
平成２３年１２月議会会議録 平成２３年１２月６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、初回から一問一答で質問をさせてい

ただきます。

１点目、広尾、島尻の交通安全対策について。

広尾２丁目３番地先広尾防災公園正面入り口の押しボタン式信号の設置要望についてとい

うことでございます。

当該地先の市道沿いには、広尾防災公園、工場跡地に大規模な高層集合住宅が林立して

います。マンションの建設によって人口が増加し、高人口密度の住宅街へと地域性が変化し

ています。この島尻、広尾の旧江戸川沿い市道は、市川市側から浦安橋方向へ、浦安市側

からは今井橋方面への裏道として利便性が高く、交通量が多い状況となっています。当該市

道沿いにある遊歩道は、ジョギングやウオーキング、サイクリングなど、多くの市民に利用さ

れています。この遊歩道から芝生が植え込まれた通路を下り、横断歩道を渡って広尾防災公

園の管理棟に続く動線ができ上がっています。また、バス停もあります。さらに、この箇所は

緊急船着き場となる計画となっています。当該市道は信号機がない長い直線道となっている

ため、通行車両がスピードを出してしまいがちになります。広尾防災公園を利用するために遊

歩道から横断歩道を渡る際、非常に危険を伴う状況となっています。地元自治会からは、本

市及び行徳警察署に対し当該地先の横断歩道に押しボタン式信号機の設置を要望していま

す。他自治体が広尾防災公園の視察に訪れるなど注目が集まる中、いわば広尾防災公園の

玄関口と言えるこの箇所には信号機があるべきだと考えています。本市として、住民や遊歩

道、広尾防災公園利用者の道路交通安全確保のために押しボタン式信号の設置について取

り組んでいただくことを強く要望いたします。当該箇所における信号機の設置の必要性につ

いて、本市の認識と行徳警察署との協議状況をお聞かせください。

発言者：亘理 滋道路交通部長

広尾防災公園の正面入り口に押しボタン式信号機の設置要望について、その必要性と警

察との協議内容ということでございます。

まず、広尾防災公園は、行徳地域の地区公園として、また地域の防災機能の強化や快適

都市空間の形成を図る目的で平成 22 年４月に開園しました。その公園は、面積約 3.7ha の

広さを有し、芝生広場や遊びの広場、デイキャンプのできる公園であるため、多くの方々に利

用されている状況でございます。さらには、市道 9001 号を挟んで旧江戸川寄りの休憩広場と

一体的に利用されるようになっており、旧江戸川沿いをウオーキングされる方々や公園利用



者が道路を横断して行き来できる目的で開園当初より横断歩道が設置されております。この

市道 9001 号は、浦安市境の島尻から相之川の行徳街道までを結ぶ片側１車線の車道で、

以前から 40k メートルの速度規制がなされております。

ご質問の押しボタン式信号機につきましては、本年７月５日にご質問者から地域の要望とし

てお話を伺っておりまして、７月 19 日に所轄の行徳警察署へこの要望についてお伝えしたと

ころであります。さらに、平成 23 年 11 月 22 日付で地元の広尾自治会長より押しボタン式信

号機の設置に関する要望書が市に提出されましたので、再度行徳警察署に押しボタン式信

号機の設置の要望を行っ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。早期設置に向け、行徳警察との協議を引き続きお願いいたします。

