
発言者：中村義雄議員

公明党の中村義雄でございます。補足質疑を行います。

(1)、アについて。大久保市長はマスコミのインタビューなどを通じ、１期目４年間で辛抱し、

土台をつくってきた。これから４年間で整えた環境に家を建てていきたいというふうに言われ

ています。我が国経済が上向いてきている今、新規事業をスタートさせる、すなわち家を建て

ていくことというふうに捉えておりますが、先ほどの答弁で２期目の展望について答弁されて

おりましたけれども、住宅都市の魅力を高め、道路、下水道の都市インフラ整備を進めるとい

うことでしたが、都市インフラ整備は長い年月を要します。今後、まずは４年間でどのような家

を建てていくのか、その構想について。そして、１年目の平成 26 年度予算案をその構想の中

でどのように位置づけているか伺います。

発言者：岡本博美企画部長

補足質疑にお答えいたします。

本市の明るい未来のためには、町に愛着や魅力を感じていただくための取り組みが重要で

あることから、これからの４年間は将来への布石を打つ施策、未来への投資となる施策に取

り組んでまいります。まちづくりは継続して着実に進める必要がありますので、将来を見据え、

美しい景観まちづくりなど、新たな魅力を創造する施策や都市基盤の整備など、快適な町を

実現するための施策に取り組んでまいります。新年度はこれらの取り組みを進めるための構

想を練るとともに、できることから１つずつ実施していく時期と位置づけております。

以上であります。

発言者：中村義雄議員

はい、わかりました。これからの４年間は将来への布石を打つ施策、未来への投資となる施

策に取り組んでいくと。新年度はこれらの取り組みを進めるための構想を練るとともに、でき

ることから１つずつ実施していくというのが来年度の予算案であるというふうに理解をいたしま

した。これはこれで結構であります。

それでは、イについて伺いますが、市長がこれまであらゆる財源を確保するためにさまざま

な努力をしてきたということは評価をするところであります。その１つで、行財政改革で無駄を

省き、財源を確保してきたというふうに承知しておりますが、どの程度捻出してきたのか伺い

ます。

次に、財源確保の方策の１つに、国の予算における交付税の別枠加算があります。平成 26

年度においては、地域の元気創造事業費があります。これは普通交付税において、通常の



算定に加え、地方公共団体が地域経済活性化に取り組むための財政需要を算定するという

ものであります。算定に当たっては、人口を基本とした上で地方公共団体の行革努力や地域

経済活性化の成果指標が反映されるというものと伺っております。このような国の施策の活

用による財源の確保は、財政力指数の高い本市においては大変重要だと思いますが、当該

事業費の活用により財政需要に算定されるのか伺います。

発言者：岡本博美企画部長

あらゆる財源の内訳及びその影響についてお答えいたします。

大久保市長第１期目の４年間では、内部管理経費の縮減など、さまざまな行財政改革に取

り組んでまいりましたが、個々の改革の中には、成果を財政効果として定量的に把握するこ

とが難しいものもあり、一概には幾ら捻出できたと明確にお答えすることが難しいものもござ

います。就任直後の平成 22 年度は、学識経験者や公募市民等から成ります市政戦略会議

を立ち上げ、さまざまな重要施策等について御審議いただき、行政サービスのさらなる充実

に反映させたものでございます。発足直後の平成 22 年度には事業仕分けが行われ、これま

で７事業を廃止し、16 事業を改善、そして２事業は継続としております。平成 25 年度当初予

算への財政効果としましては、約３億円の削減となったものであります。また、平成 23 年度に

は施設の有効活用にかかる公開検討会を行い、各施設の有効活用策や効率的な管理運営

手法等について答申をいただきました。各所管課の施設運営の改善に役立てたものと考えて

おります。また、継続的な行財政改革でありますが、職員の削減に合わせ業務委託等を進め

てきたことで、委託料や定数外職員の賃金は増加しているものの、削減した人件費との差し

引きでは、平成 21 年度から 24 年度までの４年間で約１億 4,000 万円の削減を行ったもので

ございます。

以上でございます。

発言者：川上親徳財政部長

私からは地域の元気創造事業費についての御質疑にお答えいたします。

地域の元気創造事業費でありますが、26 年度の普通交付税の算定で新たに設けられてお

りまして、地方公共団体が地域経済の活性化に取り組むために必要な財政需要を算定する

ものであります。算定に当たりましては、人口を基本とした上で、地方公共団体の行政改革の

努力や地域経済活性化の成果が反映されるものであります。具体的には職員数や人件費、

地方債残高の削減率などの過去の取り組み実績などを考慮して算定されるものであります。

26 年度当初予算における地域の元気創造事業費の見込み方でありますが、25 年度の普通

交付税算定において、名称は違いましたが、同様の趣旨のものがございまして、地域の元気



づくり推進費というのがございました。これをもとに、地方財政計画における伸び率を参考に

算定を行っております。その結果、地域の元気創造事業費につきましては約４億 3,100万円、

基準財政需要額全体としては約 603 億 9,300 万円を見込んでおりまして、基準財政収入額を

約 601 億 6,500 万円と見込んでおりますことから、普通交付税の交付基準額は約２億 2,800

万円となりまして、このうち２億 2,000 万円を予算計上させていただい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

