ぶ意欲にこたえるために、宿題や勉強に対してアドバイスを行って



いるかですが、宿題や勉強につきましても、基本的にはそれぞれの子供たちが自主学習とし

て取り組んでいるところでございます。子供たちからの問いかけに対しビーイングスタッフがア

ドバイスをしたり、地域の中での経験者などからご支援をいただき、子供たちのサポートを行

っております。

以上でございます。

発言者：古山弘志学校教育部長

家庭の所得と子供の学力の関係についてお答えいたします。

かつて高度経済成長期の日本において、都市部と農山間部の学力の格差が問題となって

おりました。しかしながら、近年実施されております全国学力・学習状況調査の県別の結果を

見ると明らかなように、都市と農山村の格差はなくなってきております。それにかわりまして、

家庭所得の差が学力の差としてあらわれているという新たな学力格差が生じてきたことが問

題として挙げられております。文部科学省の全国学力・学習状況調査の分析・活用の推進に

関する専門家検討会議は、平成 20 年の全国学力・学習状況調査の追加分析として、家庭調

査結果と子供の学力の関係について分析し、世帯年収の高い家庭ほど子供は高学力である

という調査結果を公表しました。また、文部科学省の委託を受け、千葉県検証改善委員会が

行った報告におきましても、就学援助率が低い学校の児童生徒ほど、そして所得水準が高い

市町村の児童生徒ほど相対的に学力が高い傾向があるという報告もございました。その一

方で、全国学力・学習状況調査では、家庭の所得の高低にかかわらず、基本的な生活習慣

が身についている子、学習習慣が身についている子、本を読むのが好きな子なども学力が高

くなっているとの分析結果もございます。

このような中、市川市におきましては、家庭の所得と学力の相関関係に関する調査等は特

に実施しておりません。理由といたしましては、まず、所得は個人情報にかかわる問題であり、

差別や偏見を招くおそれがあること、また、学校教育においては所得の高低にかかわらず、１

人１人の子供の学力の定着、向上に向けてさまざまな取り組みを行っていくのは当然の役割

であると認識していること、以上の２点でございます。

そこで、すべての児童生徒の学力を向上させるために、市川市では県が配置している少人

数指導教員以外に市川市独自の少人数指導補助教員等の人的な配置を行い、習熟度別や

課題別等のきめ細やかな少人数指導やティームティーチングとして、１つのクラスを２人の教

師で指導するなどの取り組みを行い、一定の成果を上げております。さらに、わかる授業づく

りについての研修の実施や校内研究の講師として指導主事を派遣するなど、教師の指導力

の向上と児童生徒全体の学力の定着を図っておるところでございます。また、学力の向上に

つきましては、家庭との協力が欠かせないものであるという認識のもと、家庭との連携による

学力の定着を目指し、全市的に家庭における学習習慣をつけるために、各学校に工夫を呼

びかけ、取り組みを進めているところでございます。既に中学校ブロックで連携し、小中共通



で学年に応じた家庭学習時間の目安を決めたり、家庭学習を計画的に進めるために家庭学

習カレンダーを作成し、小学校段階から中学校における家庭学習の習慣を継続させていくな

どの取り組み内容を決めて推進している事例もございますので、さらにこうした取り組みを啓

発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：本島 彰危機管理監

私から大項目２点目の防災情報と危機管理体制についてのご質問と、大項目３点目の震

災時活動マニュアル策定に対する市の考え方についてのご質問と、大項目４点目の津波、水

害、雨水対策についての中の(3)についてのご質問にお答えいたします。

大項目２点目の防災無線の改善状況でございますが、防災行政無線につきましては、おお

むね１局当たり 200 から 300 メートルの範囲の住宅に情報を提供する計画で、昭和 55年より

整備を始め、現在、市内に 185 局設置しております。市民の苦情は、各家の気密性が高まっ

たことや、都市化や高層マンションの増加等に伴い防災無線の聞こえる範囲も以前より狭く