では、次に島尻４及び５番地先の交通安全対策の要望についてお伺いいたします。

当該市道のうち、島尻５から４番地先の区間は幅員が狭く、両方通行の上速度規制がない

ので、スピードを出して走行しているため非常に危険であり、実際に接触事故も発生していま

す。さらに、当該市道沿いは民家が並び、住民は玄関目前をスピードを出して走る車を目の

当たりにして、毎日怖い思いをしています。当該箇所における交通安全対策を講じる必要性

について、本市の認識を伺います。

発言者：亘理 滋道路交通部長

島尻の安全対策についてお答えいたします。島尻４番地及び５番地の戸建ての住宅地の東

京側に、旧江戸川の堤防と並行する形で市道 9422 号がございます。この道路は、浦安市猫

実地域の浦安橋の下を経て市川市の島尻５番地先まで１本の道でございまして、いわゆる抜

け道的な道路で、朝晩の通勤時間帯に車両が通り抜けることがございます。この道路は、現

況の道路幅員が約４メートルから６メートルで、市川管内での延長は 360 メートルあり、相互

通行の道路で幅員が狭く、対向車が来た場合にはすれ違いも難しい箇所でもあるにもかか

わらず速度を上げて通過する車もあることから、危険を感じるといった市民からの声も伺って

おり、市としましても安全対策に苦慮しているところでございます。

そこで、市ではこれまでこの路線にあります交差点における安全対策といたしまして、道路

線形の改良やカラー舗装による道路線形の明確化、あるいは飛び出し注意とか速度を落と

せ、こういった路面標示を要所に施し、ドライバーへの注意喚起を行ってきたところでございま

す。しかしながら、最近も地元住民の方からもこの路線における安全対策についてのご要望

をいただいておりますことから、路面標示の追加や交通規制等による安全対策など、交通管



理者であります行徳警察署に改めて相談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：中村義雄議員

お伺いいたしました。既に対策を講じていただいているということで、大変にありがとうござ

います。また地域住民、とりわけ子供たちがふえてきておりますので、安心して当該市道を通

行できるよう、安全性を確保するための対策を引き続きお願いいたします。

そして、今後地元自治会、また住民が対策について市に相談また話し合いを求めた場合、

適切な助言や協議に応じていただくなど、市と地域住民が協働する、そういった方策をぜひ

講じていただきたいと思うのですが、見解をお伺いいたします。

発言者：亘理 滋道路交通部長

ご質問いただいております広尾、島尻の地域につきましては、これまでも地域住民の方々

から交通安全に関するさまざまな意見、ご要望をいただいております。私どもといたしまして

は、安全対策を講じる上でまず現場の状況を知ることが大切なことであります。このため、住

民の方々から寄せられますご要望等につきましては重要な情報であるというふうに考えてお

ります。このようなことから、お１人お１人からのご要望についても真摯に受けとめております。

場合によっては地域の皆さんと一緒になって、地域の安全対策について意見交換を行ってま

いりたいと考えております。いずれにいたしましても、地域の安全対策については地域の皆さ

んの目線に立ち対策を講ずることが重要と考えております。

以上でございます。

発言者：中村義雄議員

お伺いいたしました。先日も、道路交通部におかれましてはこの当該地域、島尻から新井小

学校への通学路の安全対策の道路表記等の敷設を行っていただきました。大変にありがとう

ございました。引き続き当該地域の交通安全対策を進めていただきますよう再度お願いいた

します。このテーマは以上で結構でございます。

続きまして、危機管理体制の整備、改善状況についてお伺いいたします。

１点目の災害情報伝達手段、防災体制の整備、改善状況についてお伺いいたします。６月

定例会で、東日本大震災後、防災情報の伝達手段の改善等について質問やご提案をしてま

いりました。その後の改善状況、検討状況の進捗について、以下項目を列挙してお伺いいた



します。

１、防災無線の追加の検討有無や改善状況についてお答えください。

２つ目、防災情報を伝達する仕組みを年齢、障害の有無など市民個々の状況別にきめ細

かく配慮すべきとの視点から、ご提案した防災ラジオの導入検討状況について伺います。

３点目、高層住宅震災時活動マニュアル策定の手引きの導入について、検討状況を伺いま

す。

４点目、本市では雨水小型貯留施設設置助成金事業を展開しています。その施設概要を

見ても、初期消火に転用できるとあります。発災時の自助の観点からも市民に広く周知すべ

きと考えますが、見解を伺います。

よろしくお願いいたします。

発言者：本島 彰危機管理監

災害情報伝達のことでございますが、まず、防災行政無線についてのチェックだとか検証の

報告をさせていただきます。３月 11 日の東日本大震災後、市民などから防災行政無線が聞

こえないとの連絡がありました 11 カ所につきましては、その後に連絡のありました４カ所の計

15 カ所を含めまして、３月 31 日と５月 10 日に確認の点検検査を行いました。この２回点検を

したんですけれども、この 15 カ所についてはふぐあいがないというような報告がありました。

その後、８月 29 日から 11 月９日の期間で市内全域の受信機について点検を行った結果、ふ

ぐあいが発生していたため放送できなかったというものが４カ所ありましたが、現在はそれを

すべて点検、補修を行いまして復旧作業が終了している状況でございます。

それから、市民への情報提供、行政無線が聞こえなかったということからいろいろ改善、ほ

かの手段についても検討しておりますが、防災行政無線につきましては、前回もご答弁いた

しましたが、最近の建築技術の進歩によりまして建物の気密性が非常に高くなったということ

とか、鉄筋コンクリートづくりの建物が多くなりまして、それが遮音壁になってしまって聞きづら

いというような、そんな状況になっておりますから、防災行政無線の活用につきましては今後

緊急放送、短い言葉で何回も繰り返して放送することとか、また、サイレン音なんかを使いま

