
発言者：中村義雄議員

公明党の中村義雄でございます。冒頭、質問の順番について変更させていただきます。多

機能トイレの表示及び地図サイトの活用についてと、市庁舎の二元給水体制の整備につい

てを入れかえさせていただきます。よろしくお願いいたします。

それでは質問を行います。

持続可能な本市農業振興に向けてについて質問いたします。

本市農業の現状は、昭和 30 年代以降都市化が進み、農地が著しく減少しました。経営耕

作面積は昭和 60 年からの約 20 年間でおよそ３分の１に減少しました。また、農家数におい

ても、担い手不足や都市化の波により年々減少方向であります。このように本市農業は厳し

い状況にありますが、農業の持つ多面的機能の維持は必要不可欠であります。本市農業に

おいて、都市農業の利点を最大限に生かしつつ持続可能なものにしていかなければならない。

本市農業の目指すべき方向性について提案していきたいと思います。

１、本市農業政策の現状と課題について伺います。本市は、平成８年３月に市川市都市農

業振興基本計画を策定し、当該計画に沿って施策を講じてきたと認識しています。これまでど

のような施策を講じ、評価、改善を行ってきたのか。本市農業政策の現状と課題について伺

います。

２、本市農業の目指すべき方向性について伺います。

ア、耕作放棄地の発生防止・解消策について伺います。本市の耕作放棄地は増加傾向に

あり、問題となっています。本市耕作放棄地の現状及び発生防止・解消策について伺います。

次に、イの生産者と消費者が混在する都市農業の利点を生かしたマーケティングについて

伺います。本市農業の特徴は、生産者と消費者が混在する都市農業です。先日、私は本市

の青年農家の畑に伺い、現場を見て話を伺いました。その話では、市場のいわゆる荷主との

間で、この時期にこういうコマツナが欲しいとの依頼を受けて、そのタイミングに合わせて出荷

すると通常よりも高く買ってもらえるといったことでありました。また、農家は自宅の軒先で直

売したいと思っているが、消費者が遠慮して、これは市場に出荷する分で直売できないので

すかなど聞かれるといいます。本市には、ネギ、エダマメ、トマトやコマツナなど、おいしい野

菜がたくさんあります。インターネットなどを活用した農家と消費者の直売の仕組みづくりが考

えられます。また、西船橋では若手コマツナ生産者、チームうぐいすが積極的にＰＲしており、

マスコミにも幾度となく登場しています。生産者と消費者との直接のやりとりができる、そのメ

リットを生かすマーケティングをしていく。顧客が真に求める商品やサービスをつくり、その情

報を届け、顧客がその商品を効果的に得られるようにするための支援をすべきと考えますが、

見解を伺います。

次にウ、担い手の育成について伺います。その青年農家の方は、コマツナの連作やネギの

生産を工夫しながら取り組んでおります。農民作家の山下惣一氏は、農業の後継者問題は

農業内部だけで解決できる話ではありません、この半世紀農業以外の吸引力が強かったた



め農業をやろうという人は減ってきた、この力関係が変われば嫌でも農業に人が来る。実はＴ

ＰＰがそれを促すと思っています。企業は、市場や安い労働力を求めて海外に出て行くから

国内の雇用は減る、都市に失業者がふえれば必然的に農村に余剰人口が押し戻されると指

摘しています。今後、本市においても農業に価値を見出す市民が出てきても不思議ではあり

ません。今後、優秀な担い手の確保育成策を推進する必要があると考えますが、見解を伺い

ます。

エのガーデニング・シティに使用する花苗栽培と障害者の就労支援の結びつけについて伺

います。大久保市長のオリジナル施策の１つとしてガーデニング・シティいちかわがあります。

本市の住環境を改善することや都市の成熟化を図るという意味において、私は賛成です。私

は、加えてポリシーミックスによってガーデニング・シティ構想はより輝きを増すと考えていま

す。ここでは障害者雇用政策とのポリシーミックスを提案いたします。例えば、オリエンタルラ

ンドの一子会社は多くの障害者を雇用しており、その仕事の１つとして花苗栽培があります。

栽培された花苗の納入先は、ディズニーランドです。ディズニーランドを訪れたときに私たちの

目を楽しませてくれている花が、実は障害者の方々が精魂込めて栽培したものであります。

その品質はとても高いとのことであります。現在、ガーデニング・シティ事業で使用されている

花苗はどこのものでしょうか。また、障害者雇用とのポリシーミックスについて、導入の効果は

高いと考えますが、見解を伺います。

次に、オの低予算ＰＲの活用について伺います。大手広告会社に頼るには予算が１桁足り

なかった、ある県の幹部は某ＰＲ会社を利用した理由を明かすといった新聞記事がありました。

うどん県やひこにゃんブームを支えたあるＰＲ会社について紹介されていたものであります。

本市農業について、行政がＰＲ企画をして大きな効果が期待できるのでしょうか。自前でやれ

ば委託料はかからない。しかしながら、効果がなければその間無駄な時間と経費がかかって

しまう。低予算ＰＲ会社の活用は費用対効果が大きいと考えます。ぜひ導入を検討していた

だきたい、見解を伺います。

(3)農業振興に向けた体制について質問いたします。以上、本市農業の目指すべき方向性

について質問、提案をしてまいりました。日本の農業の唯一の強さは、地域に農家と消費者

が混在したり、都市が近くにあったりすることであるとの指摘があります。また、世論調査でＴ

ＰＰで外国から安い農産品が入ることがいいことかという問いに、そうは思わないと答えた人

が半分近くいた。そういう人たちと農家はつながっていくべきでしょうという指摘もありました。

