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令和４年６月 定例会（第２回）会議録（抜粋） 

◆２３番（小川利枝子君） 公明党を代表して一般質問いたします。 

 「新しい生活様式」、コロナ禍にあって何度となく耳にしたこのフレーズは、私どもがこ

れまで当たり前としていた生活様式を見直す、よい機会となったと言えます。本当にこのや

り方しかないのか、本当に必要なことなのか。この自問自答は、日々の生活を営む中で今も

続いております。 

 本年、公明党は「大衆とともに」との立党精神が示されて６０年の節目を迎えます。今の

当たり前も、昔は誰かの願いでございました。公明党が草創期に訴えた大衆福祉、公害撲滅、

政界浄化といった取組は、やがて全世代型社会保障、地球温暖化対策、政治改革と名を変え

ながら、今や与野党を問わず、国の重要政策に位置づけられております。庶民、大衆の切実

な願いと期待、すなわち衆望を担うのが公明党議員の使命でございます。したがって、市民

の負託を受けた議会の場で、与えられた６０分でどこまで市民の代弁者となり得るかを命題

に、実りある議論のために端的に質問させていただきます。行政におかれましても明瞭な御

答弁をお願いいたします。 

 質問の１点目は、特別な支援を要する児童等への施策についてでございます。 

 行政からは、「またか」と思われることは承知いたしております。しかし、その行政に対

して、これまで私は「まだか」と切り返してまいりました。人からどう思われるかよりも、

目の前で御苦労されている人の幸福をどれだけ真剣に思い行動するか。それを自身に問いな

がら、勇気を振り絞って対話を重ねてまいりました。そのようなやり取りを通して、まだま

だ満足とは言えませんが、宮本市長、そして小熊教育長がリーダーシップを発揮することで、

一歩ずつではあっても前進が見られていることには、一議員として、一市民として心から感

謝申し上げます。 

 お二人は、立場こそ違え、特別な支援を要する児童等の健やかな成長を願うとの思いから、

これまで議会において強い決意を示していただきました。議会を傍聴した保護者は、感涙を

もって言葉の一つ一つをかみしめていたことをお伝えいたします。お二人は、保護者や御家

族、そして何よりも、特別な支援を要する児童等にとってはかけがえのないよりどころでご

ざいます。 

 そこで、年度が改まり、行政の幹部職員の顔ぶれも変わった今、本年度における特別な支

援を要する乳幼児、児童及び生徒への福祉や教育分野における本市の重点施策と意気込みを、

事業や体制、人員など、令和３年度との相違点を踏まえて御答弁願います。 

 質問の２点目は、奏の杜地区開発に伴う児童の増加への対策の一つである谷津南小学校へ

のバス通学についてでございます。 

 まず、これまで大きな問題も事故もなく、児童が安全に、かつ安心して通学できています

ことを地元の議員として評価させていただきます。子どもたちにとって、通学も教育の一環

でございます。教育委員会をはじめ、多くの関係者の御尽力に重ねて感謝の意を表させてい

ただきます。 

 さて、バス通学を利用する児童が右肩上がりとなっている中、さらなる安全・安心策を講

じていく必要がございます。多くの保護者から寄せられた、混雑解消に向けたバスの増便、
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また児童の待機場所の確保など、これらの対策は、毎日目にする光景から自然と湧き起こる