して危険を知らせるというような、そんなことに活用ができるのが非常にいいのではないかと

いうふうに思っております。その他の手段といたしましては、市のメール情報サービスとかツイ

ッター、それからドコモと契約しておりましてエリアメールを導入いたしました。それから、いち

かわケーブルテレビの広報とか、あるいはまた公民館などで張り紙をするなど、そんな方法も

情報発信という形で試みております。さらに、地域の共助、特に自治会だとか民生委員だとか、

そういったいろんな地域の方々の協力をいただきまして、回覧とか伝言とか、そういったことで

緊急情報を知ることのできない方々にも伝えることができるのではないかということで検討し

ておりますし、そういう準備もしております。こういったような多様な緊急情報の発信について

検討しております。引き続きいろんな面で検討したいと思っております。



それから、防災行政無線の増設につきましては、現在本市はアナログ放送での防災行政無

線を使用しておりますことから、近い将来これはデジタル放送にかわるというようなこともあり

ますので、増設については慎重に対応したいというふうに考えております。

それから、防災ラジオの導入についてでございますが、６月定例会でもご提案いただいたり

私ども検討してきておりますが、防災無線ラジオにつきましては、各市で防災無線の周波数

が違うということから、すべて受注生産になるというようなことがわかりました。注文する台数

によって価格が違っておりまして、500台以上の注文でも１台当たり9,000円ぐらいすると言わ

れました。こういった面で、購入に際しましては市民や市の負担額が大きいという価格の問題

がございますし、また、先ほど申しましたように防災行政無線の無線も通じないというような状

況でこういった各家に防災無線のラジオを設置いたしましても、専用アンテナの設置が必要と

なるようなお宅も出てくるのではないかということで、非常に費用負担がかかるという問題も

明らかになりました。また、将来的に、先ほど申しましたけれどもデジタル化にかえるというよ

うなことになりましたら、またこれも使えなくなるのではないかというような、こんなこともありま

す。

このように、防災無線ラジオを導入することにつきましては検討すべき課題が多いということ

で、早急に導入についての結論を出すのは難しいという状況にございます。引き続きこういっ

た問題解決の調査とかほかの機種だとか、そういったことも検討してまいりたいというふうに

思っております。

次に、高層住宅用の災害時の活動マニュアルの作成でございますが、東日本大震災の影

響で多くのマンション自治会や管理組合で防災の意識が高まってきたことから、独自に高層

住宅の災害時の活動マニュアルを作成する動きが出ておりまして、幾つかのマンションでは

実際に独自の活動マニュアルを作成したということも聞いております。市では、市内に多くの

集合住宅がありますので、戸建て住宅と災害時の活動において違う面も多々ありますので、

先進自治体を参考にいたしまして高層住宅用の災害時活動マニュアル策定の手引きを作成

してまいりたいと考えております。

それから、雨水小型貯留槽の防火活動への利用でございますが、雨水の有効利用を目的

といたしまして 23 年３月末で現在 358 カ所に設置されているというふうに報告されておりまし

て、日常生活の中で植木や散水、洗車などに使用しているというふうになっております。この

雨水小型貯留槽を消火活動に利用できないかということでございますが、水をためるタンクの

容量が小さいとか、それから取り出し口が蛇口になっていてどんどん出ないとか、そういった

消火活動に適した構造にはなっていないというようなことも認識しております。ほかに、日ごろ

からほかにその水を活用していれば肝心なときにその水がないのではないか、そんな問題も

ありますが、そこに水があるということについては、初期消火用水として利用方法を考えれば

活用できるのではないかというふうに考えておりますので、担当する部署とも今後活用できる

方法について協議をしたいと思っております。

以上です。



発言者：中村義雄議員

お伺いいたしました。１点目、２点目については、デジタル化が将来見込まれるということで

慎重であるとか、そのほかにもいろいろと各議員から提案があったことについて、できるもの

からやっていただいていると。３点目の高層住宅震災時活動マニュアル策定の手引きというこ

とで、その手引きということになりますけれども、行徳のほうでも近くで既にそういう独自に作

成しているマンションがあると。そういった中で、本市としても作成していただけるというご答弁

をいただきました。大変にありがとうございます。そして４点目の雨水小型貯留施設ということ

で、本来の目的そのものが初期消火ということではないんですけれども、せっかくそういった

市の助成事業に乗っかってそういった施設を設置しているわけですから、そういった今の防

災意識の高まりの中で、そういった初期消火にも使えるんだよということで、それはまたこの

事業が広まっていくきっかけにもなるのかなと思いますので、そういったことでございます。こ

の件については結構でございます。

では、次に移ります。次は津波対策について、津波対策に係る本市の現在の検討状況につ

いてお伺いいたします。

発言者：本島 彰危機管理監

市の津波対策でございますが、津波対策につきましては、国の中央防災会議の中間報告

が発表されましたけれども、津波対応の方針が示されただけで具体的な、市川については津

波の高さがどのくらいになるんだというような、そういった想定がまだされておりませんので、

現状では津波対策について市の地域防災計画を変更するというような、その状況にはまだ至

っておりません。今後、具体的な津波の高さなどの想定が、県も挙げて検討されて示されると

思いますので、それを受けまして避難計画などを検討し、地域防災計画を修正するというふう

にしたいと思っております。しかし、国、県の方針が示されておりませんけれども、市といたし

ましては過去の津波で、これは先ほど中央防災会議の方針でも過去の津波を参考にしなさ