本市農業の持続可能性を探るに当たり、大きな示唆を与えてくれています。今後、農業振興

に向けた体制を検討するに当たり、市長を本部長とした農業経営者、障害者雇用、ＰＲ会社

等の有識者で市川市持続可能な農業振興戦略本部を設置し、短期間で戦略を策定すべきと

提案いたしますが、見解を伺います。

次に、公共工事における労働条件適正化の実効性確保について。

公共工事設計労務単価の引き上げについて伺います。建設通信新聞に次のような記事が

掲載されました。３月末、国土交通省から建設業界に豪速球が投げ込まれた。2013 年度の



公共工事設計労務単価の大幅アップである。全職種での単純平均上昇率は全国で 15％を

超える。そこには社会保険未加入対策を踏まえて法定福利費の個人負担相当額まで含まれ

るという。４月 18 日には、建設業界の元請や専門工事業の団体トップに対して太田昭宏国土

交通相から直接業界として労賃引き上げに努力するよう要請された。かつてこのようなことが

行われたであろうか。建設業で働く技能労働者が減少することに対する危機感を背景に、国

交省が待遇改善に向けて固い決意を示したものだ。矢継ぎ早の行動は画期的なものとして

素直に評価すべきであろう。現実的に考えれば、現場の作業員の隅々まで賃金上昇に至る

には幾つかの課題がある。第１には、民間工事や地方自治体工事での対応だというものであ

ります。建設業界の元請や専門工事業の団体トップに対して国土交通大臣から直接業界とし

て労賃引き上げに努力するよう要請したことは過去になく、非常に画期的であると高く評価を

されているところであります。

そこで、１、公共工事設計労務単価の引き上げについて伺いますが、公明党市川市議団と

して、５月 24日には大久保市長に対して公共工事における技能者への適切な賃金水準の確

保に向けた要望書を提出いたしました。４月１日以降の契約締結について、平成24年度公共

工事設計労務単価を適用して積算しているものについて、平成 25年度公共工事設計労務単

価に基づく請負代金額の変更の協議を請求することができるとする特例措置の対象工事の

件数及び金額はどのようになるのか伺います。また、４月以降に既に契約を終えている特例

措置の対象にならないような工事はあるのか伺います。

(2)本市公共工事の労働条件適正化の実効性確保に向けた取り組みについて伺います。当

該要望書の要望事項にダンピング受注排除への一層の取り組みを行うこと、そして法定福利

費の適切な支払いと社会保険等への加入徹底に関する指導を強化することをうたっておりま

す。本市公共工事の労働条件適正化の実効性確保に向け、当該要望事項を踏まえどのよう

な取り組みをしたのかについて伺います。

次に、ふたかけ歩道下排水路の点検調査について。ふたかけ歩道下排水路の点検調査事

業のその後について伺います。

私は、12 月定例会の一般質問において行徳エリアのふたかけ歩道下排水路の点検調査を

訴えました。平成 25 年度より３カ年計画として点検を行うことが決定されたところであり、今年

度予算にも計上されたところであります。その後、国の交付金活用について検討しているとの

話を聞きました。私も国の交付金について積極的に活用すべきであると考えています。その

後の進捗状況について伺います。

次に、庁舎の二元給水体制の整備について伺います。

東日本大震災後、ライフラインに対する考え方は大きく変わったと考えます。これまでは地

震による断水などは余り現実的なものではなかったのではないでしょうか。しかし、３・11 以降、

水について困ったことは私たちの記憶に新しい、また、風化させてはいけないと思います。３・

11 後、二元もしくは多元給水体制の整備ということが基本であると考えます。他自治体で震

災により水の復旧に１カ月以上要するなど、大変に長い期間を要している場合もあるようです。



３日分もしくは１週間分の水の備蓄では対応できないことが十分に想定されます。

そこで、まず１、本市の給水体制の現状について。特に、災害時に水道水が停止した場合

の供給計画について伺います。

次に、２、他市や病院等における二元給水体制の整備状況とその評価について伺います。

世田谷区では、水道のほかに地下水利用システムを導入、浦安市、松戸市も導入を決めて

いると伺っています。また、千葉商科大学も 2009 年に既に導入しており、本市と相互協力協

定を結んでおります。東日本大震災のときには市川市も停電や放射線への不安が高まった

とき、市民が水を必要なときには地下水ろ過システムを持つ千葉商科大学で提供していただ

けますかという話をしたということであります。

そこで、他市や病院等における二元給水体制の整備状況とその認識について伺います。

３、本市庁舎の二元給水体制の整備に対する考え方について伺います。現在、市庁舎建て

かえの議論が進められていますが、第一、第二庁舎に地下水利用システムを活用した二元

給水体制の整備を求めますが、見解を伺います。

次に、多機能トイレの表示及び地図サイトの活用について伺います。

先日、子育て中の女性から要望がありました。ママ友との話で、ベビーカーと一緒にトイレに

入れる場所が少ないとの意見が出ました。ママ友からは、多目的トイレの標識を車椅子利用

者の障害者マークだけでなく、子育てママも利用しやすいマークや、それを意味する表記があ

ると遠慮なく利用できるのですがといったものでありました。他方、国においては先週公共交

通機関の移動等円滑化整備ガイドラインを改定しました。新しいガイドラインでは、広い個室

に多くの機能を集中させるのではなく、高齢者向けや子供連れ向けなど機能別により小さな

サイズの個室を多くつくることで数を確保し、利用者の分散を図るよう求めています。ガイドラ

