
2020 年 1 月 24 日　千葉市議会議員　（公明党）桜井ひでお　議会報告　「さくら通信」 第 6 号（2020 年新春号）〈 4 〉 〈 1 〉2020 年 1 月 24 日

　令和２年の重要課題

　延伸計画が凍結されていた、モノレール病院ルート（県庁前
駅～市立青葉病院間）について再検討の結果、延伸計画を廃止
し、稲毛ルート（穴川駅～JR稲毛駅～稲毛海岸駅間）につい
ても、モノレール導入は行わないことを千葉市が2019年９月
に決定しました。
　本延伸計画は、2009年から凍結されてきましたが、このたび
の廃止決定にあわせて、検証結果も以下のとおり公表されました。

　この計画について、私は「採算の取れる延伸」を求めてまい
りましたので、この検証結果が正しければ、延伸計画の廃止決
定は妥当と考えます。
　特に稲毛ルートについては、利用者便益がかなり高い（118.52）

にもかかわらず、総費用がそれ以上に高く（339.10）、つまり
延伸効果は見込めても、建設費などがそれ以上にかさんでしま
うことが、この検証結果から分かります。
　しかし、それでは、2005年３月時点で公表した病院ルート
における費用便益比3.57（8700人／日）などという、今から見
れば異様な数値が、なぜ、まかり通っていたのかなどの疑問が
残ります。
　このように不可解な点は、今後も市
に説明を求めてまいりますが、今回の
大きな決定によって、より一層、今後
の超高齢社会における細かい交通網の
整備を鮮明にすることが、何よりも求
められます。私が副委員長を務めさせ
て頂いている超高齢社会調査特別委員
会では、まさにこの難問に取り組んで
おり、令和２年の最重要課題です。

　本年度から教育未来委員会に所属しましたが、重要な事業が目
白押しの中でも、特に子供ルームの待機児童は減少していますが
300人を超えており、これからも増えていく見通しであることや、
また、児童虐待問題では、千葉市児童相談所への通告が平成29年
の1103件から、平成30年には1513件へと、再び急増するなど、
これらの課題は待ったなしの対応が求められています。
　その一方で、これらの事業を含む児童福祉費の予算が、平成
28年度は約519億円だったのが、近年は年間30億円以上(!)も
増加し続けており、いよいよ600億円の大台に達しようとして
いることを、2019年第３回定例会で明らかにしました。

　市長は、2018年12月の第４回定例会において、さらに市立
小・中学校における全ての普通教室へのエアコン整備の財源

について、子ども医療費などの見直しを表明しましたが、私は
2019年第３回・第４回定例会において、エアコンは緊急的課
題であるものの、そもそも根本的に児童福祉費の予算編成の仕
組みを改革しなければ、子どもルームの待機児童対策や児童虐
待対策はもとより、子ども医療費なども含めた児童福祉事業全
体を持続可能にできない危険性を指摘しました。
　なお、2019年６月に公明党議員が導入を提案した「ツイタ
もん」（無料ICタグを児童に配布する（メール配信は有料）登
下校管理）が、４月から全市立小学校で
開始されるとの答弁が、第４回定例会の
公明党の代表質問によって初めて表明さ
れましたが、このように全体には負担を
掛けず、特定サービスの利用者には受益
者としての一部負担を求めることが、今
後も必要となってくると考えられます。

　第４回定例会で明らかにした以下の災害対策も急務です。
　今回の災害で市内でも災害廃棄物が発生しました。災害廃棄
物と言うと、以前は福島県からの除染土に対する受入れの是非
だけを議論していましたが、私は2018年９月の第３回定例会
で、千葉市内で発生することを想定した災害廃棄物処理計画が、
東日本大震災よりも前の想定のままであることを指摘し、新た
な想定のもとで改訂し、早急に廃棄物の仮置き場を設定するこ
とを求めました。
　そこで2019年第４回定例会では、計画の進ちょく状況や今
回の災害廃棄物について質問したところ、2019年３月に計画
を改定したことや、今回の災害では市民の皆様から約2500件

の収集申し込みがあり、発生した約800トンの災害廃棄物を３
か所の仮置き場で処理したことや、まだ残っている不燃物を
2020年３月をめどに処理すること、今後も仮置き場の設定や
廃棄物の分別が課題であることを明らかにし、取り組んでいく
ことを求めました。
　他にも土砂災害危険箇所の指定、停電対策、令和２年度末に
完成予定の千葉駅東口の雨水管整備、冬
季の体育館避難を想定した防寒対策（ジ
ェット・ヒーターの整備等）を急ぐよう
に、数多くの指摘・提案をしましたが、
今後も継続的に取り組んで参ります。