前段の部分につきましては、事業仕分けと職員の定数削減等で 4.4 億円の削減の効果が

あったと。これはいわゆる目に見えるというか、数字としてあらわせるものということで理解を

いたしました。基準財政需要額、また収入額の算定のことにつきましては、差し引くと２億

2,000 万ということについても理解いたしました。いずれにしましても、国としては、地方財政計

画の中で、例えばラスパイレスの話もそうですし、国の基準に近づけたりとか、いわゆる地方

財政を健全化させていくための誘導するような施策を打ってきていると思いますので、そうい

ったものに対応できるような取り組みをぜひ進めていくべきだということを指摘しておきます。

これについてはこれで結構でございます。

それでは、次に(10)について、これはア、イ、ウ、まとめてお聞きをいたします。

アについて、認可保育園の整備により待機児童の解消が前進するということは高く評価をし

ております。一方で認可外保育園の数の割合が相対的に減少する可能性があるというふうに

考えております。先ほどの答弁にもありましたが、認可外保育園は待機児童解消の一端を担

っているとのことであり、また、本市は補助事業も行っております。認可外保育園は特色ある

保育メニューを提供する施設であるというふうに認識しております。本市は子ども・子育て新

制度に対応するため、また市の独自性を出していくために、今後、認可外保育園についてど

のように位置づけていくのかを伺います。

イについて、職員の配置及び保護者が適切に選択し円滑に利用できるように、適切な情報

提供、助言をする必要がありますが、そのためにどのような取り組みを行っているのか、努力

をしているのかお聞きいたします。

ウについて、先般の質疑がありましたけれども、私立保育園の補助金不正受給については、

問題の１つとして職員の配置、チェック体制がありました。今回の見直しでそのようなことが起

きないように、担当職員の配置及びチェック体制についてどのようにしたのか伺います。

発言者：吉光孝一こども部長



３点の御質疑にお答えをいたします。

まず認可外保育園ですが、認可外保育園におきましては、その保育内容において、特色の

ある保育が実施されていると考えております。認可外保育園の入園者の中には、認可保育

園の入園する基準を満たしながら入園できない児童が含まれており、認可外保育園の保育

料に対する保護者の経済的な負担軽減を図る支援制度の対象者も年々増加している、この

ような現状がありますことから待機児童解消の一端を担っていると認識しているところでござ

います。このことから、認可外保育園の保育環境の充実を図る支援制度を継続し、実施して

いるところでございます。いずれにいたしましても、御質疑者のおっしゃるとおり、認可外保育

園は本市の保育行政推進のためにも多大なる御尽力をいただいているところと認識するとこ

ろであり、今後、子ども・子育て新制度における位置づけ――これは小規模型保育になろうか

と思いますが、そしてまた、今の補助制度のあり方がどう有効に活用されているか。そのよう

なことも含めてしっかりと検証していきたい、そのように思います。

続きまして、イ、子育てナビについてでございます。子育てナビでは、担当者であるナビゲー

ターが就学前のお子様の所属先となる保育園、幼稚園、幼稚園類似施設、簡易保育園、そ

の他の子育て支援に関する地域の子育て資源などを訪問し、それぞれの施設の情報をきめ

細かく収集しているところでございます。これを具体的に申し上げますと、入園のためにかか

る費用、そしてまた、教育要領や保育指針、また送り迎えのバスや給食について、そして施設

の場所、環境を把握し、地図とともに御協力いただいた入園案内やパンフレット、そのような

資料を入れたファイル、そしてまた、掲示を御用意して、どなたにも気軽にごらんいただけるよ

うな閲覧コーナーを設置いたします。保護者の聞き取りを通して子育てライフプランを作成す

る中で真のニーズを整理させていただき、最もふさわしい施設を提案し、施設の選択をするお

手伝いをする、このように考えております。また、最新の情報を提供するために、訪問だけで

なく、電話での施設の問い合わせなども含めて各施設との連携を常に図ってまいりますこと

から、市民と施設をつなげるパイプ役となってまいりたいと考えております。

続きまして、ウ、私立保育園の補助金の不正受給について、チェック体制でございます。今

回の過大請求、支出の問題につきましては、さまざまな複合的な要因が絡んでいるものと考