インは、このほか鉄道の車内についても今回内容を見直し、車椅子の人に加えてベビーカー

の利用者も鉄道を利用しやすいよう列車の車内に座席のない広いスペースをふやすよう求

めています。公共施設等のトイレ、トイレは私たちの活動範囲を大きく広げてくれます。

そこで、本市の多機能トイレの円滑な利用を推進するため、以下質問いたします。

１、本市の公共施設における多機能トイレの設置状況について伺います。また、トイレの表

記について、例えばどなたでも利用できますといった表記になっているかについて伺います。

次に、２、多機能トイレの問題点とその対策について伺います。多機能トイレに機能が集中

し過ぎて、障害者が利用しようとするとふさがっていて使えないとか、逆に本来誰でも使える

はずなのに障害者の表記しかないためベビーカーのお母さんが利用しづらくなっているという

指摘がありますが、多機能トイレは本来誰が利用してもよいものではないでしょうか。本市と

して多機能トイレの問題点についてどのように認識し、対策を講じているのか伺います。

次に、３、地図サイトの活用について伺います。公共トイレは私たちの活動範囲を広げてく

れる有用なものであり、インターネット上ではＮＰＯなどがトイレに関するサイトを立ち上げてい

ます。また、スマートフォンアプリなども既にあります。本市においても、このような民間のサイ

トや位置案内、またスマホアプリの開発や活用などを行っていただきたいと強く要望いたしま



すが、見解を伺います。

以上、１回目の質問といたします。よろしくお願いいたします。

発言者：倉橋常孝経済部長

持続可能な本市農業振興に向けての御質問にお答えいたします。

初めに、農業施策の現状と課題についてですが、農業施策といたしましては、農業経営改

善の推進、農業生産環境の整備、担い手の育成、遊休農地の活用などの施策を進めてまい

りました。しかしながら、平成 22 年の農林業センサスによりますと、本市の農家戸数は 533

戸、農家人数は 1,757人となっております。この数値を10年前と比較いたしますと、農家戸数

で 183 戸、農家人数で 917 人の減となっております。また、耕作地面積につきましては、平成

22 年は約 407ha で、内訳といたしましては樹園地約284ha、普通畑約 108ha、水田約 15ha と

なっております。この数値を 10 年前と比較いたしますと、耕作地面積で約 101ha の減、特に

普通畑の減少が大きく、約 74ha の減となっております。このように、本市農業を取り巻く環境

は厳しいものとなっております。

次に改善策ですが、農家の安定した収入確保のためには多角的な経営が必要であると考

え、農家の開設による市民農園や観光農園などの事業を支援してまいりました。また、生産

物につきましては、品質の向上を図り地域ブランドとして販路拡大に努めてまいりました。

次に耕作放棄地の発生防止、解消策についてですが、耕作放棄地とは、農林業センサスで

は１年以上作付がされず、今後作付する考えのない土地と定義されております。本市の耕作

放棄地の状況は、平成 22 年２月、約 45ha で、10 年前の平成 12 年と比べますと約 21ha の

増加となっており、耕作地面積に対する割合は約 11％となっております。

耕作放棄地解消に向けた取り組みですが、発生防止対策といたしましては、平成 21 年 12

月、改正農地法が施行され、農地利用状況調査を法令義務として位置づけ、遊休農地の所

有者などに対する指導、通知、勧告といった手続を農業委員会が一貫して実施することにな

りました。農業委員会では、委員によります農地利用状況調査や毎月の農地パトロールを強

化し耕作放棄地の早期発見に努めるとともに、農地所有者への指導を行っております。

次に解消策ですが、農業経営基盤強化促進法では、法令や遠隔地に住んでいるなどの理

由で耕作できない農地所有者と、農地を借りて規模拡大したい農家との間で農地の利用権を

設定し、農地の有効活用を図る制度を規定しております。本市では、この制度によりこれまで

約４ha の農地で利用権設定を行っております。

次に、都市農業の利点を生かしましたマーケティングについてでございますが、都市農業の

最大の特色は、生産地が消費地に近いということであり、この強みを生かし新鮮な農作物を

消費者に届けることができる点にあると考えております。しかしながら、本市農業は農作物を

生産することに重きを置いて流通販売、そして市民ニーズへの対応について余り力点を置い

ていないという状況にあると考えております。この解消策といたしましては、農業従事者、行



政、農協などの関係者が協力し、消費者ニーズなどを的確に把握し、消費者などが求めてい

る農作物の提供や販売方法などを改善してまいりたいと考えております。

次に担い手育成についてですが、担い手を育成するためには、農業が一定の収入が確保

され、将来的な展望が開かれるなど、魅力的であることが必要です。国では、平成 24 年度よ

り青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図り、持続可能な力強い農業の実現を目指すた

め、就農前の研修期間などの不安定な時期の所得を確保する事業を実施しております。また、

千葉県では新規就農希望者への相談や就農体験研修等を行い、新規就農者へのサポート

を積極的に行っております。本市では、就農希望者への情報の提供を行うとともに、農業後

継者の組織であります市川市農業青少年クラブへの生産技術の向上などの活動に対し支援

を行っております。

次に、花苗栽培と障害者雇用との結びつきですが、国の農業施策では、女性、高齢者、障

害者などの多様な人材が活躍できる環境づくりを推進するとなっております。農業における障