▋千葉都市モノレール延伸計画の廃止決定！超高齢社会の交通政策は？！

▋予算の裏付けに基づく持続可能な児童福祉・教育事業を！

▋やはり災害対策が急務！

延伸ルート 想定利用者数 概算整備費 費用便益比※
稲毛ルート 1,200人／日 494億円 0.73
病院ルート 3,200人／日 196億円 0.87

平成28年度 平成29年度 平成30年度
児童福祉費決算額 約519億円 約553億円 約589億円

前年度比 約17億円増 約34億円増 約36億円増

※費用便益比とは、公共事業を金銭に置き換えて評価する指標で、1.0　
　以上であれば一般的に妥当とされています。

第３回・第４回定例会で行った一般質問、担当した代表質問、委員会での質疑について報告いたします。

　　　今回、市内で２万７千袋（！）も使用した土のうは、ブ
ルーシートとともに、災害対策として市民のニーズが高いこと
が明らかになった。稲毛区内に現在
３か所しかない土のうステーション
の増設を求める。
　　　設置の必要性は高いと考え、
増設箇所を検討して参ります。
（早速、実現！）

　　　台風15号によって停電・断水
した千草台団地への給水支援を、私が
市に要請したら、「県から断られた」と
の返答だったが、夜間に給水車が来て
くれた。しかし、事前にも事後にも情報がなく、給水を受けられ
なかった住民もいた。市に問い合わせても、この状況が把握され
ておらず、対応も連携も問題がある。今後の課題・対応は？
　　　市営水道の給水区域では、県から９月12日から17日ま
での６日間に応急給水が実施されました。千葉市内に複数の水
道事業体があることが課題であるため、県営水道と市営水道の
統合が必要と考えており、今後は県に統合への早期協議を積極
的に働きかけてまいります。
　　　12日からの給水では遅い。9日に例外的に行われた千草台
団地での給水も、連携が悪いので効果が薄い。県は要請を断った

が、県の給水車の半分以上が稼働していなかったことも後に判明。
地図にある3つの事業体も統合すべきで、問題多々ありです。

　　　停電時の市民や、携帯電話・スマホを持っていない高齢
者の方への災害・避難情報の伝達が課題であり、大規模災害の
際には、建物の倒壊や倒木などで、宣伝車が走れないことから、
ドローンによる避難広報を検討すべき。
　　　消防用ドローンの避難広報への活用を検討
してまいりたい。また、2019年12月から開始し
た電話・FAXの災害時緊急情報配信サービスによる個別案内を、
防災行政無線が聞こえにくい地域を中心に取り組んでいきます。

　　　今回の災害の教訓を伝えていく必要があるものの、時間
の経過とともに、災害への危機感は必ず薄れていくことから、
今回の災害事例を盛り込んだ副教材の作成を学校に求める。
　　　現在、編集を進めている社会科副
読本に、東日本大震災や今年の台風など
による甚大な被害の様子を掲載します。
（私は「災害文学」の収集・推奨も視野
に入れています。）

　　　現在、千葉市では災害備蓄品として粉ミルクを備えてい
るが、私の経験では、①清潔な水、②沸騰させる熱火力、③清
潔な哺乳瓶、これら粉ミルクに必要な３条件の全てを大規模災
害時にそろえるのは不可能。それらを全く必要としない液体ミ
ルクの備蓄を求める。
　　　災害時に液体ミルクは有用であり、
一定量の備蓄について検討して参ります。
（全国的にも政令市で初の試みが実現！）

　　　10月25日の記録的豪雨によって市内中心街において多
くの帰宅困難者が発生し、一時滞在施設が開設された。しかし、
17時半に市が開設した施設には800人以上が利用したが、21時
半に県が開設した施設には最大でも60名程度しか利用していな
い。これは初動に問題があると考えられるが、県との連携は？ 
　　　当初、夕方に市民会館等の市有施設を開設しましたが、
夜間に帰宅困難者の増加が見込まれることから、県有施設の開
設を要請しました。
　　　本来は、市の要請を待たずして、県も自発的にすぐ開設
すべきでした。また、事前に定めていた「千葉県帰宅困難者・
滞留者対策に関する基本的指針」に沿った対応をすべきで、今
回のような千葉駅周辺の大混雑は危険です。