えますが、その１つの要因といたしましては、補助金の多大な事務量に相応した職員の配置

をしてこなかったこと及びチェック体制の不備、これが大きな反省点として挙げられると思いま

す。これらの点を受けまして、まず担当の職員をふやし、複数の職員体制で確認作業を行う

こととし、チェック機能を充実させたいと思っております。また、今回の制度改正では委託料と

いたしましたことから、原則として単価掛ける児童数という積算方法を取り入れ、これまで以

上に事務の簡素化が図られることとなりました。この方式により、所管課はもちろん、園側の

事務も大幅に簡略化されるため、スムーズな園運営が図られるものと考えております。さらに

は業務マニュアル等を作成し、これまで前任者から口頭のみで引き継ぐというようなことがご

ざいましたので、それをしっかりとやめ、明確に定められた一定の基準にのっとって、誰でも

正確な業務が行われるよう事務改善を図ることによりチェック機能を十分に果たしてまいりた



い、このよ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

アとイについてはわかりました。ウについても担当職員をふやし、チェック機能を強化すると

か、マニュアル化を図るということであります。この点についても、これはこれで結構でありま

す。

それでは、次に 12 点目について、これもアとイをまとめてお聞きをしたいというふうに思いま

す。

アについて、国からの財政支援について伺います。

次に、国会で議論になりましたけれども、臨時福祉給付金の対象者を捕捉するために地方

税の税情報の活用について、守秘義務違反に当たり、できないというような問題がありました。

本市についてはどのように対応するのか伺います。

次に、生活保護の被保護者に対する通知をどのようにしていくのか等について伺います。

イにつきましても、国からの財政支援、情報の周知等のですね――含めまして、伺います。

次に、対象者を捕捉するために、やはり同じように税情報活用に関する守秘義務違反の問

題について、本市はどのように対応するのかについて伺います。

発言者：松丸和枝福祉部長

アについての御質疑にお答えいたします。

臨時福祉給付金の実施主体は市町村でございますが、給付事業の実施に要する経費につ

きましては、全額国から補助されることとなっております。守秘義務の取り扱いにつきましては、

平成 26 年２月 10日に千葉県が開催いたしました第２回市町村説明会におきまして、平成 26

年度分の個人住民税の当初賦課の時期に税務担当部署が納税通知書の送付対象者以外

の方で臨時福祉給付金の支給対象となる方に対しまして、市民税が課税されていないことの

お知らせとともに、臨時福祉給付金のチラシや申請書を同封して送付することで守秘義務違

反の問題が生じないという見解が示されましたので、そのように対応してまいりたいと考えて

おります。また、生活保護の被保護者の方への消費税率の引き上げによる負担増への対応

につきましては、保護基準の改定により行うこととなっております。この基準改定通知につき

ましては、今後、国からの通知を受けた後の３月下旬に送付する予定でございます。

以上でございます。



発言者：吉光孝一こども部長

子育て世帯臨時特例給付金についてお答えをいたします。

まず初めに、国からの財政支援につきましては臨時福祉給付金と同様でございます。そし

て、守秘義務についてでございますが、子育て世帯臨時特例給付金の場合、申請書等の送

付につきましては、児童手当の受給者情報をもとに行うため税情報を利用する必要がないこ

とから、地方税法上の守秘義務違反は生じないものと考えます。ただし、厚生労働省から通

知されているところでございますが、児童手当の受給者情報を給付金業務に利用したり、担

当部署に提供することにつきましては、市川市個人情報保護条例に基づく手続が必要となり

ますので、関係課と協議しながら適切に手続を進めてまいります。

児童手当受給者の中には、本給付金、または臨時福祉給付金に該当する方もしくは所得

超過により給付対象とならない方がいらっしゃるため、両給付金の申請書を同時に送付する

ことを検討しております。御自身の所得がわからない場合も考えられますことから、申請をい

ただいた後に支給が重複しないよう審査を行うこととなります。そこで必要となる税情報につ

きましては、厚生労働省からの通知を踏まえ、市町村が税情報を利用していることについて