要望でございます。教育委員会としては予想されていた児童の増加であることから、バス通

学の安全安心の確保のため、本年度はどのような対策を講じているのか、具体的に御答弁願

います。 

 質問の最後、３点目は、高齢者の外出支援についてでございます。 

 老いは誰にも訪れます。今から御紹介する市民の訴えは、明日の我が身のはずと考えます。

例えば、谷津地域にお住まいの方には、本市の海浜霊園にお墓をお持ちの方が少なからずお

ります。ある高齢者の方は、毎月の墓参りを楽しみに外出。行きは徒歩と電車、京成津田沼

駅からコミュニティバスを乗り継ぎ、帰りは本市のタクシー券の助成を利用してタクシーで

帰宅。しかし、年々足腰が弱り歩行困難に。往復のタクシー利用は経済的に困難と肩を落と

しております。また、以前は最寄りの谷津駅やバス停、スーパーまで徒歩で１０分、１５分

で行けたのに、今は３０分以上かけなければ歩けない。外出するのが苦痛になった。コロナ

禍で体調を崩し入院、自宅に戻るも車椅子生活に。毎月の通院に介護タクシーを利用するが

高額で、タクシー券の助成だけでは大幅な持ち出し、負担が大きい。８０歳を迎え、やむな

く運転免許証を返納。生活が一変する。サークル、買物、通院など精力的に活動してきたが、

移動が年々困難に。生きがいを奪われているようで悲しい。さらには、非課税世帯とほぼほ

ぼ変わらぬ年収で課税世帯となる高齢者からは、制度のはざまの中で御苦労されながらも恩

恵を受けられない、不公平感を訴える声が増えております。こうした市民の訴えはわがまま

なことなのでしょうか。 

 人生１００年時代、誰もが生きる意欲を持ち、健康で自立した生活を送るには、自ら駅に

足を運び、病院や買物、習い事などに行くといった外出が不可欠であり、高齢者の外出支援

は喫緊の課題であると認識いたしております。私ども公明党習志野市議団は、物価高騰から

市民生活を守る経済対策等に関する要望書を６項目に集約し、５月９日、市長に提出いたし

ました。その中で、地方創生交付金を活用し、現行の高齢者外出支援事業の助成対象の緩和

とタクシー券の増加を図るよう求めました。令和２年定例会での都市環境部長の答弁から、

都市環境部と健康福祉部では勉強会を重ねられていると思われますので、まずは、本市の高

齢者に対する外出支援について、現行と今後の展開について御答弁願います。 

 以上、私の１回目の質問といたします。 

◎市長（宮本泰介君） それでは、小川利枝子議員の一般質問にお答えしてまいります。 

 大きな１番目の特別な支援を要する児童等への施策についての御質問のうち教育委員会

に係る部分についてと、大きな２番目の谷津南小学校へのバス通学についての御質問は、教

育長が答弁いたします。 

 私からは、大きな１番目、特別な支援を要する児童等への施策についてお答えいたします。 

 本市では、令和元年度に習志野市子ども・子育て支援事業計画を策定し、「子どもの健や

かな成長を みんなのやさしさで支えるまち 習志野」の基本理念に基づいて、個々に応じ

た様々な支援を総合的かつ計画的に取り組んでいるところであります。 
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 特別な支援を要する児童等への対応といたしましては、一人一人の状況に応じて計画的な

支援を行うことが重要でありますことから、本市では次の３点に特に力を入れて取り組んで

いるところであります。 

 １点目は、特別な支援を要する児童等への早期発見・早期支援であります。乳幼児健康診

査などにおいて、発育や発達の遅れを可能な限り早期に発見できるよう努めるとともに、支

援が必要なお子さんに対しましては医療機関や障害福祉サービスにつなげるほか、ひまわり

発達相談センターでの相談・指導への円滑な移行を図っているところであります。 

 ２点目は、ライフステージに応じた継続的な支援であります。本市では、就学前に作成し

た乳幼児個別支援計画を就学後の教育へと確実に引き継ぎ、学校卒業後も継続的に子どもに

関する様々な情報を、保護者や本人、そして支援者が共有できるようにライフサポートファ

イルの作成及び活用の支援に取り組んでいるところです。 

 ３点目は、共生社会の実現に向けた取組の推進であります。市民への啓発活動として、今

年度はテレビ広報を活用するほか、障がいによる様々な行動についての理解を深めていただ

くことを目的に、市民団体が市補助金を活用した事業を実施いたします。保育所等におきま

しては、共に育ち合う保育を目指して、ひまわり発達相談センター職員の巡回相談や、こど

も保育課による学級運営の支援に取り組んでいるところであります。 

 本市といたしましては、今後も特別な支援を要する子どもの尊厳が守られ、自立し、社会

に参加できるよう、関係機関の連携により引き続き取り組んでまいります。特に情報共有に

ついてはしっかり取り組んでまいりますので、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、大きな２点目、谷津南小学校へのバス通学についての御質問は、教育長が答