害者雇用ですが、農作物の栽培などはやり方を工夫すれば障害者に対応可能な部分の作

業があり、既に施設園芸や畜産を中心に障害者を労働力として受け入れる事例が少しずつ

ではありますがふえていると聞いております。ガーデニング・シティで使用される花苗の生産

につきましては、多くのものは市川市内で生産しております。また、生産を障害者が行うこと

についてですが、障害者雇用、耕作放棄地対策などの点で期待できるものであると考えてお

ります。しかしながら、農地の確保、整備、受け入れ体制や採算性、地元農家の調整などい

ろいろな課題がありますことから、その方策について研究してまいります。

次に、有名ブロガー等を活用した低予算ＰＲですが、市川市のナシにつきましては、ＰＲの

方法の１つといたしましてホームページやブログ、フェイスブックなどを用いております。ＰＲに

有名ブロガー等を活用した場合、ブログアクセス数が月間１万回以上、読者数も数千以上と

の事例があると聞いております。今後の農作物のＰＲ方法につきましては、商工会議所や農

協などの関係機関と検討してまいります。

次に、農業振興戦略会議を設置して短期間で戦略を策定すべきとのことですが、本市では、

農業施策に関する意見を聞く機関といたしまして市川市都市農業振興対策協議会があり、こ

の協議会は地域農業の経営改善と生産性の向上を目指すものであり、農業団体、青年農業

者、女性農業者、市、県の関係者の 14 名で構成されております。今後、農業施策などを策定

する際は市川市都市農業振興対策協議会構成者だけでなく、大学、福祉、ＰＲ会社などの有

識者の御意見を伺ってまいりたいと考えております。

また、短期間で農業戦略を策定すべきとのことですが、市川市都市農業振興基本計画の見

直しの中で農業施策を新たに策定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：大越賢一管財部長



私からは、公共工事における労働条件適正化の実効性確保について、大きく２点にお答え

いたします。

初めに、公共工事設計労務単価の引き上げについてであります。要望書にございました特

例措置に対する本市の対応につきましては、国、県に準じまして職員には５月 29 日付で速や

かに対応を図る旨の通知を行いました。また、事業者に対しましても同日付で市のホームペ

ージに掲載し、周知を図ったところでございます。特例措置によります対象工事の件数といた

しましては約 40 件で、請負代金額の影響額は当初の予定価格に対し２％から３％程度の上

昇となりますので、概算ではありますが 8,000 万円程度の増額が見込まれるところでございま

す。また、本市では工事の性質を持ち同様の旧労務単価を適用し積算している約 30 件の業

務委託につきましても、特例措置の対象として受注者への対応を行っております。

次に、特例措置の対象とならない工事はあるのかとのお尋ねでございますが、旧労務単価

で積算した案件で、４月１日以降の契約であれば全て対象となります。

次に、本市公共工事の労働条件適正化の実効性確保に向けた取り組みについてでござい

ます。

まず、ダンピング受注の排除でございますが、労働条件等の適正化を図るため、建設工事

につきましては設計金額が3,000万円以下の場合は最低制限価格制度を、3,000 万円を超え

る場合は低入札価格調査制度を導入しております。これによりまして、著しく低価格な入札を

排除し、ダンピング受注による下請業者へのしわ寄せ、労働条件の悪化、品質の低下などの

防止を図っております。特に、低入札価格調査の対象となりました案件では、労働者や資材

業者へのしわ寄せがないかなど、適正な履行確保について厳正に審査しダンピング受注の

排除に努めております。

次に、法定福利費の適正な支払いと社会保険等への加入徹底に関する取り組みについて

でございます。今回の設計労務単価の引き上げは、技能労働者への適切な賃金水準の確保

や社会保険等への加入の徹底という趣旨であります。このため、受注者には請負代金額の

変更協議を請求する場合に、引き上げの趣旨に沿って適切に対応していただくこととなります。

そこで、受注者へのチェック体制でございますが、昨年の５月に社会保険未加入対策の一

環として、建設業法の施行規則が一部改正されたことを受け、本市の建設工事指導要綱を

改正し、受注者が契約後に提出する施工体制台帳に社会保険等の加入状況や２次以下の

下請金額についての記載項目を加えました。また、本市独自の対策といたしまして、受注者

から特例措置の変更契約協議を請求する際には誓約書の提出を求めることといたしました。

誓約書には、１点目としまして技能労働者の賃金は社会保険料相当額を含む適切な水準の

賃金に見直すとともに、使用する労働者は社会保険等への加入を徹底すること。２点目は、

既に下請契約を行っている場合は、社会保険料相当額を適切に含んだ下請契約を締結し、

同様の対応を行うよう下請業者に指導すること。３点目は、市が本誓約について調査を行う

に当たっては全面的に協力すること。以上の３点を誓約内容としております。

また、平成 25年度の新労務単価を適用して予定価格を積算した工事であっても、技能労働



者への適切な賃金水準の確保や社会保険等への加入の徹底という観点は変わりませんの

で、特例措置以外の契約につきましても誓約書の提出を求めてまいります。なお、調査の実

施につきましては、今後国の方針が具体的に示された時点で速やかに対応できるように動向

を注視してまいります。

以上でございます。

発言者：東條 等水と緑の部長

私からは、ふたかけ歩道下排水路の点検調査についてお答えいたします。