の同意欄を申請書に設けるなどして対応してまいりたいと考えております。なお、実際の利用

に当たりましては、地方税法上の守秘義務違反が生じないよう関係課と十分協議してまいり

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

わかりました。経費等につきましては、全額国の負担であるということ。あと、税情報の守秘

義務の問題につきましても、これは丁寧に問題にならないように対応するということでしたの

で、そこの部分はしっかりとやっていただく必要があるなというふうに思っております。これは

これで結構であります。

それでは、次の17点目について伺います。今回の公共施設白書の内容につきまして、先ほ

ど伺いましたけれども、これは総務省が発表した公共施設等総合管理計画の策定指針との

関係はどのようになっているのかについて伺いたいと思います。

発言者：大越賢一管財部長

お答えいたします。

本年１月に総務省から、将来の財政負担を軽減、あるいは平準化するとともに、公共施設

の最適配置のための公共施設等総合管理計画の策定について要請がございました。また、



計画策定指針案につきましても示されており、それを見てみますと、全庁の取り組み方針や

現状と課題の認識、統廃合や長寿命化などについての基本的な考え方などの項目を含むこ

とになっております。また、この計画策定に対します財政支援としまして、１つには、計画策定

に要します経費について特別交付税の措置が、また２つ目として、策定しました計画に基づき

公共施設を除却した場合には地方債の特例措置が適用されるということになってございます。

本市が策定する公共施設白書は、この指針に示されております項目に適合しておりますので、

策定にかかる経費につきましては特別交付税措置の対象になると、このように考えておりま

す。そして、実施計画に基づきまして公共施設を除却する場合の経費につきましても、将来、

地方債の活用が図れるということになります。

以上でございます。

発言者：中村義雄議員

わかりました。当該計画策定経費については特別交付税が措置されるということで理解い

たしました。また、公共施設の統廃合等による除却について、これも特例地方債の発行を認

められるということであります。全国的に多くの公共施設の撤去が検討されているということで

ありますので、本市においても、施設管理コストの適正化に必要な体制整備につながっていく

というふうに理解をしているところであります。これはこれで結構でございます。

次に、22 点目について伺います。公営企業会計への移行及びアセットマネジメント導入の

課題と移行時期について伺います。

発言者：東條 等水と緑の部長

補足質疑にお答えいたします。

初めに課題についてでありますが、公営企業会計への移行やアセットマネジメント導入に向

けましては、まず、現有資産の状況把握と資産評価が必要になります。下水道施設は多数の

機器類を有する処理場やポンプ場だけでなく、現状で総延長が 500 キロメートル以上に及ぶ

管路も含まれております。さらに、施設の健全度を把握するためには現状だけでなく、過去の

修繕利益を踏まえる必要があるため、膨大な施設データの整備が必要となります。また、会

計方式を移行するための新たな会計システムの構築や施設の健全度を評価するための台帳

システムの構築が必要となり、これらの準備には相当な期間と費用を要することになります。

さらに、これらのシステムを有効に運用していくための組織体制の充実も課題であると考えて

おります。

次に、公営企業会計への移行時期についてでありますが、下水道中期ビジョンにおきまし

ては、平成 30 年度に完全移行、また、アセットマネジメントにつきましては平成 33 年度の導



入を目指しております。

以上でございます。

発言者：中村義雄議員

わかりました。公営企業会計への完全移行が平成 30 年度、アセットマネジメントは平成 33

年度の導入を目指すということでありました。将来的に安定した下水道経営の実現に取り組

んでいくということであります。これはこれで結構であります。

次に、25 点目について質疑をいたします。橋りょう長寿命化修繕計画の当初内容の変更の

有無について伺います。また、14 橋を選定した理由、重要度及び劣化状況について伺います。

そして、国、県の財政的支援について。また、補修工事費についてどれくらいを見込んでいる