弁いたします。 

 私からの最後、大きな３番目、高齢者の外出支援について、現行と今後の展開についてお

答えいたします。 

 本市では平成２４年７月から、居宅で生活する７５歳以上で市民税非課税の高齢者世帯に

対しまして高齢者外出支援事業を実施しております。これは、自宅に引き籠もらず、気軽に

外出し、健康で自分らしい生活を送っていただくこと、また、経済的負担の軽減を目的とし

て、１世帯当たり１枚５００円のタクシー券を月３枚、年間最大３６枚、１万８,０００円

相当のタクシー運賃の助成を行うものであります。 

 これまでのタクシー券の交付等の状況を申し上げますと、事業が通年ベースとなりました

平成２５年度につきましては、交付世帯数９２５世帯、助成額１,１６１万２,５００円であ

りましたが、令和２年度は、交付世帯数は２,１６３世帯、助成額２,４７１万５,０００円と

なっております。交付世帯数、助成額とも大幅に増加しております。 

 また、本市の高齢化率につきましても、平成２５年度は２１.６％であったところ、令和

２年度は２３.４％となっておりまして、今後も高齢化はますます進展し、高齢者外出支援

事業につきましては、交付世帯数、助成額とも増加し続けることが予想されます。 

 今後につきましては、超高齢社会を迎え、医療、介護等の経費はもとより、生活保護費、

児童福祉費などの社会保障関係経費が増加する一方であり、このような中で高齢者の健康や

生きがい等の施策の充実も重要となってまいりますので、限りある財源の中で、高齢者の声



4 

に耳を傾けるとともに、公平性を考慮した中で、より良い高齢者の外出支援策となるように

見直しを進めてまいります。 

 以上、１回目の私からの答弁でありました。 

◎教育長（小熊隆君） はい。それでは、小川議員からの一般質問、大きな１番目、特別な

支援を要する児童等への施策について、令和４年度における特別な支援を要する乳幼児、児

童及び生徒への福祉や教育分野における本市の重点施策についてお答えをいたします。 

 令和３年９月定例会において、特別支援教育の将来展望について御質問をいただき、特別

支援教育の推進に関して、人材の育成、学校全体としての専門性の向上、体制整備が課題で

あると答弁をいたしました。また、教育委員会会議においても、学校全体の特別支援教育に

関する専門性を底上げする必要があると御意見をいただいたところであります。 

 これらの課題に対して、教育委員会といたしましては、この令和４年４月までに、次の２

点について重点的に取り組んでまいりました。 

 １点目は、特別支援教育の専門性を有する教員の育成であります。特別支援学級の担任に、

今年度は、正規職員として任用されている教員、いわゆる本務者の配置を増やし、計画的な

人材育成と継続的な指導の充実を図っております。 

 ２点目は、特別支援教育全体をコーディネートする人材や体制の整備であります。教育と

福祉などを併せた幅広い観点から、特別支援教育の推進を広くマネジメントできるよう、今

年度、教育及び福祉分野に関する専門性と経験を有する人材を教育委員会に配置し、体制の

整備を図りました。 

 今後は、特別支援学級に配置した本務者や通常学級担任を含めた教員に対して、幅広い視

点から専門性の向上が図れるよう研修体制の整備を行い、人材の育成に取り組んでまいりま

す。また、幼児教育から義務教育終了後までを見据えた切れ目のない支援の充実のためには、

教育とともに福祉分野における専門性などを活用できるよう、これまで以上に連携を図って

まいります。 

 教育委員会といたしましては、児童・生徒や保護者、学校の声を丁寧に受け止め、私自ら

が強いリーダーシップを発揮して、習志野市全体の特別支援教育をより一層推進していく所

存であります。 

 次に、大きな２番目、谷津南小学校へのバス通学について、奏の杜地区から通学する児童

の増加に対して、バス通学の安全安心の確保のため、本年度はどのような対策を講じていく

のかについてお答えをいたします。 

 初めに、バス通学の現状でありますが、令和４年４月１日現在、４１２名の児童が路線バ

スを活用し通学をしております。バスの運行に当たりましては、これまでも、バス運行会社

である京成バス株式会社と運行方法や便数等について協議をしてまいりました。協議の結果、

令和２年度には、ダイヤ改正により、乗車人数の多い午前７時台に３便の増便が行われてお

り、また、令和３年度には７時３０分と８時に臨時便を増便いたしました。このことにより、

児童が多く乗車する時間帯である７時前から８時過ぎに計１３便のバスを利用することが

でき、乗車の分散化を図っております。 
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 なお、乗車定員につきましては、路線バスが約７０名としているところ約５０名で積算を