御質問の行徳地域のコンクリート柵渠の現状でありますが、これらは昭和 40 年代に実施さ

れた土地区画整理事業により建設されたものでありまして、総延長は 55k メートルとなってお

ります。そのうち 42k メートルについてはコンクリート柵渠の上部にふたをかけて歩道として利

用している状況にあります。このコンクリート柵渠は既に築40年以上が経過し、老朽化による

破損が見受けられるようになっておりまして、平成 11 年から 14 年度にかけまして、市内全域

の水路において総点検を実施し、破損している箇所の修繕を行ってまいりました。しかし、前

回の点検調査から既に10年以上が経過していることもあり、また、笹子トンネルのような事故

が発生したことも受けまして、現状を把握し、事故を未然に防ぐ予防保全の観点からも緊急

に新たな調査点検する必要があると考え、平成 25 年度当初予算といたしまして 860 万円の

予算を計上させていただきました。これは、市単独費として行徳地区のコンクリート柵渠を３年

間で調査、点検する計画に基づきまして今年度分の予算を計上したものでございます。

また、この予算確保と並行しまして、国の平成25年予算においても社会資本整備総合交付

金、防災・安全交付金として命と暮らしを守るインフラ総点検などの防災、安全に対し重点的

な支援を実施するという予算編成があったことから、この交付金を活用してコンクリート柵渠

の点検、調査等が実施できないかについて、千葉県及び国土交通省と協議を進めてまいりま

した。その結果、３月の上旬ではありますが、国土交通省より防災・安全交付金の活用が可

能であるとの回答をいただき、その後関係部署との調整を行った上で、５月 30 日に交付申請

を行ったところでございます。交付金額といたしましては、事業費が 4,000 万円で、そのうち国

費は 2,200 万円でございます。このことによりまして、当初３年間を予定しておりました事業を

一括して行おうとするものでございます。

以上でございます。

発言者：古賀正義危機管理監

市庁舎の二元給水体制の整備についての(1)本市の給水体制の現状についてお答えいた

します。



本市の平時における水の供給は、市域のほぼ全域で県水道局の給水を活用しているのが

現状であります。また、災害時におきましては、平時より市民の皆様に１人１日３リットル、３日

分以上の飲料水の備蓄をお願いしているところですが、家屋の倒壊などにより飲料水の確保

ができない方々を対象として、市川市地域防災計画震災編第３章第５節震災対応行動計画

の中で応急給水活動を定めております。この内容といたしましては、浄水場、給水場での応

急給水、利用可能な消火栓等に仮設給水栓を接続した応急給水、市所有や民間所有の防

災井戸を活用した応急給水、学校のプール水等の簡易ろ過による応急給水、他県の水道事

業者、海上保安庁、自衛隊からの支援による応急給水、災害時相互応援協定を締結してい

る他市町村や災害時支援協定を締結している協定業者の支援による応急給水などがあり、

これらの体制により応急給水活動を行うこととしております。

御質問の市庁舎が災害時に水道水が停止した場合の供給計画についてですが、市川市地

域防災計画での対応のほか、本庁舎では水道水を貯水しております 80ｔの受水槽や庁舎前

に設置してある日量 240ｔの井戸つき耐震性貯水槽を活用した給水計画としております。また、

災害活動をする職員用の飲料水として、総量 1,350 リットルのペットボトル水を備蓄しておりま

す。

いずれにいたしましても、災害時における給水については、平時からさまざまな手段で活用

できるよう計画しております。

以上でございます。

発言者：岡本博美企画部長

私からは、大きく御質問の４番目、二元給水体制の(2)、(3)と、大きく５番目の多機能トイレ

の表示、地図サイトの活用のうち、(1)、(2)までをお答えいたします。御質問が多岐にわたりま

すので、答弁が少々長くなりますことを御了承ください。

初めに、二元給水体制の整備状況と認識についてでございます。二元給水体制につきまし

ては、水道と地下水を利用したシステムであり、地下水のろ過設備について整備事例を調査

してまいりました。庁舎関連の例では、世田谷区で既に供用を開始し、狛江市、調布市の文

化会館、あるいは千葉県内では浦安、松戸市で導入を決定しております。これらの都市では

災害時における水ライフラインを確保し、防災拠点機能を持つことや、災害時に市民へ水を

供給することを目的に導入したと伺っております。また、学校施設の例としましては、本市の

千葉商科大学のほか、国際武道大学、千葉英和高校などで整備されており、災害時の避難

場所として、災害時における飲料水確保に加え、地域への貢献を目的に導入されたものでご

ざいます。なお、今回調査いたしました事例の中では病院での実績が最も多く、全体の３割を

占めております。例としましては、国立病院機構水戸医療センターを初め、東京慈恵会附属

の第三病院、あるいは所沢慈光病院、あるいは神奈川県の麻生総合病院等多数ございます。

病院は、災害時においても病院機能を保つ必要があることなどから、二元給水を基本に整備



しているものと伺っております。

このようなことから、本整備の評価としましては、災害時の給水体制を確保するとともに、平

常時も含めた利用を図ることで、ライフサイクルコストの低減等を図ることも可能であること、

また、東日本大震災においても大きな被害はなく、地震に強いことが実証されるなど信頼性

の高いシステムであると認識しております。

次に、新庁舎における整備の考え方についてでございます。新庁舎の整備では、策定委員

会の答申の中で新庁舎の持つべき役割として防災拠点が挙げられており、安全、安心な庁