のか。そして、最後に実施設計委託先についてはどのようになっているのか伺います。

発言者：鈴木祐輔道路交通部長

橋りょう長寿命化計画の変更の有無についてでございます。補修工事を行いますには関係

機関との調整や工事の財源であります特定財源などの協議を進める必要がありますことから、

平成 30 年度までに 83 橋の修繕工事を行うことには変更ございませんが、年度別の割り振り

については若干の変更が生じているところでございます。

次に、14 橋の選定理由でございますが、新年度の 14 橋は短期計画の 83 橋の中から鉄道

や災害時の緊急輸送道路をまたいでいるなどによる２次災害の危険性や、あるいは早期補

修の優先度といった点などを評価した上で選定したものでございます。

次に、国や県の財政的支援でございます。この計画に基づく橋梁の補修工事や設計業務に

つきましては、国庫補助金でありますところの社会資本整備総合交付金の対象事業となって

おります。この交付金は、今年度の補修の設計業務委託にも活用しておりまして、補助率に

つきましては、工事費もしくは設計業務委託費の 55％が対象となっており、残りの 45％につ

きましても、その 90％が市債に充当されるものでございます。

次に、14 橋の補修工事費でございますが、それぞれの状況によって異なりますが、現在の

ところ合計で、概算でございますが、約 9,000 万円を見込んでおります。なお、ことし 26 年度

に進める実施設計の結果によりましては、若干の変動があるものと考えております。

最後に、実施設計の委託先でございますが、委託業者につきましては、一般競争入札によ

り土木関係のコンサルタント会社に委託する予定でございます。一括で発注するか、あるい

は分割で発注するべきか、今後調整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

伺いました。橋りょう長寿命化修繕計画については、最終的には修繕計画に沿って終わる

んだけれども、その間においては若干の変更があるということでありますので、しっかり５年間

で終わるようにしていくことが重要かなというふうに感じました。また、概算で 9,000 万円ぐらい

かかると。今後、実施設計をすることによって金額が確定すると思いますが、今のところ 9,000

万円ぐらい見ているということで、それについても理解しました。これはこれで結構であります。

では、次に移ります。27 点目につきまして、アとウについては、これは先ほどの答弁で理解

をしたので結構であります。

イについて、市民がサッカー練習場を利活用できるのか。また、経済効果について伺います。

発言者：松丸成男保健スポーツ部長

市民のグラウンドの利活用についてでございますが、グラウンドの管理運営を行う法人は定

款におきまして、市民の健康増進活動とスポーツの普及など、公益性のある事業を行うことを

うたっております。現在、この法人は総合型地域スポーツクラブの設立を準備していると聞い

ております。北東部地区にはまだこの整備がされておりませんので、市としても期待しており

ます。将来はサッカースクールのグラウンドを活用して、行政と連携したスポーツ教室を行う

など、市民の利用が可能になるのではないかと期待をしております。

次に、経済効果というお話もございました。市の財政面への効果といたしまして、もちろん法

人市民税の税収が入るということもございますし、そのほかにもサッカースクールのグラウン

ドは本市の公有地でございまして、ここを有償で貸し出すことから貸付収入として年間約 720

万円の歳入を見込んでおります。経済効果といたしましては、このスクールには市内外から

多くの方が集うことが予想されますので、ユニフォームなどのグッズ販売を初めといたしまし

て、周辺の物販店や飲食店などで消費活動をとることも考えられます。また、このスクールに

おける雇用なども発生するかもしれません。地域や地域の商店などににぎわいや活気が出

てくることも想定できます。このようなことから、何らかの経済効果が出てくるものと期待してお

ります。

以上でございます。

発言者：中村義雄議員

土地の貸付収入が発生するということでありました。また、全国的に、やはり開設ということ

で注目が集まるというふうに思います。市川市とはどんな町かと市外の方が見学に訪れた際、

リピートするような魅力ある町になっていれば、さらなる経済効果が期待できるのではないか



というふうに考えております。市民の利活用については、市民のスポーツ教室開催を期待す