いというようなこともありましたので、私どもといたしましては市川での過去の事例で元禄地震

で発生した津波が２メートルから３メートルと言われておりますので、そういったものを参考に

いたしまして、堅固なかたい建物で３階以上に避難できる施設、大体６メートルあるいは 10 メ

ートル近くの避難ができそうな、３階以上に避難できる施設を避難ビルといたしまして、これま

でニッケコルトンプラザとかイオン市川妙典店とか、また新たにユニディ行徳店やコーナン原

木店のご理解をいただきまして協定を結ぶというような、そんな段階まで来ております。その

ほかにも、保育園や幼稚園の園児がすぐ逃げられるような園の周辺のマンションについても

避難ビルとして利用させていただけるように今お願いしているような、そんな状況でございま



す。

以上です。

発言者：中村義雄議員

お伺いいたしました。再質問ということで、当初は、市はこれまで津波の甚大な被害は考え

づらいと消極的な姿勢だなというふうに申し上げたかったのですが、今のご答弁を聞くと決し

てそういうことではなくて、国の方針がまだ明確になっていない中、元禄地震という過去の実

例を参考にして対策を粛々と講じられているということで、その点については本当に高く評価

をさせていただきたいと思います。

直近の読売新聞の記事なんですけれども、その記事によると、東京湾は湾口が狭く、外洋

から津波が押し寄せても波のエネルギーは湾内に広がって減衰する。東京都では、都の地

域防災計画が想定する津波の波の高さは２メートル以下、湾岸地区の堤防は満潮時より４メ

ートルから６メートル程度高いため、都は十分な余裕があるとして津波による浸水被害を想定

してこなかったとあります。本市にマッチした津波対策を考えるときに、次の３つの視点が必

要だと私は考えます。

１点目は、震源地によって津波が高まるとする見方についてどう考えるかとの視点です。こ

れも読売新聞の記事ですが、元東大講師で津波研究家の方が、湾北部が震源だと、海底の

断層によっては３メートル程度の津波もあり得るとのことです。

２点目は、堤防の強度の視点です。今回の震災で、荒川では堤防の一部に細かいひび割

れが発生、河川敷などには液状化の跡も見つかった。国土交通省荒川下流河川事務所は、

堤防の機能に影響する被害は発生しなかったとしているが、同事務所のボーリング調査など

から、首都直下地震などが発生した場合、堤防が最大２メートル沈下する可能性があるとい

うふうに載っております。実際に江戸川区に近い千葉県浦安市の境川では、堤防付近で液状

化によると見られる被害が実際に出ています。

３点目について、堤防のそば、海抜の低い場所を避難場所にしている地域の避難体制、避

難経路などソフト面の対策はしっかりと講じられているかとの視点です。例えば広尾防災公園

は、堤防決壊時には避難場所にはなり得ないと思います。国、県、沿岸部自治体における検

討の進捗を注視するところも当然あると思いますけれども、震源地によって津波の高さが変

わり得るということ、堤防の液状化発生の可能性や強度の確認、堤防のそば、海抜の低い場

所を避難場所にしている地域の避難体制、避難経路などソフト面の対策等の視点に立った津

波対策をさらに検討に加えていただきたいと考えますが、見解をお伺いいたします。

発言者：本島 彰危機管理監



地震によりまして液状化等で堤防が決壊されるのではないかという、私どもも危惧しており

まして、江戸川から旧江戸川、そういった堤防の管理をしております国や県にも確認をしてお

りまして、対策についてどういう状況かということを確認しております。今回の震災では、江戸

川の市川市区間の堤防に破砕箇所が４カ所発見されたそうです。一方、旧江戸川の市川市

の区間では被害は発生しなかったというふうに報告を聞いております。また、耐震対策につき

ましては、江戸川では平成７年度から平成８年度にかけて対策工事を実施していることから、

現在の基準で評価しますと、地震後においても一部破砕されたところがあったとしても、河川

の流水が堤防を越えてあふれるというようなことはないというふうに確認されたというふうに聞

いております。いずれにいたしましても、３月 11 日の大震災に伴いまして、国において河川堤

防の液状化に係る調査、液状化対策マニュアルの検討を進めているということでございます

ので、管轄する国や千葉県などの動向を注視して、必要に応じては対策についての要望もし

なきゃいけないというふうに思っておりますが、とりあえず注視してまいりたいというふうに思っ

ております。

以上です。

発言者：中村義雄議員

お伺いいたしました。今ご答弁の中で、本市としても国や県に耐震の部分とか液状化の部

分とか、そういったものを確認、また要望をしていくことを検討していきたいというようなご答弁

をいただきました。水害を含めて河川沿い、海岸に近い住居の本市の市民の不安解消のた

めに、ソフトやハード両面からの対策を引き続き進めていただきますようよろしくお願い申し上

げます。この件については結構でございます。

次に、防災訓練についてお伺いいたします。

私は、先日広尾防災公園で行われました南行徳自治会連合会の防災訓練に参加いたしま

した。その中で、参加者の中から広尾防災公園は江戸川沿いにあると、津波を想定した避難

訓練もあっていいのではないかという声をいただきました。私は全くもうごもっともな意見だと

いうふうに思いました。先順位者の答弁で、最近自治会の実践訓練が進んできているという

ことでございました。自治会がその地域に合った実践訓練をさらに取り入れやすくなるように、

より行政が支援すべきと考えますが、見解を伺います。

また、先日国府台の根本自治会では、消火栓を実際に使用した訓練を行ったと伺いました。

他自治体でも行っているとのことであります。今後の防災訓練に取り入れる考えはあるか、見

解を伺います。お願いいたします。

発言者：本島 彰危機管理監



防災訓練でございますが、３月 11 日の大震災以降、市内で防災訓練が非常に活発になっ

ておりますし、それから今ご質問者もありましたように、実践的な訓練を取り入れたいというよ

うな形の自治会や連合自治会が多くなりました。ご質問にありました津波を想定した避難訓