舎の実現が基本方針の１つとなっております。この実現のため、災害発生時においては新庁

舎が災害対策活動の中枢の拠点として迅速な支援・復旧活動を行えるようにするため、食料

と飲料水の備蓄機能を整備するものとされております。また、平成 25 年２月に実施した市民

アンケートにおきましても、安全、安心な庁舎として非常用の水や食料、毛布、衣料品等の備

蓄が最も多い結果となって思います。このことから、災害における飲料水の確保は重要な課

題として整備に取り組む必要があると考えております。

そこで、二元給水体制の整備の考え方としまして、新第一庁舎につきましては災害拠点本

部機能を持つことから、災害時においても給水機能を損なうことがないように備えておく必要

がありますことから、地下水を利用する設備につきましては今後の基本設計の中で、本地域

の地下水の状況やプラント設備の設置位置など詳細に検討しながら導入について積極的に

検討してまいりたいと考えております。また、新第二庁舎につきましても、ライフサイクルコスト

の低減や災害時の機能等を含めまして、従来からございますペットボトルの備蓄、耐震性飲

料用貯水槽の設置などと比較しながら総合的に検討してまいりたいと考えております。

次に、大きく５点目の多機能トイレの表示のうち、トイレの設置状況の表記についてお答え

いたします。

初めに、トイレ設置に関する制度の経緯でございますが、多機能トイレは、国が公共建築物

のバリアフリー化を進めるため、昭和 50 年に車椅子使用者に配慮したトイレの考え方を示し

たことから始まります。その後、平成６年に高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定

建築物の建築の促進に関する法律、通称ハートビル法が施行され、車椅子使用者に使いや

すい広さのトイレの設計標準が示され、これに基づき障害者用トイレが整備されるようになり

ました。さらに、バリアフリー化を推進するため、平成 18 年に高齢者、障害者等の移動等の

円滑化の促進に関する法律、通称バリアフリー法新法が公布され、障害者用のトイレにオス

トメイト、これは人工肛門、人工膀胱でございますが、その対応の設備の設置が追加されたこ

とから、トイレの多機能化が進んでまいりました。特に、建築物に対する多機能トイレの整備

基準につきましては、バリアフリー新法に基づく整備ガイドラインで配置、設置数、案内表示、

スペース、出入り口等規定がされております。しかし、子供連れに配慮した設備であるベビー

チェアやおむつ交換シートを設置する規定とはなっておりませんでした。

このことから、東京都では建築バリアフリー条例を制定し、不特定多数の人が利用する施

設などにおいて、ベビーチェアやおむつ交換シートなどの設置とその表示を規定しているとこ



ろでございます。一方、最近の対応といたしましては、建築物内のスペース等の問題から、障

害者用トイレの中に子供連れに配慮した設備を設置しているものも多くあり、多様な利用者

が使えるように進化しているところでもあります。

そこで、このような多機能トイレが本市のどの施設にあるのか、その設置状況でありますが、

まず、比較的新しい施設で誰でも利用できる多機能トイレを当初から設置しております。古い

施設の場合は、障害者用トイレを改修して設置している状況であります。この場合、トイレ内

に十分な広さがある場合にはベビーチェア、おむつ交換シートを設置し、多機能トイレとして

利用できるようにしております。また、十分な広さがない場合には、障害者用のトイレをそのま

まに、トイレ以外の別の場所に設けたり、女子トイレの中にベビーチェアや幼児用トイレを設

置して、子連れの利用者の利便を図っているところであります。本市の多機能トイレの設置場

所ですが、本庁、行徳支所、大柏出張所、市川駅行政サービスセンターにありますが、この

ほか南行徳市民センターにつきましてはオストメイト設備はありますが、おむつ交換台やベビ

ーチェア等について女性トイレの中に設置し、子連れの利用者の便利を図っているところであ

ります。そのほか公民館につきましては、市内16施設のうち 14施設に障害者用のトイレを整

備し、施設の状況に応じてオストメイト設備やおむつ交換シートを設置しているところでもあり

ます。また、12 カ所の公園内には、多機能型ではありませんが、誰でも利用できるように内部

のスペースが広いトイレをそれぞれ設置しているところであります。おむつ交換シートは女子

トイレや専用ブースを設けて対応しているということでありまして、このように施設状況に応じ

て障害者や子供連れへの対応を行っているところでございます。

次に、トイレの表記状況についてでありますが、トイレ機能の表記につきましては、設置して

ある機能に応じたマークをトイレの入り口やドアに表示しております。例えば、車椅子使用者

の方が利用であれば車椅子のマーク、おむつ交換のシートであればそのマークを張り、お知

らせしております。しかし、御質問者のおっしゃるとおり、どなたでも利用できるというような表

記はしておりません。

次に、多機能トイレの問題点の認識と対策でございますが、国土交通省につきましては、調

査研究を行いまして利用実態アンケートを行っております。このアンケートの自由記述の中に、

子供連れ利用者が多機能トイレを使用したら注意を受けたとか、あるいは、障害者が長時間

トイレを待たされたというお話もございます。このほか、一般の女性トイレが狭いことから、ベ

ビーカー利用者がそのまま個室に入ることができずに多機能トイレを使用したというケースも

耳にしております。本市の場合は、庁舎、公民館、公園等主要な施設にある多機能障害者ト

イレは計 48 カ所であります。そのうち、子連れ対応の設備があることを表示しているトイレは