るということでしたが、やはり地域に開かれた地域密着型のサッカースクールというのが望ま

しいというふうに期待をするところであります。

次の 30 点目については、これは先ほどの答弁で結構であります。

次の 34 点目につきまして、ア、イ、ウ、まとめて伺います。

アの水辺空間の整備に関する千葉県との協議状況について伺います。

イにつきましては、事業認可を取得するまでの課題について伺います。

ウにつきましては、未整備区間の整備に関する千葉県との協議状況について伺います。

発言者：横谷 薫行徳支所長

水辺空間の整備に関します千葉県との協議状況についてであります。先ほども答弁いたし

ましたが、階段式護岸前面に干潟が再生されることで市民が海に親しめる状況を想定してお

り、砂つけによる干潟再生について県と協議を進めているところであります。千葉県からは、

平成 26年度に干潟化についての場所や規模、干潟の安定性や環境への影響等の調査を実

施したいとの考えが示され、その調査結果を踏まえ、関係者の意見を聞きながら検討を進め

たい、こういうことでございます。市としましても、県の考えを前向きに受けとめ、市民が海に

親しめる場の創造、干潟再生に向け、今後も千葉県と協議を進めてまいります。

次に、護岸の未整備区間に関する千葉県との協議状況でございます。千葉県からは、残る

200 メートル区間について、今後も時間をかけ、広く意見を聞きながら検討したいとの考えが

示されたところであります。しかしながら、市としましては、護岸の形状、構造については、整

備済みの 900 メートル区間同様で問題はないと、このように考えておりますので、引き続き県

と協議をするとともに、護岸の安全対策からも少しでも早い時期の工事着手を働きかけてま

いりたいと考えます。

以上であります。

発言者：江原孝好街づくり部長

私からはイの事業認可取得までの課題についてお答えいたします。

１つには、換地計画を含めた事業計画について、地権者の合意が現時点においてまだ得ら

れていないこと。２つ目には、このことによりまして、事業費を確保するための保留地価格と面

積が確定できない状況のため、保留地の処分方法についての検討が進められないということ

であります。そこで現在の状況でありますが、一部の地権者の合意を得るため、新たな換地

計画等を作成しているところであります。今後は、この換地計画について協議を進めるととも

に、保留地の処分方法についての検討を進め、平成 26 年度内の事業認可取得を目指した



いというふうに考えております。

以上であります。

発言者：中村義雄議員

アにつきましては、千葉県の考えを前向きに受けとめて千葉県との協議を進めていくという

ことであります。ただ、今、干潟の安定性や環境への影響等の調査を実施するということにつ

きましては、やはりこれ、調査期間が長期化するんじゃないかということを懸念しておりますが、

これはここでとどめておきます。

イにつきましては、26 年度中を目指すということでありますので、これはこのとおりやってい

く必要があるなというふうに思います。

ウにつきましては、未整備 200 メートル区間について、海岸保全区域としての防護の機能を

発揮させていかなければいけない、そのためには速やかな整備が望まれるというふうに考え

ます。これについても千葉県との協議を進めるということなので、これもここでとどめておきた

いというふうに思います。

次に 36 に移りますが、これも 36、37、38、40 と全て経済部にかかわると思いますので、まと

めて端的にお答えをいただければありがたいというふうに思います。

36につきまして、女性の支援担当職員の配置が望ましいというふうに考えていますが、どの

ような体制になっているのか。また、ＮＰＯ法人は全国に約４万 8,000 あり、地域の雇用や活

性化に役立っている上、起業の約半数は女性というふうに伺っております。国の創業促進補

助金においても、３月に行う公募でＮＰＯ法人設立を目指す事業者も支援対象とするように伺

っておりますが、本市においても、ＮＰＯにつきまして、対象とするのかどうか伺います。

次に、イについては結構です。

37 につきましては、ビジネスプラン発表会の企業の出展内容について、発表会だけで終わ

らせるのではなくて、インターネットの活用についてどのようになっているのか伺います。

38 につきまして、若年者の就労支援事業など関連予算が減額されていると思いますが、ど