なっていることが考えられます。そのようなことから、今後、防災行政無線の機器自体の老朽

化もありますが、スピーカー等の機器の改修や音量調整を実施するなどの改善に努めてまい

りたいと思っております。

次に、(3)防災ラジオ等の災害情報伝達手段の検討状況等についてでございます。市といた

しましては、防災行政無線以外での対策も検討しておりまして、防災行政無線で放送した内

容と同じ内容のメールを市民に送ることができる市のメール配信サービスへの登録を積極的

に進めてきました。その結果、震災前には約 5,000 人の登録者数が、震災後には約５万人が

登録するなどの状況になっております。また、今回、補正予算に計上させていただきました緊

急エリアメールの利用を始めるなど、市民に災害情報を迅速に、正確に提供できるように整

備を進めてまいります。また、ご質問にありますように、行政無線を受信できる防災ラジオの

導入についても検討しておりますが、現在では、防災ラジオの導入につきましては、製造メー

カーが限られて、価格が１台 8,000 円であるということ、現状の製品では防災無線を受信でき

ない住宅があること、違法な電波も受信し発報してしまうというような、そういういろんなもの

がありまして、そういったものをクリアしなければならない課題があります。この課題を整理す

るとともに、今後の市民への情報伝達方法の全体像を検討した上で、防災ラジオ導入の可否

を決めていきたいと考えております。

次に、(4)の防災の演習や訓練の開催状況と市民の参加状況でございますが、市では、災

害時には公的救助活動に限度があるため、地域の力で助け合うことが重要であることから、

自治会、学校、ＰＴＡなどでの地域防災訓練を支援したり、啓発のための講演会等を開催して

きました。昨年度の実績といたしましては、防災訓練の申請が 116 件あり、実施は 97 件、参

加者２万 458 人でした。講演その他の開催は 80 件、参加者 2,668 人でした。また、今年度４



月から５月末までの２カ月間の状況は、防災訓練の相談が 50 件あり、実施は 16 件、参加者

2,790 人、講演やその他の申請が 56件あり、実施は 25 件、参加者 2,569 人という状況となっ

ております。東日本大震災の後ということから、自治会や学校やＰＴＡなどで防災訓練の相談

や防災に関する講演の依頼が増加しているという状況でございます。今後も防災訓練や講演

会などを実施し、市民の防災意識の啓発に積極的に取り組んでまいります。

次に、大項目３点目の震災時活動マニュアル策定に対する市の考えについてでございます

が、(1)の集合住宅住民の東日本大震災時の避難、対応行動についてのご質問にお答えい

たします。集合住宅、特に高層住宅は建物自体の耐震性にすぐれている一方、震災時はライ

フラインやエレベーターの停止、家具の転倒などにより被災後の生活に支障を来すことが予

想されます。また、耐震改修工事や地震の修繕工事について、区分所有上の問題や管理会

社との連携など、集合住宅特有の検討課題もあるところです。集合住宅の居住者が震災時

に自宅で避難生活を継続できるようにするためには、あらかじめ事前の備えや発災時の活動

について居住者同士や管理組合が中心となって話し合いや備えを行うことが望ましいと考え

ております。実践的な活動マニュアルを策定するためには、それぞれの集合住宅の規模や用

途、防災設備などの建物の現状を踏まえまして、自治会や管理組合などの居住者を中心に、

関係者がみずから検討を重ねて策定することが重要であると思っております。市川市といた

しましても、先進自治体への視察や防災講演会の実施などを通じまして、市川市マンション管

理組合連絡協議会や、各集合住宅の防災対策への取り組みを支援してきたところですが、災

害時活動マニュアル策定の手引きの策定なども含めまして、今後とも支援策について検討し

ていきたいと考えております。

次に、一時避難場所――これは、一次、二次と言葉が混同いたしますので、一時期という意

味で「いっとき」避難場所という発言をさせていただきたいと思います。現在、市が一時避難場

所として指定をしている 115 カ所の場所は、地震が起こった後の余震の被害を避けたり、火