練につきましては、今年度それをやったというところはまだありませんが、次年度以降、津波

の高さも想定できるでしょうし、津波についての避難方法についてももう少し検討を私どもした

いと思っておりますので、そういったものに基づきまして、地域性を考慮した防災訓練の中で

津波避難についての訓練も取り入れていただけるように提案してまいりたいと思っております。

それから、消火栓を使用した防災訓練でございますが、大地震によりまして広い範囲で火

災が発生した場合には、人的・物的被害は大変大きく、また、せっかく建物を耐震化したとし

ても火災による延焼被災となる不安も市民の方には多いというふうに思われます。消防活動

が開始される前の初期消火が地元の方々の力で実践できるようになれば大変心強いものと

思っております。自治会での初期消火活動が実現できるよう、今後積極的に働きかけていき

たいと考えております。最近、自治会といたしましても初期消火活動として消火栓や防火水槽

を地域で活用できないかとの照会がありますので、これは実現できれば非常にありがたいと

いうふうに思っております。

発言者：角来秀一消防局長

私からは、実際に消火栓を使用した訓練を防災訓練に取り入れることについてのご質問に

お答えいたします。消火栓を使用した訓練についてでございますが、これは道路などに設置

してあります消火栓に直接消防用のホースを結合しまして、その消火栓自体の圧力を利用し

まして放水を行うものでございます。ご質問者がおっしゃいますように、既にこのような訓練を

行っている自治会があると聞いておりまして、防災訓練等の場において防災から減災へつな

げるための自助、共助による初期対応を図る上では非常に有効なものであると考えておりま

す。ただ、消火栓はほとんどが道路上にありますことから、訓練を行う際に、自治会の方が行

う際にも安全確保の問題、それからまた訓練資機材の問題、また道路を使用したり水を使用

したりいたしますことから、関係各機関との調整なども必要となりますので、いつでもどこでも

というわけにはまいりませんけれども、先ほど申し上げましたように初期消火という観点から

は有効であると認識しておりますので、今後防災訓練を所管しております関係課と協議調整

いたしまして、訓練の１つとして導入に向けて検討をしてまいりたいと考えております。

なお、現段階でこのような訓練を希望する自治会等がございましたら、消防局側が選定した

消火栓を使用して、安全面を配慮した上で訓練を行うことは可能かと思っております。

以上でございます。

発言者：中村義雄議員



お伺いいたしました。共助の部分ということで、今後積極的に進めていただけるということで

あります。大変にありがとうございます。また、自治会とかがこういった方策はどうかとか、こう

いった訓練の方法をやってみたいとか、そういったことが、意外とラフな議論になりますけれど

も、そういったことがいい議論に昇華していくこともあり得るかと思いますので、引き続きよろし

くお願い申し上げます。

では、次に移ります。危機管理体制のあり方についてお伺いいたします。

放射線対策担当室も設置されましたけれども、本市における危機管理体制の指揮命令系

統の仕組みについてお伺いいたします。

発言者：本島 彰危機管理監

本市の指揮命令系統の仕組みでございますが、大災害が起こったときには、素早く市長を

本部長とした災害対策本部が設置されまして、市長である本部長に危機管理監が補佐をい

たしまして、副市長や各部長がメンバーの災害対策本部会議を開催いたしまして、そこで災

害対応方針を決定し、必要な司令を発令をするということになっております。その司令を受け

まして、災害対応事務局や５つの対応本部組織が行動するという、市長が頂点となった命令

系統の組織計画になっております。これは地震だけではなくて、台風などの災害の兆候があ

る場合には、事前に危機管理監が市長の指示命令を受けながら各部に必要な対応を指示し

行動をとるという命令系統の組織にもなっております。

以上です。

発言者：中村義雄議員

伺いました。本市の危機管理体制について、先順位者への答弁ございましたけれども、職

員の意識改革を行っているとか、また本市の今後の危機管理体制の再構築に当たってトップ

の判断を的確に現場まで速やかに届くようにするよう検討しているというような答弁があった

というふうに思います。私は本市の危機管理体制については、先ほどもご答弁ありましたが、

市長と直結したトップがしっかりした形の危機管理体制がやはり適するというふうに考えてい

ます。トップの判断を的確に現場まで速やかに届けるようにすることを実現するためには、危

機管理に必要な知識とノウハウを蓄積した危機管理専門家の育成を進めるべきだと考えて

います。危機管理の実効を上げるためには、一定の期間危機管理の分野で経験を積み、専

門性を涵養することが必要不可欠だと思います。本市に常勤の危機管理専門家も既におり

ますけれども、そういった方を確保、また今後育成して、本市の職員においても数年で異動さ

せるということではなくて、例えば税務セクションの職員のように長期間危機管理の分野で専

門性を涵養できる体制を構築すべきと考えます。総務部門の危機管理課及び新設の放射線



対策室の職員の在籍期間、異動のサイクルについてどのように考えていらっしゃるのかを含

めて見解をお伺いいたします。

発言者：本島 彰危機管理監

危機管理の分野での専門性を涵養できる体制でございますが、現在危機管理の専門性を

かんがみまして、自衛隊出身者を任期つき職員として採用して、危機に際しての専門的な指

導やアドバイスを受けているのが今の現状でございます。さらに、職員には危機管理の専門

的な知識が必要なことから、防災関係の講習会や研修会へ多く参加させておりますし、さらに

は無線免許など必要な免許取得の費用を助成するなどして力をつけさせております。また、

外部の講師を呼んで危機管理に関する図上訓練や実地訓練などの各所の訓練も行っており

まして、職員の専門性を高めております。さらには、職員は通常在籍５年間以上が人事異動

の対象となりますが、専門性によってはさらに長い期間在籍するような人事異動が行われて

おりますし、また、危機管理課の中では必要な専門知識や危機管理意識を取得させています