のように就労支援していくのか伺います。

40点目、市川のトマトやコマツナなど、ブランド化よりも地産地消の販路拡大を望んでいると

いうような声を直接聞いたことがありますが、新たなブランド化についてどのように考えている

のか伺います。

発言者：倉橋常孝経済部長

まず初めに、事業への女性職員の配置についてでございますが、経済部にプロジェクトチ

ームを組織いたしまして、起業に関する相談、セミナー、起業塾、全ての部分に女性職員が



加わって行っております。

次に、起業家事業支援の対象についてでございますが、対象は開業する個人や法人を予

定しており、ＮＰＯは対象で入っておりません。しかしながら、中小企業を支援するＮＰＯや連

携して事業を行うＮＰＯにつきましては、創業補助の対象とすることを国が検討しておりますこ

とから、今後、国の動向を注視してまいります。

次に、ビジネスプラン発表会についてでございますが、昨年 10 月のビジネスプラン発表会

の終了後に、市のホームページに出展内容などの成果を掲載しております。今後さらなる充

実を図ってまいります。

次に、就労支援についてどのような事業を行うかという形でございますが、今後、ニートやひ

きこもりといった、通常の就労支援では就職することが困難な方への就労を行ってまいります。

事業といたしましては、本年４月からＮＰＯ法人の事業であるいちかわ若者サポートステーシ

ョンの専門スタッフをジョブ・サポートいちかわに毎月２日程度派遣していただき、若者の就労

相談を行う予定でございます。費用につきましては、この法人が国の認定事業を行っているこ

とから不要となります。

次に、地域ブランドに関する新たなブランド化についてでございますが、今後、食をキーワー

ドにした新たな取り組みといたしまして、施設栽培によるトマトやキュウリ、露地栽培によるネ

ギや大根など、市川産の野菜につきまして、ＪＡいちかわなどの関係機関と連携し、ブランド

化の可能性を探っ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

わかりました。36、ＮＰＯにつきましては、現在は対象ではないけれども、国の動向を注視し

ていくということでありますので、女性の起業について実態に合わせた形で、ぜひ効果的な支

援が必要であるということを指摘しておきたいというふうに思います。

37 については、これはこれで結構であります。

38 についても、これはこれで結構であります。

40 点目につきましては、ブランド化というものにつきまして、いずれにしましても、市民の多く

がブランド化を後押ししようというふうに、市民に愛され、各地域資源の魅力を磨いていくとい

う観点が必要であるということを考えておりますが、これにつきましても、これはこれで結構で

あります。

41 につきましては、先ほどの答弁で結構であります。

次に、教育行政運営方針におきまして、(3)について伺います。校内塾・まなびくらぶにつき

まして、指導者の賃金についてどのように考えているのか。また、ＩＴの活用、教材等、指導内

容についてはどのように考えているのか伺います。



発言者：藤間博之学校教育部長

校内塾・まなびくらぶの賃金と指導内容についてお答えします。

指導者の賃金につきましては、退職教員は時給 1,450 円、大学生及び地域人材は時給 990

円を予定しております。また、指導内容につきましては、基礎的、基本的な内容だけでなく、

児童生徒それぞれが課題としていることに取り組ませたり、つまずきを解消したりするための

助言や指導を行ってまいります。さらに、児童生徒のさまざまなニーズに応えるために、指導

者と学校とで十分に打ち合わせ、連携を図り、校内のコンピューターを活用し、学習支援シス

テムの利用により幅広く教材を準備できるようにしてまいります。

以上でございます。

発言者：中村義雄議員

わかりました。市長も新聞のインタビュー等でお答えになっておりますけれども、まなびくら

ぶは経済的に塾に行けない児童生徒や公立学校の学力向上に資する事業であります。校内

のコンピューターに入っている学習支援システムの利活用についても考えているということで

ありますので、まずは今後の進捗を見守ってまいりたいというふうに考えております。

次に(4)につきまして、これ、まとめてですが、家庭教育学級につきましては、地域や学校に

よっては温度差といいますか、取り組みに差があるのではないかというふうに感じております。