災などの新たな災害に備えて、ある期間、安全な場所に避難して様子を見る場所として、学

校の校庭や広い公園など、屋外の広い場所を指定しています。被災状況によっては、一時避

難場所に指定をしておりませんが、寺社や農地、駐車場などの空地に避難をすることも十分

に考えられます。実際の場合、指定場所以外に避難者がおれば、状況を把握し、支援対応す

ることにもなります。今後、新たな一時避難場所について、要件にかなう場所があれば指定

の検討も考えてまいります。

次に、(3)集合住宅の耐震構造や防災設備整備状況のカルテ化についてでございます。本

市では、住生活基本法の理念のもと、住宅政策の基本計画となる住宅マスタープランを策定

しており、住宅セーフティーネットの観点も含め、質の高い住宅ストックや、安全、安心な住環

境の形成を目指しております。このような考えのもと、３階建て以上、２人以上の区分所有者

から成る分譲マンションに対しまして、管理組合を対象に管理状況を初め建物状況などの実

態を把握するためのアンケート調査を実施しております。調査項目に耐震性の状況や防災用

備品の備蓄状況を設けており、その状況は把握してはおりますが、カルテ化には至っていな



いという状況です。建設年度や所有者数、修繕計画有無など、個々のマンションの状況がさ

まざまであることから、それぞれに応じてしっかりと把握していることが望ましいと考えており

ます。いずれにいたしましても、カルテ化については、その必要性を含め、管理組合の意向も

伺いながら、関係部署とともに今後研究していきたいと考えております。

次に、(4)地域の実情に合った震災時活動マニュアル策定の必要性についてでございます

が、震災時活動マニュアルは、各学校や自治会で作成するよう指導しております。そして、当

然に地域の実情に合ったもので策定すべきだという認識をしております。例えば行徳地区の

ように周囲に高い土地がないところであれば、津波に備えて高層建築物を利用した垂直に避

難が選択できるようなマニュアルを作成するなど、地域の実情に合ったマニュアルを作成する

必要があると思います。今後も地域の実情に合ったマニュアル作成を指導してまいりたいと

考えております。

次に、大項目４点目の津波、水害、雨水対策についての(3)の津波の再検証についてのご

質問ですが、首都圏直下型地震時の津波の現在の想定といたしましては、国の中央防災会

議の想定によると、東京湾内で最高の津波の高さとなるのは 50 センチメートル未満であると

されております。また、東京湾内湾の最奥部におけるこれまでで最も高い津波の高さは約２メ

ートルの記録がございます。今回の地震においても、千葉港で 90 センチメートルの津波が観

測されました。これらの想定や過去の記録に対しまして、東京湾には平均約５メートルの防潮

堤が整備されていることから、津波による浸水の想定はないとされております。しかしながら、

想定外の被害が起こることも大変危惧しておりますし、専門家の意見をぜひ伺いたいと思っ

ているところです。その中で、平成 23 年４月 27 日に東日本大震災後、初めて国の中央防災

会議が開催され、今後の地震、津波対策を検討する専門調査会の設置が決定されました。

国の地震、津波対策を抜本的見直すこととし、秋ごろを目途に調査会の意見を取りまとめ、

国の防災基本計画に反映させるという方向が定められております。また、東京都も千葉県も

東京湾内の津波対策の再検討を始めていることから、それらの結果を踏まえまして、本市の

防災計画の見直しをしてまいりたいと考えております。

以上です。

発言者：赤羽秀郎水と緑の部長

私からは津波、水害、雨水対策に関する２点のご質問にお答えをいたします。

初めに、(1)の時間50ミリメートル対応の排水対策の整備状況の強化についてでございます。

本市の排水対策は、昭和56年 10月に市川市を襲いました台風24号による大水害を契機に

本格的に着手したものでございます。時間雨量 50 ミリメートルの降雨を安全に排水するため、

真間川水系の各河川につきましては、千葉県が事業主体となり河川改修や分水路、調節池

の整備が進められるとともに、本市も浸水被害の著しい真間川流域や旧行徳地区の幹線排

水路の整備、低地の排水機場の整備など、排水対策を重点施策として進めてきたことから、