しており、現在は、コロナ禍を考慮し、４０名程度での乗車を目安としております。安全へ

の配慮といたしましては、安全整理員を配置し、乗車前の整列、バスに同乗して車内での安

全確保や一般客に対する配慮などを継続的に行っております。 

 さらに、今年度から児童の新たな安全対策として、通学時における乗車待機場所の確保を

いたしました。これは、奏の杜三丁目バス停に近接する歯科医院の駐車場約９０平方メート

ルを無償で使用させていただくことができ、午前６時３０分から８時３０分までの２時間、

乗車待機場所として活用させていただいております。バス乗車までの間、児童が１列１５人

ずつ並んで待機し、バス到着後、順次、安全整理員の誘導の下、バスに乗車しております。 

 今後におきましても、運行会社である京成バスと定期的に協議をし、児童が安全にバス通

学ができるよう努めてまいります。 

 以上、私からの１回目の答弁といたします。 

◆２３番（小川利枝子君） はい。市長、教育長、大変にありがとうございました。 

 それでは再質問に移りますが、質問の２点目の谷津南小学校のバス通学につきましては、

ただいまの教育長答弁から、具体的な取組、また今後も運行会社と定期的に協議していく、

この旨を確認できましたので再質問はいたしませんが、通学も教育の一環でございます。決

して手綱を緩めることなく、バス通学をした児童が、将来、本当に楽しかったと明るい思い

出として通学での出来事を語ることができますよう取り組んでいっていただきたいと思っ

ております。今後ともよろしくお願い申し上げます。 

 では、特別な支援を要する児童等への施策について再質問いたします。 

 今、改めて行政の皆様のお顔を拝見いたしますと、やはり変わったと、こういうふうに思

うのが率直な私の印象でございます。市長が常々口にされている適材適所の結果であると理

解いたします。 

 そのような中で、こども部長におかれましては３年目となります。開園当初から特別な支

援を要する乳幼児の受入れ想定をした東習志野こども園での配属経験がございます。現場を

知る管理職として円熟期に入っていると、このように察します。 

 健康福祉部長におかれましては、次長から部長へと昇進でございます。次長としてはもち

ろん、障がい福祉課の配属経験がございますし、障がいのある方に対して幅広く特別な支援

を施されてきていると、そうした経験をお持ちであると察します。 

 最後に学校教育部長でございますが、昨年度までは健康福祉部長で務められておりました。

また過去には、財政部門、そういうことで活躍されるなど、長きにわたりまして市民生活を

行政職として支えてこられている。特別な支援の必要性を多角的に意識されていると察して

おります。 

 そこで、３人の部長にお聞きいたします。先ほど市長及び教育長からは、特別な支援を要

する児童等への施策についてリーダーとしての心強い御答弁をいただきましたが、現場の指

揮官は皆様でございます。こども部長におかれましては、こども園やひまわり発達相談セン

ターなどを所管して、乳幼児から高校生までという幅広い年齢層を対象とする者として、ま

た、健康福祉部長におかれましては、障がい者福祉をつかさどる部署の者として、学校教育
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部長におかれましては、特別支援教育の看板を守り育てる者として、先ほどのお二人のリー

ダーの御答弁を受けて、どのような意気込みを持って具体的な施策展開を予定しているのか、

順にお伺いさせていただきます。 

◎こども部長（小平修君） はい。まず最初に、こども部より御質問にお答えをさせていた

だきます。 

 市長答弁にありました３点の重点施策に対し、部として具体的にどのように取り組むのか

について御説明をさせていただきます。 

 まず１点目の早期発見・早期支援であります。特別な支援を要する子どもの特性や困り感

を早期に発見する機会としては、乳幼児健康診査以外にも、保育所、幼稚園などの就学前施

設からの情報提供、保護者からの相談など様々でございます。これらの気づきを見過ごすこ

となく、乳幼児期などの早期に一人一人の発達段階に応じた支援に結び付けていくことが大

切であると考えております。 

 今年度は、ひまわり発達相談センターの専門的な支援が、生活の場である保育所や学校等

でより生かされるよう、専門職が施設を巡回したり、電話等で子どもの状況を確認し合った

りする機会をより多く設けてまいります。私立保育所や幼稚園等からの巡回希望や相談も近

年増加していることからも、しっかり対応し、公立、私立ともに十分な連携に努めてまいり

ます。 

 ２点目は、継続的な支援であります。特別な支援を要する子どもは、就学や学校卒業後な

ど、生活や支援体制などの環境の変化に大きく影響を受けることが多くあります。本市では、

乳幼児個別支援計画を確実に引き継ぐとともに、市内の幼稚園、保育所等の５歳児担任と小

学校１年生の担任で構成する幼保小関連研修の中で、各小学校区内の支援を要する子どもの

状況や、心配な御家庭についても情報共有することとしております。 

 今年度は、令和元年度より取り組んでいるライフサポートファイルの作成支援と活用をよ

り充実させるため、作成支援講習会を２回開催するとともに、学校や福祉サービス事業所、

医療機関などの相談支援機関に周知を行ってまいります。 

 ３点目は、共生社会の実現でございます。保育所等では、障がいの有無にかかわらず、子

どもたちが互いに育ち合う関係となるよう、同じ学級で学び、生活することとしております。

各保育所等へ、こども保育課指導主事と臨床心理士などが出向き、学校運営についての助

言・指導を先生等に行うことで、支援を要する子ども、その周りの子どもたち、双方にとっ

てより良い環境となるよう努めてまいります。 

 一方、障がいについて広く市民に理解してもらうことも必要であります。今年度は、市民

団体と協働し、保護者による当事者目線でのオリジナルチラシや小冊子の作成、配布などの

啓発に取り組んでまいります。 

 こども部としては、これまでの取組に加え、今回御説明させていただいた重点施策を丁寧

に実行することで、より良い支援に結び付けてまいります。以上でございます。 

◎健康福祉部長（島本博幸君） はい。続きまして、障がい福祉をつかさどります健康福祉

部から御答弁させていただきます。 
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 令和４年度の障がい福祉の施策展開ということでお答えいたします。近年の地域社会にお