し、異動した後にも異動先で職場の危機管理体制に役立てるなど、危機管理課で培った危機

管理の知識や能力が発揮できて、それが全庁的な危機管理意識の向上につながるような、

そういった面での異動した職員との連携も密にして、よりよい体制づくりを心がけていきたいと

いうふうに思っております。

以上です。

発言者：中村義雄議員

答弁ありがとうございます。やはりこういった専門性を持つ方、また職員の意識改革というこ

とで、これが今後もしかしたら起こり得るであろう災害のときには、本当にこの本市の市民の

財産、生命を守る中心になる方々になるということを期待していきたいと思っております。

では、次に今般の放射能対策担当室も、その危機管理の流れの中で市長のリーダーシップ

によって設置されたというふうに伺っておりまして、大変すばらしいことだというふうに私は思

っております。今後、さらに危機管理体制の再構築において市長のリーダーシップを発揮して

いただきたいと思いますが、市長のお考えをお聞かせください。お願いいたします。

発言者：本島 彰危機管理監

市長のリーダーシップにつきましては、今回の地震のときでも、３・11 の地震のときでも、市

民の生命、財産、身体を守るという決意のもとで、陣頭指揮を市長みずから行っていただきま



して、状況の変化によっては頻繁に打ち合わせを行ったり、市長みずから指示をされたりとか、

そういうふうなことが行われまして、初期対応はもちろん、乳幼児へペットボトルを配布する、

そういった判断につきましても市長の強いリーダーシップのもとで初期対応については十分

対応できたものと思っております。今回の放射能対策担当室の新設につきましても、市長の

リーダーシップのもとに組織を一元化して対応しようというあらわれだというふうに我々は理解

しております。市長のリーダーシップをいかんなく発揮していただくためにも、私どもが状況を

迅速に正確に市長に報告をするという、そういった心構えを日ごろから持っておかないといけ

ないと思いますし、市長の適切な指示を受けて全庁的な対応ができるように日ごろから職員

の危機管理意識も高めておかなきゃいけないというふうな、そんなふうに私どもも思っており

ます。

以上です。

発言者：中村義雄議員

危機管理監のかわってのご答弁、大変にありがとうございます。では、このテーマについて

は以上で結構でございます。

では、続きまして財政面から見た市の教育・福祉施策の現状と今後の課題についてお伺い

いたします。

本市の財政の現状について、経常収支比率が上昇し、新たな財政需要に振り向ける財源

が減少しているというふうに財政部のほうに記述があります。時代に合った施策を拡充してい

くことは必要であるというふうに認識はしていますが、そのための予算を捻出するために、公

立幼稚園の廃園や第３子保育料無料化の所得制限など、福祉や教育分野等の予算を削減

していないでしょうか。福祉や教育分野の予算措置に係る財政当局の基本的考え方、これま

での予算額がどのように推移してきたか、そして今後予算が拡大していくものと認識していま

すが、どのような課題や問題点があると認識しているか、見解を伺います。

発言者：川上親徳財政部長

初めに、必要な予算を捻出するために福祉や教育分野などの予算を削減していないかとい

うようなことですけれども、予算編成の指標について少しご説明します。予算編成を行うに当

たりましては、部局ごとに予算を配分する枠配分方式や、予算要求の上限額を設定するキャ

ップ制など幾つかの手法がございますが、本市では行政経営意識を徹底し部局の裁量によ

り事業の見直しなどを行うことをねらいとして、予算編成権を一部部局単位に移譲しまして一

定の規模の予算を配分する枠配分方式をとってまいりましたけれども、この平成23年度当初

予算からは事業１件ごとずつ予算を査定する１件審査方式という形に変えております。この１



件審査方式では、各所管部局から予算要求をいただいたすべての経費に対し１件ごとに査

定を行うものでございまして、関係部局とのヒアリングを重ね、１つ１つの経費を積み上げて

いく方式でございます。ということで、決してどこかの特定の予算を多く削減して必要な経費を

捻出するよというようなものではございません。予算編成に当たりましては、事業ごとに過去

の実績や契約状況、来年度の特殊要因に加え、経費の必要性や緊急性などを踏まえまして

総合的に判断しているところでございます。その中でも、福祉分野にあっては利用者のサー

ビスの低下や後退を招かないよう、また教育分野にあっては児童生徒１人当たりの経費が減

少することのないよう心がけているものでございます。

いずれにいたしましても、現況の厳しい財政状況の中ではありますが、限りある財源を有効

に活用し、新年度の重点施策として挙げております安心な町、快適な町、活力のある町の施

策事業に優先的、重点的に予算配分ができるように精査いたしまして、収支のバランスを図

ってまいりたいと考えております。

次に、福祉や教育分野の予算措置にかかわる基本的な考え方ということですが、私ども地

方公共団体は基礎的自治体として市民の日常生活に密着した仕事を幅広く担当しておりまし

て、揺りかごから墓場までというようなことが言われますが、市民生活のすべてに直結したサ

ービスを提供しているものでございます。この中でも特に福祉分野にかかわる予算について

は、急激に進行します超高齢化社会と少子化に伴い、高齢化福祉施策や保育行政などにお

いてますます財政需要が増大している状況でございます。また、教育にかかわる予算につき

ましては、この将来の厳しい社会を支えていくための人材を育成する未来に対する投資であ

るというふうに考えております。どれも重要な予算であると認識しているところでございます。

しかしながら、今後の財政状況を見ますと、歳入は伸びず歳出が増加していくという非常に厳

しい状況になっていくわけでございますけれども、このような中、必要な事業に必要な経費を

予算措置するということを基本といたしまして予算編成を行い、質の高い行政サービスを提供

できるようにしてまいりたいというふうに考えております。