現在では治水安全度は大幅に向上しております。

ここで、事例として行徳地区の排水対策についてお話をさせていただきます。行徳地区は、

江戸川、旧江戸川、東京湾と水に囲まれており、各地表標高が満潮時の平均海水面より低

いところ、いわゆるゼロメートル地帯でございます。集中豪雨や台風、高潮などの水害に対処

するためには、川や海への自然放流が不可能なため、幹線排水路の整備とともに排水機場

の整備が不可欠な地域でございます。このため、行徳地域の排水計画は、おおむね主要地

方道市川浦安線、通称行徳バイパスと言われるところですが、それより北側は旧江戸川へ、

南側は東京湾、江戸川へ排水する計画で、旧江戸川への排水につきましては、河原から新

井までの間に８排水機場、江戸川への排水については妙典の排水機場を本市で整備する計

画で、また、東京湾への排水につきましては、中江川、湊、猫実の３排水機場を千葉県が整

備する計画となっております。

次に、各排水機場の整備状況につきましては、これまでに 12 カ所のポンプ場、排水機場を

稼働させておりますが、このうち時間雨量 50 ミリメートル対応のポンプ施設の整備といたしま

しては、平成 21 年度に押切、相之川第２、新井の３ポンプ場をまちづくり交付金を活用して整

備したところでございます。また、排水路の整備につきましては、行徳地域は地勢、地形的な

特徴から、従前より縦横に水路が張りめぐらされ整備されたことから、時間雨量 50 ミリメート

ルの降雨を安全に排水するための流下能力が不足しておりましたので、各排水機場に通じま

す幹線排水路の整備を進めてきたところでございます。このような整備によりまして、行徳地

域全体の排水対策の整備状況といたしましては、時間雨量 50 ミリメートルに対しまして、おお

むねその約６割に当たります時間雨量約30ミリメートル程度の排水対策施設が整備されてい

るというふうに認識しております。今後の本市の時間雨量50ミリメートルの排水対策の整備と

いたしましては、平成27年度を目標として整備が行われております外環道路事業にあわせて

進めなければならない市川南排水区、高谷・田尻排水区の幹線水路などの整備を重点的に

進めるとともに、局所的に浸水するところを特に考慮しながら、行徳地域も含めた市域全体を

計画的に取り組んでいきたいというふうに考えております。

次に、２点目のゲリラ豪雨等の浸水被害に備えた警報機の設置についてでございます。ご

質問者から伺いました愛知県岡崎市の水位警報システムについて確認しましたところ、河川

の水位及び道路冠水の水位を自動感知し、その浸水情報をサイレンによる警報で周辺区域

の市民の方に周知するというものでございます。このシステムは、ゲリラ豪雨のように短時間

で河川の流下能力や既存の排水施設の能力を上回る降雨時に発生する浸水に備えたもの

でございまして、サイレンの長短によりまして道路冠水などの浸水深さを周辺地域の住民の

方へお知らせするというものでございます。現在、市川市にはゲリラ豪雨等により道路冠水が

発生した場合にお知らせするシステムといたしましては、原木１丁目５番地先にあります京葉

道路を横断する地下道の入り口に、道路冠水が起きた際、注意喚起する情報板が設置され

ております。また、河川の水位情報といたしましては２地点、春木川と本北方の降雨情報と、

真間川流域において 12 点の河川水位を測定し、ホームページ上にわかりやすく、リアルタイ



ムで情報を提供しております。さらに、水防対策といたしましては、真間川など河川の浸水被

害を過去に幾つか経験しておりますので、浸水の起こりやすい場所をおおむね把握しており

ますので、大雨警報等が発令された段階におきまして、浸水常襲地域の巡回パトロールを行

ったり、場合によっては土のうの配布等も行ってきたところでございます。

しかしながら、ゲリラ豪雨対策として浸水する低地に岡崎市のようなシステムを導入する市

町村も最近多くなっております。今後、本市におきましても、このようなシステムの必要性につ

いて、最近の浸水状況などを勘案しながら、導入について研究し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：石川喜庸行徳支所長