開催される講座の回数や内容など、市としては課題をどう考えているのか伺います。

また、学校支援コーディネーター事業につきまして、効果を高めるについては、やはり課題

が多いというふうに考えております。地域人材の活用と学校支援ボランティアを同一のものと

いうふうに捉えている人もいらっしゃると思いますが、学校支援コーディネーターの役割をど

のように考えているのか伺います。

発言者：萩原 洋生涯学習部長

家庭教育学級及び学校支援コーディネーターについてお答えいたします。

まず、家庭教育学級の運営上の課題についてでございます。家庭教育学級では、一定の成

果を上げているものの、企画運営への意欲、参加者の拡大ということにつきましては、学級間

の差も生じております。そのため、さまざまな取り組みをしてまいりましたが、新年度におきま

しては、家庭教育指導員を講師として派遣する指導員派遣講座を全学級での開催を目指す

とともに、各学級が講座をスムーズに運営できるように、これまで以上に積極的にサポートし

てまいりたいと考えております。

次に、学校支援コーディネーターの役割についてでございます。学校支援コーディネーター



は、ボランティアの登録から派遣まで、こういった調整を学校との間で行うなど、学校と地域活

動を結ぶネットワークを形成することを目的としております。そのためには、学校側に学校支

援コーディネーターの役割が十分に認識されていなくてはこの機能が発揮されないという課

題がございます。支援を求める学校にとりまして、学校支援コーディネーターは単なる人材の

あっせんだけではなく、地域における学校支援のキーパーソンでございます。そこで学校支援

コーディネーターの役割でございますが、第１に、地域に眠る資源、人材を探し出し、活用さ

せることでございます。そして、学校との相互の意識を合致させ、地域から学校を支援してい

くという制度を効果的に機能させることが役割であり、責務であると考えております。地域の

方々、そして学校に学校支援コーディネーターの取り組みの趣旨などにつきまして、さらなる

ＰＲ、周知を図っ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

わかりました。両制度とも、やはり地道な取り組みが必要であるということであると思います

ので、引き続きの取り組みを期待しております。

(5)につきましては、先ほどの答弁で結構であります。

(7)につきまして伺います。今回、初めて教育長により教育行政運営方針を述べていただき

ましたが、先ほどの御答弁を伺う中で、やはり政治的中立性、安定性、継続性を確保していく

ということがこの教育行政においては基本であり、その上でこれまで地道に積み上げてきた

市川の教育を発展させていくための取り組みが重要であるというふうに考えております。その

ためには諸課題に迅速かつ的確に対応できる教育行政、教育委員会改革が求められている

というふうに思いますが、教育委員会におきましては、本市の教育委員会制度改革、どのよう

に主体的に取り組んでいくのか、具体的に伺います。

発言者：津吹一法教育総務部長

お答え申し上げます。

教育委員会といたしましても、まずは今回の教育改革論議のきっかけともなりましたいじめ、

体罰等に起因するようなさまざまな問題に対し、迅速、的確に対応することのできる危機管理

体制の充実が最大の課題であると捉えております。そのためには非常勤である教育委員と

の緊密な連絡体制を基盤としながらも、常勤である教育長を、状況の進展に即応して判断、

決定を下す責任者として位置づけ、教育委員会事務局内での危機管理体制の整備充実を図

ることが重要と認識しているところでございます。いずれにいたしましても、国の制度改革、法

整備等の動向を的確に把握し、これを市川教育のさらなる発展につなげられますよう努めて



まいります。

以上でございます。

発言者：中村義雄議員

教育長の答弁、また教育総務部長の明確な御答弁をいただいたというふうに思います。今

の教育改革の議論の中でありますけれども、市川らしさをしっかり発揮していただくということ

でありましたので、これはこれで結構であります。

議案第 50 号におきましては、先ほどの答弁で結構でありますけれども、いずれにしましても、

塩浜斎場の廃止ということで、市民、特に行徳の住民の理解を得られるように今後も丁寧な

対応、また配慮が大切になるということを指摘申し上げまして、公明党の代表質疑を終わりま

す。