次に、福祉や教育に係るこれまでの予算額の推移についてですけれども、本市の過去３年

間の民生費及び教育費の当初予算額を見てみますと、初めに、民生費におきましては、21

年度は前年度と比べ 4.9％増の 373 億 6,200 万円、それから 22 年度は同様に 24.4％増の

464 億 8,600 万円、23 年度では 8.7％増の 505 億 4,900 万円となっております。このように、

年々右肩上がりで増加している状況でございまして、これは生活保護扶助費や私立保育園

保育委託料あるいは子ども手当、障害者扶助費などの増が主な要因となっております。これ

は、10 年前の平成 14 年度の当初予算、これは 253 億 4,700 万円と比べますと 23 年度の民

生費の当初予算額は約２倍となっております。また、教育費における当初予算の推移ですけ

れども、21 年度は前年度と比べ 4.0％増の 134 億 9,200 万円、22 年度は 13.9％増の 153 億

6,300 万円、23 年度では 5.2％減の 145 億 7,100 万円となっております。教育費につきまして

は、年度ごとに増減が見られるところでございますけれども、これは現在小中学校の耐震改

修事業を進めておりまして、年度によって予算計上する学校数が異なる関係から大きく予算



額が変化するものでございます。10 年前の平成 14 年度の当初予算 138 億 2,900 万円と比

べますと、23 年度の教育費の当初予算は７億 4,200 万円、5.4％の増となっております。

最後に、これからの福祉や教育に関する予算における課題や問題ということですけれども、

まず、福祉にかかわる予算、特に民生費で申し上げますと、保育園の待機児童を解消するた

めの施策、あるいは子育て支援に対する環境の整備、さらには高齢者や障害者の増に伴い、

通所及び入所施設などの整備充実を図っていくことなどが重要な課題であるというふうに認

識しております。また、教育費では子供たちの安全を確保するため、小中学校の耐震改修事

業を計画的に進めることや、国の制度改正に伴う少人数学級制度の拡大への対応、また放

課後保育クラブや図書館の充実などハード及びソフト両面の対応を図り、教育環境の充実と

質の向上に努めていくことが今後の課題であると認識しております。

これら福祉及び教育分野におきましては多くの事業費が見込まれるわけでございますけれ

ども、それに伴う本市の一般財源の負担も多額に上ることが推測されます。そのような中から、

特定財源を含めまして事業費に見合う財源をいかに確保できるかが今後の大きな課題であ

るというふうに認識しているところでございます。

以上です。

発言者：中村義雄議員

ご答弁ありがとうございました。そういった中で、今後持続可能な市の財政運営をしていくこ

とが大変重要であるというふうに考えておりますが、本市の財政状況を見ると起債の余力は

あるのかなというふうに考えております。一方で、今後下水道の整備とか新庁舎、そういった

今後将来的に大きな負担が生じることが想定されております。そういった財政の見通しも含め

て、やはり今３年間の中期財政見通しというような形でおつくりされていますけれども、やはり

そういった将来的に負担がふえたりするということが想定される中においては、やはり 10 年

程度長期の財政見通しが必要と考えておりますが、端的にご説明をお願いいたします。

発言者：川上親徳財政部長

10 年程度の長期財政見通しが必要ではないかということでございます。確かにこういうもの

が的確にできれば、私も本当に必要だとは思っておりますが、ただ、現在のこの状況を見て

みますと、この先の国政、国の政治ですね。あるいは経済情勢、景気の動向が国内の変動

はもとより国際的な動きの中でも大きく変化してしまうような情勢下にありまして、長期的に見

通すことが非常に困難な状況になっております。さらに、現在国で進めております社会保障税

一体改革に伴います私ども自治体への影響も大きく波及することが予測されるところでござ

います。このようなことから、10 年先の財政見通しは歳入歳出予算ともに推計しづらく、仮に



策定いたしましたとしても、実態の財政状況とは大きく乖離するおそれが生じ、精度が低いも

のになってしまうのではないかと考えております。こうしたことを考え合わせますと、当面は現

行の３年で毎年ローリングを行い、精度の高い中期財政見通しを作成し、公表していきたいと

いうふ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

ご答弁ありがとうございました。今後市民がより財政民主主義の進化といいますか、市民が

財政についてしっかり参画していくということを考えると、やはり将来の財政状況が市民にわ

かるということは大事だと思いますし、また、その将来の財政状況を推計するような技術とい

うものも、今よりも精度を上げることはできるのではないかなというふうに私は考えております。

この件については以上で結構であります。

では、次のテーマに移らせていただきます。少人数学習の状況についてでございます。

昨今、学校では個に応じた指導などの充実が求められて、それに伴い児童生徒に対しでき

るだけ少人数の単位で指導に当たる教育が推進されています。少人数で学習を行う手段や

形態として、少人数指導や少人数学級がありますが、本市での少人数学習の取り組み状況

を端的にご説明ください。

発言者：古山弘志学校教育部長

少人数での学習につきましてご説明いたします。

まず、１つの学級を複数の教職員で指導に当たる、いわゆる少人数指導がございます。こ

の形態では、１学級の授業において複数の教職員が同時に指導に当たるティームティーチン

グと呼ばれる指導と、学級の児童生徒を習熟度別や課題別等に分け、教職員１人当たりの

受け持つ人数を少数にして指導を行う場合などがございます。さらに、少人数学級と言われ

ております１学級の児童生徒数を少人数とする学級編制でも同様の学習効果がございます。

この少人数指導及び少人数学級ともども、きめ細かな指導の充実を目指し少人数での学習

を展開するといった点では共通するところでございます。これらの少人数学習推進のために、