漁港及び漁業関係者の東日本大震災による被害状況と復旧支援、経済的支援の現状につ

いてお答えいたします。

初めに、市川漁港の被災状況と復旧支援についてでございます。市川漁港は市川二期埋

立を前提に暫定的に整備されたことから、狭隘で施設用地もなく、整備後約 40 年が経過し、

老朽化が著しい状況でございます。今回の東日本大震災では、護岸敷の陥没や沈下に伴う

段差、鋼矢板護岸のひずみや物揚げ場コンクリートの破損及び沈下、防波堤のずれによる

開きや照明灯の傾斜などの被害が発生しております。この被害の状況につきましては、安全

対策上、緊急的に行う必要がある陥没箇所の埋め戻し、あるいはバリケードによる立入禁止

措置、傾斜した照明灯の撤去につきましては、応急的な措置を講じたところでございます。さ

らに、出入り口、あるいは物揚げ場の段差を一部解消し、また、防波堤の開いた箇所は鉄板

にて被覆を行い、応急的に漁業者の操業の確保を図ってきたところでございます。なお、平成

23 年度の既定予算では十分な漁港施設の機能復旧の対応ができないことや、ノリ養殖作業

が始まる時期の８月までには修繕を完了する必要性があることから、予備費を充用し、今月

の末にはこれらの施設修繕についても着工ができる予定で進めているところでございます。

次に、漁業者の施設の被害状況と復旧の動きについてでございます。被害状況につきまし

ては、行徳、南行徳両漁業協同組合のノリ漁業者が、海上に張り出していたノリ網、ベタ流し

セット――これは浮きとか浮動リングなどでございますが、こういったもの、あるいは支柱さく

など、ノリ養殖施設の資材に破損あるいは流出の被害が生じております。この被害額につき

ましては、両組合で約 1,600 万円ほどと聞いているところでございます。また、南行徳漁業協

同組合では、漁港内にあります漁具倉庫、これは共同利用施設２棟でございますが、こちら

の建物のほうに建物の傾斜等の被害が生じているところでございます。これらの被害を受け

ました施設の復旧の動きでございますが、個人のノリ養殖施設につきましては、養殖施設復

旧支援対策事業の制度が国や千葉県にあり、現在、手続を進めているところでございます。

さらに、今回の被害を受けて再利用できなくなったノリ養殖施設の処分代金についても、千葉



県漁業協同組合で負担していただけると聞いているところでございます。

次に、被害を受けました漁具倉庫につきましては、昭和 53 年及び 56 年に建設したことから、

老朽化も進んでいるところでございます。このため、南行徳漁業協同組合では、修繕など今

後の対応につきまして、現在検討中とのことでございます。また、漁具倉庫内にあります冷凍

庫につきましては、９月下旬から行いますノリの種づけをした網を冷凍保管しなければならな

いことから、ほかの漁具倉庫への移設を進めており、移設にかかる費用については、おおむ

ね 450 万円というふうなことを聞いているところでございます。また、この移設費用につきまし

ても、国あるいは県の水産業共同利用施設復旧支援事業の制度を活用していく検討をしてい

るところでございます。

ほかでは、漁船の被害といたしましては 12 件、約 1,500 万円と聞いておりますが、この復旧

につきましては、加入しているところの保険で対応するというふうなことを聞いているところで

ございます。

また、漁獲量につきましては、ノリの生産者に影響がありました。ちょうど震災の３月 11 日、

それより約１カ月間、４月までノリの生産期間がございますが、この１カ月間は生産ができな

かったというところでございます。これら合わせまして、漁業協同組合での被害総額は、おお

むね約 3,600 万円の被害が出ているというふうな状況でございます。

このように今回の震災における漁業施設、あるいは漁業活動の復旧におきましては、広範

囲にわたって国など、あるいは県などの支援制度がございます。このため、本市におきまして

は、この国などの支援制度を活用して進めております漁業協同組合及び漁業者の災害復旧

におきまして、国などの支援事業の事務手続などが円滑に行えるよう協力し、一刻も早く漁業

活動が早期に復旧できますよう努めてまいりたい、このように考えているところでございます。

以上でございます。

発言者：本島 彰危機管理監

私の発言の中で大項目２番目、(3)の答弁の中で、メール情報サービスの登録者数を震災

前約 5,000 人と発言いたしましたが、約 7,000 人の間違いでございましたので、訂正をお願い

いたします。

発言者：中村義雄議員

次からは一問一答で行わせていただきます。

まず最初に、家庭所得にというものなんですけれども、１つ目がビーイングでございます。ご

答弁大変ありがとうございました。今大事なことは、子供に動機づけをするということが、子供

の学ぶ意欲を高めることや学力向上につながると考えております。国の当該事業の目的をか