約半数の 25 カ所となっております。多くの方が多機能障害者トイレの全てを障害者の方の専

用トイレと認識していることが多いようです。これらの問題は、ほとんどの施設で多機能トイレ

が１カ所しかなく、しかもその１カ所におむつ交換シートやオストメイト対応の設備が集中して

設置してあるため、利用者が集中することや、一般トイレのスペースが狭いことが原因となっ

ております。根本的な対策を図るには、多機能トイレをふやす、あるいは別の場所に設置す



る、一般トイレでも一緒に入れるぐらいのスペースを男女問わずつくることが必要ではないか

と考えております。

国におきましても移動等円滑化整備ガイドラインを改正したところでありまして、先ほど御質

問者のお話にもありましたとおりで、これから計画する施設や既存の施設改修を行う際には、

多機能トイレのほかに十分なスペースを持ったトイレを設置していくことを指導してまいりたい

というふうに考えております。

しかしながら、既存の施設につきましては、現状の建物のスペース内で数をふやしていくこ

とは難しいと思われますことから、当面の対応として、既存の多機能トイレにつきまして誰でも

利用できます、ベビーカーの方も利用できますなどの表記をするとともに、多機能トイレや障

害者用のトイレの利用マナーを周知していくことが解決の方策だと考えております。

なお、施設によっては障害者用トイレとして位置づけているほうがよい場合がありますこと

から、この点につきましては施設の状況に応じて対応してまいります。表示マークにつきまし

ては、統一的なものとなるよう施設を管理している各部署に指導してまいりたいと思っており

ます。

以上でございます。

発言者：小林正志情報政策部長

多機能トイレにおける地図サイトの活用についてお答えいたします。

本市の地図サービスでありますが、平成23年度より市民向け地図サービスとして民間の無

償サービスであるグーグルマップを活用した位置案内を開始いたしました。この位置案内で

は、市役所や公民館、図書館、学校等の施設案内のほか、「広報いちかわ」の配布場所やＡ

ＥＤの設置場所、選挙の投票所等、さまざまな情報を地図上で確認することができるのであり

ます。これらの情報については、市民の皆様により便利に御活用いただけるよう日々工夫や

検討をしているところでありまして、例えば、東日本大震災後は学校や公園の放射線量を公

開してほしいという要望に応えまして、市内 600 拠点以上の放射線量測定マップを公開いた

しました。また、昨年は夏の電力不足を解消するために節電避暑地マップを表示させるなど、

その時期に応じて迅速に対応してまいりました。

今後の方針でありますが、多機能トイレについての地図サイトへの活用は、御質問者の言

われるとおり必要不可欠な情報と認識しておりますので、施設を管理している部署と連携し、

どの施設にどのような多機能トイレが設置するかを調査した後に、先ほど申し上げました位

置案内に今年度中に表示させてまいりたいと考えております。また、今年度におきましてスマ

ートフォンに対応した市公式ウエブサイトや新ＧＩＳ、地図情報システムを構築する予定であり

ます。このことが構築できますと、スマートフォンを御利用いただくことで、外出先でも多機能ト

イレを確認することが可能となります。なお、スマートフォンアプリの導入につきましては、スマ

ートフォンに対応したサービスの内容や費用対効果等を検証しながら検討してまいります。



以上であります。

発言者：中村義雄議員

では、続きまして一問一答で行います。

持続可能な本市農業振興に向けて簡潔に答えていただきましたのでおおむね結構でありま

すが、再質、その中でエのガーデニング・シティに使用するという部分でありますけれども、委

託業者にできる限り市内産の使用を要請しているということですけれども、市外産を使用して

いる場合もあると。あくまで委託会社への要請ベースですので、実際の割合についてはわか

らないというところだと思います。障害者雇用、ガーデニング・シティ事業、耕作放棄地対策な

ど、複合的な効果が期待できるわけですけれども、特に市長のガーデニング・シティ事業に関

して言えば、例えば菅野公民館前、国道 14 号沿いを通る人々が、この花たちは障害者の皆

さんが一生懸命育てた花であるとしみじみと思うと思います。市川市のガーデニング・シティと

しての魅力は一層輝きを増すというふうに考えております。関係機関ともども考えていくという

ことですので、積極的に推進していただくことを重ねて要望しておきます。

そして、再質問ですけれども、(3)の農業振興に向けた体制について。これについて、都市農

業振興基本計画見直しということでありましたが、具体的スケジュールについてお伺いいたし

ます。

発言者：倉橋常孝経済部長

再質問にお答えいたします。

都市農業振興基本計画の見直しスケジュールですが、平成 25 年度は農業の現状と課題な

どを農業協同組合を初めとする関係団体と意見交換を行い、これに基づきまして現計画の評

価を行ってまいります。平成 26 年度は生産者、消費者などに対する農業に関するアンケート

調査を実施し、この調査結果を踏まえまして、関係団体から課題や要望に関してのヒアリング

を行い、本市農業の現状把握と課題を抽出、分析し、次期計画の基本目標、基本方針を決

定してまいります。その後に、目標達成に必要な施策について有識者の意見をお聞きし、平

成 26 年度内には次期基本計画を策定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。来年度には次期基本計画がまとまるということであります。約 10 年ぶりのリニ