けます支援を必要とする方への対応、これは複雑・多様化し、福祉へのニーズは一層拡大し

ているものと認識しております。こうした中、令和４年度の障がい福祉施策の展開につきま

しては、次の３点に重点を置き取り組んでまいります。 

 １点目は、次期障がい者基本計画策定に向けた取組であります。令和６年度からスタート

します第５期障がい者基本計画の策定に向けまして、第三者委員で構成する習志野市障がい

者基本計画等策定委員会を設置し、現行の計画の総括を行っていくとともに、障がいのある

方や御家族などの生の声を把握すべく実態調査を実施し、次期計画に位置づけます骨子、こ

の検討を深めてまいります。 

 ２点目は、障がいのある人への理解促進の取組であります。今年度はテレビ広報を作成し、

インターネットを介して動画視聴を可能とするとともに、職員への研修としまして、色の識

別が困難な方に対しても見やすく分かりやすい色彩表現を学ぶカラーユニバーサルデザイ

ン研修、そして、市内事業者等に対しまして障害者差別解消法の啓発等を実施してまいりま

す。 

 ３点目は、支援を必要とするお子さんへの取組であります。発達の課題などの早期発見・

早期支援につきましては、母子保健法に基づきます妊娠届や転入時から始まる母子保健の切

れ目ない支援体制の下、地区担当保健師が発育、発達、養育面について継続支援するととも

に、各機関と連携し、今年度も個々の状況に合わせた丁寧な支援に努めてまいります。 

 これらに取り組むとともに、日頃からの支援が必要な人に寄り添った相談対応によりまし

て福祉サービス等の支援につながるように、また、障がいのある人に対する理解をより深め

るため、これまでの障がい者週間等の継続した啓発事業について、引き続き市民目線で検討

をしてまいります。さらに、本年１月には、庁内の障がい福祉施策について、これまで以上

の連携を図るため、私ども健康福祉部とこども部、学校教育部の部長以下、関係職員による

障がい福祉推進・連携３部会議を設置し、開催をしたところであります。その中で、３部に

よる連携強化という点について改めて確認をいたしました。 

 「私たちが目指すのは、障がいのある人もない人も、誰もが当たり前に心を通わせ、理解

し合える住みやすい社会である」。この（通称）習志野市心が通うまちづくり条例の前文の

冒頭にあるように、本市におけます共生社会の実現のため、関係機関と連携し、支援を必要

とする人に寄り添った取組となるべく、鋭意取り組んでまいります。以上です。 

◎学校教育部長（菅原優君） はい。私からは、特別支援教育の推進につきまして、今年度

の具体的な取組に関して、人材の育成、専門性の向上、体制整備の３点につきまして答弁さ

せていただきます。 

 まず１点目、人材の育成であります。各学校には、特別支援学級と通常学級、また、学校

と関係諸機関との調整役として特別支援教育コーディネーターを配置しております。この特

別支援教育コーディネーターは特別支援学級の担任のみが担うことが多かったことから、通

常学級を含めた学校全体を広く見渡した上での連携が十分に進められていない状況があり

ましたので、今年度は、通常学級の担任や管理職など複数名を配置することとし、校内で幅

広い連携を通じて、特別支援教育推進の中心となる人材の育成に取り組んでおります。 
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 ２点目は、学校全体としての専門性の向上であります。正規職員として任用されている、