んがみれば、他の自治体の先進的な事例として、埼玉県の北本市では、学びの時間を設け、

月曜から金曜までは宿題や読書、プリントなどの自主的な学習に取り組むとしています。コー

ディネーターや学習アドバイザーが支援をしております。保護者からは、活動の内容が計画

的に決められており、放課後を有意義に過ごすことができた、学習に対する集中力が以前と

比べられないほどついたと高い評価が得られています。また、熊本県の宇城市では、月曜日

の習字、水曜日のそろばんは年間を通して継続的に取り組み、希望者は昇級試験や検定試

験にチャレンジしている、火曜日は学校の教職員と地域住民との協働のもと、学力向上のた

めの学習プログラムを計画しているということでございます。これらの先進的取り組みに共通

していることは、活動の内容が計画的に決められている、目的が明確になっているということ

であります。比べて、本市のビーイングでは、活動の内容はきめ細かくなっているかというと、

そうではないと言えると思います。子供の学ぶ意欲を伸ばすために活動の内容を明確に、利

用者の立場に立ったきめ細かいプログラムを策定する必要があると考えますが、見解を伺い

ます。

次が、先ほどのご答弁の中で、経済状況、所得の格差の部分については個人情報、差別

の問題があるので難しいと、そして、家庭教育、またティームティーチングとか、そういうことを

きめ細かい対応をしておるというご答弁でありました。本当におっしゃるとおりで、やはり家庭

での学習支援ということが、まず第一に大事になってくるということでございます。しかしなが

ら、やはり残念なことに、家庭で勉強ができる環境にあるかというと、なかなかそういうところ

がないご家庭もあるわけで、やはり学習外で、地域全体でお子さんの学力を伸ばすために支

えていくという姿勢が大事ではないかというふうに考えております。

そこで質問なんですけれども、ご提案なんですが、１つは財政的な支援、そして人的支援が

必要ではないかというふうに考えております。財政的支援では、東京都でチャレンジ支援貸付

事業のような支援を行っております。この内容というのは、学習塾などの費用や受験費用に

ついて、無利子で貸し付けを行うことにより、一定所得以下の世帯の子供たちを支援するとい

うものでございます。返済については、高校、大学に入学した場合、返済が免除されます。同

様の支援策を本市でも検討すべきと考えますが、見解を伺います。

そして、人的支援のほうでございますが、例えば他の自治体でも行っておるところがありま

すが、山梨県甲府市のタダゼミや秋田県男鹿市の無料塾等、そういう何とか子供の学力を、

将来をしっかりサポートしていきたいという、そういう取り組みがございます。こういった取り組

みについても、やはり本市においても研究をしていただいて、地域で子供の学習機会を創出

していくべきと考えておりますが、見解を伺います。よろしくお願いいたします。

発言者：倉橋常孝生涯学習部長

利用者の立場に立ってきめ細かいプログラムを作成する必要があるのではないかというご

質問でございます。現在、９カ所のビーイングで運営委員会を設け、毎月スタッフ会議を開催



し、課題や運営についての話し合いを行っております。このスタッフ会議におきまして、翌月以

降の予定について検討し、スケジュールを組み、行事や教室等を開催しております。今後、学

ぶ楽しさを知り、学ぶきっかけづくりの場となるよう、各ビーイングの運営委員会のご意見を伺

いながら、必要に応じましてプログラムを作成するなど、ビーイングがよりよい子供の居場所

となるよう取り組んでまいりたいと考えております。

以上でございます。

発言者：古山弘志学校教育部長

ご質問の金銭的な、あるいは人的な支援ということでお話しございました。例えば杉並区で

の、いわゆる夜スぺとか、あのような取り組みも私どもは注視して見てきたわけでございます

し、また、ご承知のように、そこにさまざまな課題が現状ではあるというのも認識しております。

ただ、ご指摘の内容というのは非常に重要なことであるというふうに考えておりますので、今

後研究、検討を進めていきたいというふうに思っています。現状では、教育課程外で地域の

方を巻き込んだと申しますか、そのような取り組みとしましては、中学校では希望者を募って

放課後や夏休み、あるいは定期テストや受験前などの補習授業を行ったり、あるいは小学校

でも夏休み等に子供たちが自分で設定した課題を持ち寄って学習するサマースクールを実

施している学校がございます。さらに、放課後の時間に地域のボランティアや大学生による学

習会を設定したり、土曜日に市川市ユネスコ協会の協力によるサタデースクールなどを実施

している学校もございます。こういったことをご指摘も踏まえまして拡大していくような方向で

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。

発言者：中村義雄議員

ご答弁ありがとうございました。１点目のビーイングについて、よく理解いたしました。