土のうステーションの増設！

断水対応（千草台団地）

ドローンから避難情報を！ 学校の副教材に掲載！

液体ミルクの導入！

帰宅困難者対応（千葉駅）

皆さまの声で早速、災害対策が進みます！

県との連携について問いただしました

　2019 年は千葉市にも災害が多い年でしたが、いよいよ東京オリンピック・パラ
リンピックが開催される 2020 年は、市民の皆様にとって良い年になりますよう、
全力で御期待にお応えしてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
　2019 年秋の 3 度にわたる災害を経て臨んだ第 4 回定例会では、市民の皆様か
ら戴いた声を届け、また 3.11 東日本大震災に仙台市で遭った実体験も加えて、自
分の持ち時間のすべてを災害対策に充てて質問しました。
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上の穴川駅は複数路線導入が
可能な設計で、下の天台駅と
造りが異なります。
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第３回定例会（2019年９月・10 月）でも皆様の声を届けました！
▋SNSによる効果的な「いじめ対策」「虐待対策」を！ ▋京成団地バス停における駐輪場整備への支援表明！

夏になってからでは遅すぎる？！暑くなる前から猛暑対策を！

（１）自殺の一番多い９月１日こそ実施を！
　決算審査特別委員会教育未来分科会では、2018年から
一部期間で試行を開始したいじめ等のSNSによる教育相
談について質疑を行い、以下のように本事業を総括しま
した。
　事業全体としては、登録者数が1028人に達し、他市よ
り割合がかなり高く、相談件数も電話による1年間の相談
件数（798件）よりもはるかに多い1010件が、わずか4か
月で寄せられるなど、その効果は明らかでした。
　その一方で、政府も「自殺対策白書」で最も自殺件数が
多くなると注意喚起している、８月31日から9月1日につ
いては、2018年も2019年も実施できていないことを、カ
レンダーを追いかけて明らかにしました。
　市も事実を求めたうえで、2020年からの実施を検討す
るとの答弁がありました。

（２）児童相談所にこそSNS相談事業を！
　同分科会では、相談内容について確認したところ、相
談内容は、友人関係が32.0％、心身の健康などの保健が
11.5％、進路などの学業が10.7％、恋愛が8.9％との結果
が得られました。
　そこで、次回の第４回定例会（2019
年12月）では、さらに生命の危険が
迫っている児童・生徒とその保護者
に、このSNSによる相談事業を届け
るべきと考え、児童相談所への整備を
求め、市も「実施に向けて検討して参
ります」との積極的な姿勢を打ち出し
ました。若い育児世代にとっても身近
なSNSによる相談事業で、孤立を防
ぎ、虐待防止を！

　宮野木のバス折り返し場（京成団地バス停留所）におい
て、自転車が公道にあふれてしまう駐輪場の問題は、長年
にわたって地域を悩ませています。
　まずは、この地域課題への市の認識および取組みを問う
たところ、１日２００本以上のバスが運行し、駐輪場の収
容数が不足していることから、隣接する道路に駐輪されて
いる状況で、「早急な対策が必要であるとの認識を持って
おります。」と答えたうえで、「今後、バス事業者に協力
を求めながら、駐輪場整備などへの取り組みに関する一定
の支援制度の創設を検討して参ります。」との答弁があり
ました。
　これまでの姿勢から大きく踏み込んだ答弁で、今後の展
開に期待を抱かせますが、この問題は、行政の支援制度だ
けで解決できるとは思えません。既に定期的に自転車整理
を実施しているバス事業者が、今後も主体的に取り組むこ

とはもとより、超高齢社会における公共交通機関のバスを
地域でいかに守りながら、付随する課題に関係者全体で協
力して取り組む必要があると考えています。

　2018年の猛暑が「命に危険を及ぼすレベルで災
害と認識」と称されて以来、猛暑対策は重要な政
策課題であり、2019年の台風15号でも強風によ
る被害もさることながら、大規模停電の直後に猛
暑がぶり返したことが、市民生活に大きなダメー
ジをもたらしました。