いわゆる本務者の配置による継続的な支援や、通常学級担任の積極的な参画を進めるととも

に、専門性の向上に向けた研修体制のさらなる改善が必要となります。そこで今年度から、

通常学級の担任を対象といたしまして、今後の特別支援教育の核となる人材を育成すること

を目的とした特別支援教育基礎研修を新たに設定して取り組んでいるところであります。こ

の特別支援教育基礎研修と特別支援教育コーディネーター研修に関しましては、各学校から

１名を推薦して受講するようにしております。 

 今後は、各学校及び市全体での特別支援教育に関する専門性の向上のため、研修の受講履

歴を把握して、人材の計画的な育成へつなげてまいります。 

 ３点目は、特別支援教育全体をマネジメントする体制整備であります。児童・生徒や家庭

を取り巻く環境がさらに多様化、複雑化することが想定される今日におきまして、教育委員

会や学校には、教育や福祉分野などに関して、これまで以上に専門性と幅広い連携が必要と

なります。そこで今年度、学校現場と教育行政を広くマネジメントできる人材を教育委員会

に配置し、各部との情報共有の在り方や研修の系統性などに関して積極的に改善を図ってい

るところであります。 

 今後は、本市における特別支援教育の目標と、その実現に向けた施策などの計画の立案に

おいて、各部との情報共有や連携をより円滑に図り、特別支援教育の推進のための体制整備

を進めてまいります。 

 教育委員会といたしましては、児童・生徒の自立に向けて、重点施策に一つずつ着実に取

り組み、その成果と課題を検討しながら、特別支援教育をより一層推進してまいります。以

上でございます。 

◆２３番（小川利枝子君） はい。ありがとうございました。リーダーと現場の指揮官が同

じ方向に向いていると、そのようなことを確認できました。ありがとうございます。今挙げ

られました合計９つの重点項目につきましては、しっかりと脳裏に焼き付けさせていただき

ましたので、よろしくお願いしたいと思っております。 

 欲を申せば、まだまだ頑張っていただきたいことはたくさんあるんですけれども、その中

で、とても重要になるこの早期発見、このことにつきましては、時間がございませんのであ

まり多く申し上げませんけど、こども部につきましては、専門職に頼るだけではない、現場

を担う教職員の研修、ここにまた力を入れていただきたいということと、それから、発見の

機会として貴重な場である健診の充実、そして、その中でも特に以前より要望させていただ

いております５歳児健診、この検討をぜひお願いしたいと思っております。就学前の１年間、

この重要性については、前回、真船議員が親御さんの不安感やニーズの高まり、これについ

てただしたとおりでございます。また、学校教育部長の御答弁から、以前も度々、この議会

で取り上げさせていただきましたけども、就学支援委員会の運営等の見直し、この辺をしっ

かりとまた御検討いただきたいと思っております。 

 いずれにいたしましても、この合計、まずはこの９項目を有言実行で取り組んでいただく

ことを強く強く要望をいたします。今後適時、進捗状況につきましては確認させていただき

ますので、よろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。 
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 最後に、高齢者の外出支援について再質問させていただきます。 

 冒頭での繰り返しになりますが、最初に確認しておきたいことは、先ほど御紹介させてい

ただいた事例ですね。高齢者や御家族の声、これはわがままということで済ませてよいもの

なのかどうかということでございます。私ども公明党は、今日的な、そして将来にわたって

行政が担っていく重要課題であると、このように捉えております。そこで、本市の高齢化率

の推移と予測及び高齢者世帯の実態を踏まえ、高齢者の外出支援の需要について見解をお伺

いいたします。 

◎健康福祉部長（島本博幸君） はい。お答えいたします。本市の高齢化率の推移、予測、

そして高齢者世帯の実態ということのお答えをいたします。 

 まず、本市の高齢化率でありますけども、介護保険制度創設当初の平成１２年度は、人口

１５万１,５８２人に対しまして高齢者１万９,４２４人で、高齢化率は１２.８％でありまし

た。それが令和２年度では、人口１７万５,３０１人に対しまして高齢者４万１,０５８人で、

２３.４％と増加しております。 

 今後の予測につきましては、習志野市光輝く高齢者未来計画２０２１において、令和７年

度では２４.１％、今後、団塊ジュニアと呼ばれる世代が高齢者となる令和２２年度には３

０.２％に達するものと見込んでいるところでございます。 

 また、高齢者世帯の状況につきましては、年々、単身世帯、あるいは２人世帯の増加が顕

著になっておりまして、平成１２年度につきましては、単身世帯数と２人世帯合わせまして

６,５８３世帯で１０.８％でありましたが、令和２年では１万５,２８２世帯、１９.３％と

なり、令和７年は１万６,８８３世帯、２２.１％、令和２２年では２万５５５世帯、２７.

７％と、ますます増加していくものと予測しております。 

 このように、本市の高齢化率、高齢者世帯の状況、ともに緩やかではありますが増加傾向

にあり、高齢化が着実に進展していく状況におきまして、高齢者施策の一つとして外出支援

施策、これはますます重要となってくるものと考えております。以上です。 

◆２３番（小川利枝子君） はい。ありがとうございます。老いは誰にも訪れるものでござ

います。我が身のこととして、足腰が弱まり、また運転免許を返納して、子どもも独立し、

伴侶に先立たれたとき、買物にも行けない、こういう自分を想像できますでしょうか。それ

は、１日８,０００歩は歩きましょう、健康維持のために出かけましょうといった、以前の

生活を営む上での最低限の願いであると思います。行政が手を差し伸べるべき案件ではない

でしょうか。 

 そこで、近隣自治体ではどのような施策を展開しているのか、お伺いいたします。 

◎健康福祉部長（島本博幸君） はい。県内の本市と同様の外出支援施策という点について

お答えをさせていただきます。 

 本市同様の外出支援事業を実施している主な近隣の自治体、こちらにつきましては、八千

代市・袖ケ浦市・浦安市の３市であります。まず、八千代市につきましては、鉄道やバスを

利用することが困難な区域に居住する７５歳以上の方で、要支援、要介護ともに１または２

の介護認定を受けている方、または同一世帯の人が全て７５歳以上である方を対象に、乗車

１回当たり５００円の利用券、これを年間最大４８枚、２万４,０００円の助成を実施して
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おります。次に、袖ケ浦市では、６５歳以上の方のみで構成される非課税世帯に属して、か