２点目のほうですけれども、本市においても中学で補習授業とかサマースクールとか、きめ

細かな対応をされていらっしゃるということはよく理解できました。本市の子供たちの未来をし

っかり私ども大人で支えていきたいと思っておりますので、また引き続きよろしくお願い申し上

げたいと思います。

では、２点目に移ります。

防災情報と危機管理体制についてなんですけれども、防災ラジオについて、金額が高いと

か、電波が入らないとか、いろいろ難しい理由を挙げられましたけれども、市原市とか他市に

おいても、例えば市原は 3,000 円だったでしょうか、補助を含めてそういった金額でもできてい

るというケースがございます。また、電波等についても、全体ということだとなかなか難しいと



思うんですけれども、例えば災害弱者の方で電波が通るようなところに限定して、そういった

ところにまず試験的に行うとか、そういったことが必要であるというふうに考えております。こち

らのほうは要望のほうで結構でございます。

２点目の危機管理体制の部分についてなんですけれども、今回の東日本大震災の後、私も

いろいろと地元のほうを回っておりましたけれども、その中で、塩浜地区では社会福祉協議会

の職員がコミュニティワーカーとして自治会間のコーディネーターとして機能した。住民の方か

らも、第三者が入ってくれたことで自治会同士の連携がうまくいったと高い評価を得たと伺っ

ております。災害時に行政の職員が大きく被災した地域に張りついてほしいという声がありま

すが、実際はなかなか困難な面があると考えます。日常的に地域住民と、また特に多くの災

害弱者の方々と仕事上接触をしていて信頼関係のある社会福祉協議会は、被災時の複数の

自治会の連携のコーディネーター、また、自治会と行政の橋渡し役として適するのではない

かと、今回の成功例から考えますが、見解を伺います。

実際、ボランティアの方、あるいは社会福祉協議会の方がいち早く行っていただいて、

地元の方々を支えていただいたということで、本当にありがたかったと思っております。

そういう面で、行政ではなかなか行き届かない面につきましては、ＮＰＯ団体、あるい

はそういった福祉団体、いろんな方々の支援をいただきながら、そういった連携を密に

できるような体制をつくって支援の充実を図りたいと思っております。

以上です。

発言者：松丸和枝福祉部長

災害時に行政の人が駆けつけられないときにコミュニティワーカーにその任を任せることが

できないかということに回答いたします。

今回の災害は市全体の被災ではなかったため、コミュニティワーカーも担当地域へ迅速に

動くことができました。災害時における社会福祉協議会の役割としては、災害ボランティア受

け入れの拠点となり、全職員がその対応に当たることとなりますことから、今回のような動き

をコミュニティワーカーに期待することは困難と思われます。いずれにいたしましても、行政、

社協、そして地域の方々と連携を強めていくことが災害に強い地域をつくることと考えており

ます。

以上でございます。

発言者：中村義雄議員

ご答弁ありがとうございます。今、福祉部長からのご答弁に関しては、今回のときには災害



ボランティアセンターのほうは開設をされなかったということでございます。ですので、そのとき

によって災害ボランティアセンターを開設する、しない、そういったこともございますので、そう

いった部分については柔軟にご検討いただくことが重要ではないかなというふうに考えており

ます。２点目については以上で結構でございます。

３点目でございます。震災時の活動マニュアル策定については、自助、共助を進める上で

大変効果がありますので、ぜひ検討を進めていただきたいと思っております。

そして、マンションのカルテ化の発展形として、東京都荒川区では、本年４月から災害時に

地域住民を援助する設備を備えた建築物を災害時地域貢献優良建築物に認定する事業を

スタートさせたとのことです。認定された建築物が地域住民を救助するために使う応急活動

資機材を整備する際には、その助成も行っております。本市において同様の制度を導入する

考えはないか伺います。よろしくお願いいたします。

発言者：本島 彰危機管理監

ご質問の防災設備を備えた建築物に対する自治体がインセンティブを与えるかということで

ございますが、現在この制度につきまして、荒川区の内容がよくわかっておりませんことから、

早急にこの制度の照会とか調査を行いまして、本市での導入について研究したいと思ってお

ります。

以上です。

発言者：中村義雄議員

大変にありがとうございました。集合住宅の防災カルテ化の必要性については、個々の集

合住宅の防災力の把握、地域の防災力の高まりにつながります。また、荒川区のように防災

力を高めるインセンティブを与える施策にも通じることから、必要であると思います。まずはし

っかりと早急に研究を進めていただきたいと思います。