　そこで、学校においては避難所となる体育館や、過酷な勤務環境になっている
給食調理室へのエアコンの導入、運動会の開催時期や実施時間の検討を求めまし
た（市内で５校が運動会の開催を半日にしたとのこと）。
　特に、千葉市議会で初めてとなる給食調理室へのエアコン整備は、
職員の健康管理や食品の保健衛生の面から強く求め、計画的に実施
されることとなっております。

東京都庁の「かぶるタイプの傘」
（話題になりました・・・）

埼玉県庁と東レの共
同開発による日傘

　また、学校だけでなく、市民生活においても、「父の
日」を中心に、夜ハスや大賀はす祭りなどのイベントと
の連携や、企業との共同開発をつうじて、男女を問わな
い「日傘」の推進など猛暑対策を提案しました。
　市からは、それらのイベント以外でも親子三代祭りな
どのイベントに加え、加曽利貝塚などの施設や市内の商
業施設において、「日傘の推進」を啓発するとともに、
企業との協働を視野に入れて行っていくとの答弁がなさ
れ、積極的な姿勢が表明されました。
　日傘の使用は、千葉市による検証でも暑さ指数が３度
低下し、熱中症警戒レベルが１段階下がるなど、熱中症
予防の効果があるとされています。平成期のクールビズ

に続き、令和新時代の新たな猛暑対策として普及が期待
されます。

　　 体育館や給食室にエアコンの整備を！ 　　 「平成のクールビズ」の次は「令和の日傘男子」？！1 2

高齢ドライバーに安全な体制を！
　高齢ドライバーによる交通事故が相次いで報道されています。それ
らの状況を踏まえ、公明党千葉市議会議員団は『高齢者の安全運転支
援と移動手段の確保を求める意見書』を提出し、高齢者運転者による
交通事故を減らすための運転免許制度の改正や、運転免許を自主返納
した高齢者が月々の買い物や通院など困らないように、地域公共交通
ネットワークの充実や割引制度を支援するよう国に求め、全会一致で
採択されました。
　さらには、公明党市議団の代表質問でも、自動ブレーキペダル踏み
間違い時の急加速を防ぐ機能など、ドライバーの安全運転を支援する
装置を搭載した「安全運転をサポートする車両」や「ペダル踏み間違
い時加速抑制装置」の普及や、高齢者を対象とした購入支援策の創設

について要望しました。
　今後、国でも大きく動き出す兆しが見られ、今後も国と連携しなが
ら、安全対策をとって参ります！

選挙は公正さが根本！
　18歳選挙権が始まった2016年は、若者の主権者教育を中心に取り
上げ、期日前投票宣誓書の事前送付などを提案しましたが、今回は主
に高齢者の視点から質問しました。
　特に医療機関や介護施設に入所している有権者が行える不在者投
票について、市内で指定されている施設が132施設あるにもかかわら
ず、直近の選挙では112施設でしか行われていなかったことを明らか
にし、同制度の周知・啓発を求め、今後、市も取り組んでいく旨の答

弁がありました。
　他にも市長選挙の翌日開票、記号式投票（事前に印刷されている候
補者名に「〇」を付けるだけで投票する）方式の導入、市による公開
討論会の開催などを求めました。いずれも実現には至りませんでした
が、今後も市民目線で選挙改革を進めてまいります。
　※投票所の入り口で借りられるルーペを、高齢者に周知することも
要望しました。

外国人材の受け入れ体制を急げ！
　いわゆる出入国管理法の一部改正が2019年４月から施行され、こ
れにより新たな在留資格「特定技能」が創設されました。
　これまでの、技術を学びたい外国人が来日し、学んだ後は帰国する

のが前提だった「技能実習」制度とは異なり、今回創設された「特定
技能」制度は、技能を有する外国人を、人手不足の日本が即戦力とし
て招き入れるものです。
　共生社会の実現、人手不足を解消する都市戦略の観点から、日本語
を学ぶ環境整備、防犯パトロールや避難訓練などへの地域参加を求
め、市も日本語通級指導学級の増設や外国人児童生徒指導協力員の増
員などの拡充を検討するとの答弁でした。
※2018年12月末現在、国全体で居住外国人が278万人以上に達し、
千葉県も全国で６番目に多い15万人以上が居住しています。なお、稲
毛区でも（国籍別に）中国1,557名、韓国400名、ベトナム363名、
フィリピン319名など計69の国から3737人が居住しており、共生社
会の実現は待ったなしの課題です。
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