つ居宅で生活する上で移動手段の確保が困難な世帯に属する７５歳以上の方を対象に、５０

０円のタクシー券を月３枚分、年間最大３６枚、１万８,０００円の助成を実施しておりま

す。最後に、浦安市では、７０歳以上の高齢者全員を対象に、浦安市内の路線バス及びコミ

ュニティバスを利用できる５,６００円分のバス券の助成を実施しているという状況であり

ます。以上です。 

◆２３番（小川利枝子君） はい。ありがとうございます。私、決して、ほかの自治体が行

っているのでやるべきとか、そういう考えは持っていないんですね。ただ、今の御答弁から、

外出の支援を求めること、これは決してわがままではないんだと、そういうことを確認でき

ました。 

 そこで、まずは、個ではなくて－－個人、個別ですね。その個ではなくて公の視点で確認

いたします。外出支援として、コミュニティバスを含む公共交通網の実態と拡充の可能性を

お伺いいたします。また、あわせて、本市の公共交通空白地区についても御説明願います。 

◎都市環境部長（神崎勇君） はい。公共交通網の実態と拡充の可能性、コミュニティバス

を含みます本市の公共交通網、それと空白地域がどうなっているかということについてお答

えしたいと思います。 

 まず、本市の公共交通網の実態といたしましては、主要交通であります鉄道としてＪＲ総

武線、京成本線など５路線が公共交通の軸となっておりまして、７駅が設置されております。

バス路線におきましては、ＪＲ津田沼駅を中心に多くの路線バスが運行しております。さら

に、路線バスを補完する形で本市のコミュニティバスを運行しております。全国的に見まし

ても、比較的充実した公共交通網がコンパクトな市域の中に形成されているものと認識して

おります。 

 このような状況の中、公共交通の課題地区といたしましては、バス停留所から３００メー

トル以上離れた地区を公共交通の空白地域と呼んでおります。こちらにつきましては、市内

では谷津地区の一部、それと花咲地区の一部に残されております。こちらの地区につきまし

ては、現在、都市計画道路の整備事業が進められておりますので、道路の整備後に、路線バ

スなどの運行についてバス事業者と共に検討すべき地区であると考えております。 

 また、バス路線はあるものの便数が少ない、このようなところを公共交通の不便地区と呼

んでおりますけれども、こちらにつきましては秋津地区の一部で、ちょうど津田沼高校の南

側に該当いたします。こちらにつきましては、平成２９年度に路線バスの実証運行を行いま

したけれども、運行経費を賄えるだけの利用状況が確認できなかったことから本格運行には

至っていないという経緯がございます。 

 これらの状況を踏まえますと、公共交通の課題地区解消に向けた交通網の拡充を現時点で

行うことは非常に難しいと判断しております。以上です。 

◆２３番（小川利枝子君） はい。ありがとうございました。それでは、本市が大きく関与

しているコミュニティバスの運行について、高齢者の外出支援に寄与しているかどうかを中

心に、運行の現状と利用状況をお伺いいたします。 
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◎都市環境部長（神崎勇君） はい。コミュニティバスの運行が空白地域への対策、高齢者