担任以外で配置される県費負担教職員といたしまして、少人数指導のための加配、また少人

数学級のための加配という名称で加配措置されております。なお、学級編制の弾力的な運用

に当たりましては、少人数学級のための加配をもって充てることとなります。一方、市費で配

置しております少人数学習等担当補助教員は、主に少人数指導のために配置しているもの

で、学級担任に充てることはできません。本市では、これら県からの加配教員と市費による補

助教員の双方を各校に配置し、各学校では学校実情等に合わせ少人数学習の推進に努め



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

お伺いいたしました。現在、本市においては小学２年生では県の弾力ということで 35 人とい

うことでありますが、次年度以降も先行した県の弾力が実施されるということがやはり大事か

と思っておりまして、そのことを要望いたします。少人数学級推進に係る進捗状況、今どのよ

うになっているのか。また、次年度の３年生で 38 人弾力のままで、新３年生が来年４月に入

学した場合、本市における学級の増減の見通しはどのようになっているかお伺いいたします。

発言者：古山弘志学校教育部長

初めに、国が進めております公立小中学校の少人数学級推進計画でございますが、ご承

知のように平成22年８月に文部科学省より出された計画でございます。小学校では、平成23

年度を１、２年生、平成 24 年度には３年生、それ以降も学年を進行させ、平成 27 年度には６

年生までの全学年を35人学級にする。さらに、平成29年度、30年度の２カ年で小学１年生、

２年生を 30 人編制にしていくという計画でございます。中学校では、平成 26 年度の１年生か

ら始め平成 28 年度までに３年生まで全学年を 35 人学級にするというものでございます。本

年度は小学校１年生のみが国の財政事情から 35 人学級となっております。県の弾力的な学

級編制の運用につきまして、これは先ほどの国の基準を下回る範囲におきまして、都道府県

で学級編制の人数を変えることができるという法令に基づき、独自に編制基準を定めておる

ものでございますが、小学校において１年生と２年生において 35 人の学級編制にすることが

可能となっております。３年生から６年生におきましても 38 人で学級編制できるようになって

おります。中学校では、同じく１年生は36人、２、３年生は38人で編制できるようになっており

ます。

この弾力的な運用は、少人数学級推進計画を前倒しで行っていると同時に、進級時におけ

る学級への影響を緩和させる目的をあわせ持っております。これは、いわゆる学級解体、クラ

スがえの際、小学校では３年生及び５年生への進級時、中学生では２年生への進級時に行

われるのが一般的でございますが、学級編制の基準に幅を持たせることで学級減が生じる

場合もございます。さらに、小学校では１年生から２年生及び５年生から６年生への進級時に

おきまして、春休み中の児童の転出による学級減が回避できるような弾力的な措置も可能と

なっております。今年度、本市におきまして国の基準や県の弾力的運用により、少人数での

学級編制ができた学年は、小学校では全学年の 24％、中学校では全学年の 13％の学年と

なっております。次年度の学級編制基準につきましては県の弾力的運用も決まっていない状



況でございますが、今年度 10 月１日現在取りまとめた次年度の学級編制で、仮に現在の少

人数学級と同様の弾力的運用となることを想定いたしますと、本市小学校では小学校２年生

から３年生への進級時に14校ほどの学校で学級減となり、それに伴いまして該当校では１学

級当たりの人数が若干増加する見込みでございます。

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。この県の弾力的な運用によって効果がかなり大きく出ているというこ

とがわかりました。１人お子さんが転出をすれば学級数が減ったりする、そういった学校もあ

ります。そういったことで、保護者とか教師の方々がすごくやきもきすると、児童生徒にとって

も生活、学習環境が変わってしまうということで、なるべくならやはり安定しているほうがよろし

いのかなというふうに私は考えております。こういった国の少人数学級の推進計画が、今の

予算上等の理由から当初の計画からおくれているということは大変望ましくないというふうに

考えております。この段階的な計画が狂うと児童生徒に影響を与えることになります。万一国

の計画が狂った場合、市独自で弾力的な運用が可能なのかについて伺うとともに、そして市

のほうからぜひ県のほうに要望していただきたいのが、24 年度の新小学３年生の 35 人弾力、

つまり少人数学級のための教員加配の拡大であります。それに加えて、学年による学級編制

基準の違いにより、進級時における学級減、小学校４年及び６年、中学３年への進級時のク

ラスがえをする際に学級減が生じる問題を解消できるための加配措置について県に強く要望

していただきたいと思いますが、本市の見解をお伺いいたします。

発言者：古山弘志学校教育部長

まず、市独自で学級担任の加配をできないかということでございますが、これにつきまして

は教育公務員特例法などにより、市としては現状ではできないということであります。

それから、県の弾力的な運用を前倒しで進めること、少人数学級のための加配教員の拡大

ということでございますが、これにつきましては、市といたしまして県教育委員会に少人数学

級の早期実現の要望とあわせて強く要望してまいりたいと考えております。また、ご指摘のよ

うに急なクラスがえは学校運営への影響も大きいと認識しておりますので、県教育委員会に、

特に小４、小６、中３時での学級減につきまして、このようなことが生じないように加配措置等

重ねて強く要望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

前向きな答弁、大変ありがとうございました。今後も本市において少人数学習の推進という

ことで、さらに力を加えて推進していただければと思います。

以上で質問を終わります。ありがとうございました。