ューアルということになりますので、大切な節目となります。持続可能な本市農業振興に向け

て精力的な取り組みをお願いしたいと思います。この項目につきましては結構であります。

次の公共工事における労働条件適正化の実効性確保についてでありますけれども、いわ

ゆる特例措置の対象工事の件数は約 40 件で約 8,000 万円の増額になると。そして、業務委

託のほうの対象は約 30 件ということであります。おおむね二、三％の増になるのかなというこ

とであります。次の９月定例会で変更契約議案として上程される見込みということはわかりま

したので、これはこれで結構であります。

(2)の件ですけれども、市川市建設工事指導要綱を改正したと。特筆するところは、受注者

に市が契約について調査を行うに当たっては全面的に協力すること等について誓約させると

いうことで、この市が契約について調査をどのようにするかということについては国の方針を

待つということであります。私もしっかり注視していきたいと思っております。現場の職人の、

特に本市の職人の隅々まで賃金上昇に至ることが重要だというふうに考えております。労働

条件適正化の実効性確保について、本市のこれまでの取り組みについてもさらに積極的に

推進していただくことを強く要望して、この項目についても以上で結構であります。

次のふたかけ歩道についてでありますけれども、国の交付金を使って３年のところが１年に

前倒しになると、これは大変喜ばしいことであるというふうに思っております。しかしながら江

戸川以北、すなわち市川市全体の柵渠の安全点検も前倒しで行っていただきたいというふう

に思いますけれども、当該事業内容とスケジュールについて説明を求めます。

発言者：東條 等水と緑の部長

事業内容と今後のスケジュールについてお答えいたします。

本事業は、行徳地域全域のコンクリート柵渠の総点検、台帳整備、それから修繕計画の検

討等を平成 25 年度から 26 年度にかけて行うこととなります。ただし、この予算につきまして

は関係部署との調整を行い、９月定例会に補正予算として計上させていただく予定でござい

ますので、実際に動き始めるのは予算の議決をいただいた後ということになります。加えて、

江戸川以北の地区のコンクリート柵渠についても、点検を進めるべく、現在平成 26 年度の交

付金を国土交通省に予算要望しているところでございます。いずれにしましても、安全、安心

なまちづくりを念頭に、引き続き効率的、効果的な対応に努めてまいりたいと考えております

ので、御理解願いたいと思います。

以上でございます。

発言者：中村義雄議員

わかりました。当該事業の予算については、９月定例会に補正予算として計上する見込み



である、予定であるということであります。そして、予算の議決後、この事業については動き始

めると。また、江戸川以北の地区の柵渠についても、平成 26 年度の交付金を国交省に予算

要望しているところだというふうに伺っております。市川市の安全、安心のまちづくりを加速度

をつけて推進すべく、点検から修繕へと予算の確保、迅速な実施をお願いしたいと思います

し、私もしっかりと支援をしてまいりたいというふうに考えております。この項目についても以

上で結構であります。

次の庁舎の二元給水体制の整備についてであります。

(1)の現状についてはこれで結構であります。

(2)の他市や病院等における二元給水体制の整備状況とその認識についてということで、自

治体等調査をされたということで、ありがとうございます。その中で、世田谷区、浦安市などで

はその導入目的として災害時に市民へ水を提供することなどを挙げております。そして、千葉

商科大学等の学校施設は、災害時の避難場所として災害時における飲料水確保に加えて、

地域への貢献を挙げているというふうに伺って、今の答弁にあったと思います。そして、当該

施設に対する本市の評価は、災害時の給水体制を確保し、また、平常時も含めた利用を図る

ことでライフサイクルコストの低減等を図ることも可能であること、そして東日本大震災におい

ても大きな被害がなく地震に強いことが実証されたことなど、信頼性の高いシステムと認識し

ているということでありました。この項目についてもこれで結構であります。

そして３点目の本市庁舎の二元給水体制の整備に対する考え方についてでありますけれど

も、第一庁舎につきましては、導入について積極的に検討するということであります。そして、

第二庁舎についても検討していくということでありました。私は、第一、第二庁舎ともに地下水

利用システムを活用した二元給水体制の整備を重ねて強く要望しておきます。この項目につ

いても以上で結構であります。

そして、最後の多機能トイレの表示及び地図サイトの活用について。

(1)本市の多機能トイレの設置、表示状況についてはわかりましたので、これで結構でありま

す。

(2)の多機能トイレの問題点とその対策について。今の答弁では、多機能トイレはさまざまな

利用者から利用しにくいとの指摘を受けているということであります。問題解決に向けた取り

組みとして、トイレ入り口に使用できる人のサインを表示するとともに、多機能トイレの利用マ

ナーに関する啓発を行うなどの答弁がありました。また、サインの表示について確認、指導を

行っていくということでありました。大変前向きな答弁ありがとうございます。さまざまな立場の

利用者が円滑に多機能トイレが利用できるよう、国のガイドラインの見直し等を踏まえまして

対応していただきますよう、よろしくお願いいたします。これもこれで結構です。

そして、３点目の地図サイトの活用についてであります。今後どの施設にどのような多機能

トイレが設置されているかを調査した後、位置案内に表示するということであります。また、ス

マートフォンに対応した市公式ウエブや新ＧＩＳを構築する予定であり、スマートフォン利用者

は外出先でも多機能トイレを確認することが可能になるということであります。どちらも今年度



中に利用可能になるという答弁でありました。迅速かつ積極的な取り組みに心から感謝する

ところであります。

重ねてになりますけれども、やはりこの公共トイレとか、またこの多機能トイレにつきまして

は、いろいろな立場の方々がトイレがどこにあるか、それがわかることによって行動範囲が変

わってくるということであります。いろいろインターネットで見ても各サイトがありますので、皆さ

んも御存じのとおりだとは思います。ぜひこの公共トイレにつきまして、ぜひ、より利便性を高

めていくような取り組みをお願いいたしまして、以上で私の質問を終わります。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～