続きまして、丸４のほうに、津波、水害、雨水対策について移ります。

先ほどのご答弁の中で、平均して行徳においては 30 ミリメートル対応である、50 ミリメート

ルについてはまだまだ未対応であるというご答弁でありました。特に行徳の道路冠水箇所で

大変厳しいところは４カ所あるというふうに承知しておりますけれども、これからまた夏、ゲリラ

豪雨の可能性というのは高まってくるわけでございまして、優先的に冠水の解消に取り組ん

でいただきたいというふうに思っておりますが、見解を伺います。

発言者：赤羽秀郎水と緑の部長



ご指摘の行徳地区の４カ所の浸水箇所ということで、私どもも認識をしております。通常、道

路冠水等につきましては、排水路の清掃など日常管理が不十分な場合によっても多く発生す

るという状況がございます。日常管理を徹底して行うということとともに、現状の中での排水機

場の運転状況ですとか、周辺水路の状況などを踏まえまして調査、検討しながら改善を図っ

ていきたいというふうに思っております。

以上でございます。

発言者：中村義雄議員

大変にありがとうございました。行徳においては相之川とか香取、また妙典といった４カ所が

ございます。そういったところに、住民の方々は雨のときには困っておりますので、まずは地

域のほうに、例えば市の職員の方が現場に来ていただいて、住民の方と現状をしっかり把握

していただくとか、そういった取り組みをぜひお願いしたいというふうに考えます。ありがとうご

ざいます。

最後の漁港のお話でありますけれども、こちらについては、本当に行徳のノリとか、そういっ

た伝統をしっかり守っていかなければならないというふうに考えております。本市はこれから

の市川の漁業の展望をどのように描いているのか伺います。

また、漁業の安定的な発展を図るためには、例えば漁業者の年間の売上高、収入について、

そういった基礎的な情報を持って、漁業の安定的な発展のために計画を立てる必要があると

思いますが、見解を伺います。

発言者：石川喜庸行徳支所長

漁業、これの展望ということでございますけれども、基本的に、まず都心に近いということで

大消費者を抱えている、こういったことから都市型の水産業というものが必要だと思います。

そんな中で、まず漁業者がもうからなければならない、こういう大前提のもとで進めていくべき

ことと考えています。もうからなければ、結局は今課題であるところの後継者、これも育たない、

こういうふうな面がございます。そういったことを考えながらいった場合に、まずは、その１つに

は生産量、これは安定した生産量、こういったものを確保していかなければならない。それに

は、まずは良好な漁場の環境、魚がとれる、アサリがとれる、そういうふうな漁場の環境を確

保していく必要があると思います。今、三番瀬再生会議の中でもいろいろ進めているところの

底質の改善、あるいは潮の流れをよくするための干潟化とか、あるいは潮の流れをよくする

ためのみお、こういったものをまずはつくっていかなきゃいけないというのが展望というか、や

っていかなきゃいけないことですね。

ちなみに――時間もうちょっと使っていいですか。昭和 60 年のアサリという漁獲量、水揚げ



量が 4,148ｔ、約８億円あったんですね。これが平成 21 年ですと 42ｔの 1,000 万円ということで

激減しているというところでございます。この原因も、結局は青潮、こういったものが発生して、

そういった青潮の被害によって漁獲量も減っている、あるいは漁場の環境が変わって減って

いるというふうなところでございます。２つ目には、価格の安定で収入、所得をふやしていかな

きゃいけない、こういったこともあるかと思います。３つ目としては、アサリのほかに、今ホンビ

ノスガイというものがございますけれども、これはハマグリに似た貝でございますが、これが三

番瀬の区域でよくとれているというところです。ですから、こういったところの販路を拡大しつつ、

所得を上げていくというふうなことがまず必要だと思っております。

年収の調査というようなお話がございますが、年収の調査につきましては、今現在、まずは

そういう所得の倍増というか、所得を上げていくのが先決でございまして、年収の調査という

ものは、今後、漁港の改修事業、こういった前にいろいろなアンケートをまたやっていかなきゃ

いけないという時期がございますので、その時期にそういったアンケートをやっていけばいい

のかなと、このように考え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

ご答弁大変にありがとうございました。まずはアサリ、ノリがしっかり育つ、そういった環境づ

くりを含めて、また、後継者の問題含めて、市全体でそういった市川の大事な漁業を安定的

に発展させていく、そのためにしっかり取り組んでまいりたいというふうに思いました。

以上で私の一般質問を終わります。ありがとうございました。