への外出支援に寄与しているのか。それと運行状況、利用状況についてお答えしたいと思い

ます。 

 まず、本市のコミュニティバスにつきましては、京成津田沼駅、京成大久保駅を中心に運

行しておりますハッピーバスと、実籾駅を中心に東習志野・実籾地区を運行しておりますナ

ラシド♪バス、この２種類がございます。どちらのコミュニティバスにつきましても、市内

の公共交通の空白・不便地区の解消と、高齢者を含めました市民の移動利便性の向上を主な

運行の目的として、平成１７年度から検討を開始しております。検討に当たりましては、習

志野市コミュニティバス検討委員会や、習志野市地域公共交通会議などの検討組織を設置い

たしまして、有識者の御意見などを参考にして実証運行を行い、課題の抽出と計画の見直し

を繰り返しまして、平成２１年度から順次、民間事業者による本格運行に至ったものでござ

います。 

 実証運行の段階では、利用実態を把握するためアンケート調査を実施しておりまして、そ

の中では、高齢者の外出頻度の増加や移動のしやすさの向上が確認されております。これら

のことから、コミュニティバスが公共交通空白地域の解消や高齢者の外出支援に寄与してい

るものと認識しております。 

 運行の現状と利用状況といたしましては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴いま

して、外出の抑制や、企業におけるテレワークの浸透、大学におけるオンライン授業の普及

などの影響で、公共交通の利用者が減少したまま、なかなか回復していない状況でございま

す。そのため、交通事業者を取り巻く経営環境は非常に厳しいものとなっておりまして、一

部の路線におきましては減便、あるいは路線の廃止など、可能な限り運行経費を削減する中

で取り組んでいるとバス事業者からは伺っているところでございます。 

 このような状況の中で、本市のコミュニティバスにおきましては、利用者の減少に伴う運

賃収入の減少額を補うため、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用いた

しまして、支援金の交付を令和２年度と令和３年度に実施しております。今年度につきまし

ても同様の支援を実施すべく、本定例会で令和４年度一般会計補正予算案として計上し、提

案をしているところでございます。これらの支援を行うことで、サービスを低下させず、現

状の運行を維持していくことが当面の目標であると考えております。以上です。 

◆２３番（小川利枝子君） はい。ありがとうございました。いろいろと御説明を今いただ

きましたけど、端的に申せば現状維持が精いっぱいであると、このように受け止めました。

しかしながら、利用実績とか実態などから、やはり外出支援に役立っている、こういうこと

は分かりました。今は、恩恵を受けている市民のために廃止や縮小をすることがないように、

それこそ精いっぱい頑張っていただきたいと思っております。 

 時間が迫ってしまいまして、次に、令和２年度のこの定例会で答弁のございました高齢者

支援課と都市政策課の勉強会についてでございますが、これまでの実績をお伺いしたいとこ

ろでございましたが、時間がございませんので、令和２年度以降のこの会議、これと今後の

予定について、よろしくお願いいたします。 
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◎都市環境部長（神崎勇君） はい。都市環境部と健康福祉部の勉強会の令和２年度以降の

取組についてお答えしたいと思います。 

 令和２年度以降につきましては、コロナ禍における会議の開催自粛もあって積極的な開催

は控えておりましたけども、福祉バスの運行見直しに当たりましては勉強会メンバーにおけ

る意見交換などを行い、その時々で必要に応じて協議を行ってまいりました。 

 今後におきましても、先ほど市長答弁にもありましたとおり、高齢者の外出支援施策の見

直しの予定がありますので、より利便性の高い高齢者の移動手段が確保できるように、健康

福祉部とさらなる連携を図ってまいりたいと考えております。以上です。 

◆２３番（小川利枝子君） はい。ありがとうございました。正直申し上げて、今ありがと

うございましたと申し上げたんですけども、ちょっと言えないかなというところがございま

した。コロナ禍で会議を自粛していたということなんですけども、たしか外部からの参加者

もいらっしゃらない、また両課の課長及び係長のみの構成であると伺っておりましたので、

自粛するほどの人数ではなかったのではないかと思う次第でございます。これ以上の指摘は

いたしませんが、ぜひ、市長答弁にございました外出支援策の見直しを予定しているのであ

るならば、その時々ではなく、様々な課題を想定して、計画的に開催して、しっかりと実り

ある議論を交わしていただきたいと思っておりますので、よろしくお願い申し上げます。 

 それから、これまでの答弁を整理いたしますと、高齢者の外出支援、これは、公というよ

りも個人に焦点を当てて考えていくことが有効と思われます。市長答弁にございました公平

性を実現するのであれば、誰が必要として、そして何が効果的なのか、それによってどこま

で個の差を縮めることができるのかということですね。こういうことを探ることが第一であ

ると考えます。 

 そこで、高齢者等への意見聴取でございますが、具体的には高齢者だけではなくて、その

御家族や、実情をよく知っている方々、そういう方々から、例えば民生委員・児童委員とか

高齢者相談員、こういう方々から率直な思いを伺ってみてはいかがかと私は常々思っている

んです。知恵は現場にございます。具体的な見直し案がまだこれからという段階でございま

すので、積極的に聞き取りを行うべきと考えます。そこで、もしこれまでに実施しているの

であれば、その実績を含めて、この提案に対する見解をお伺いいたします。 

◎健康福祉部長（島本博幸君） はい。お答えいたします。今ほどの御質問の中の民生委員

であるとか高齢者相談員の皆さんから意見を伺うという点につきましては、定期的な会議体

がある中で、そういうお話を伺う機会もございますので、そういった際に受け止めた中で検

討を深めたいと考えております。 

 このほか、本市では、３年に１度、高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画を策定する際

に、サービスの在り方を検討することを目的に高齢者等の実態調査を実施しております。こ

の調査を今年度予定しておりますので、そういった中で、統計的な観点から、高齢者、ある

いはその御家族の御意見が集約できるものと考えております。 

 今後につきましても、日頃の窓口、電話、あるいは団体の会合という部分を通しまして相

談や意見をしっかり受け止める中で、早期の対応が必要なものがあれば、庁内での連携を図

りつつ見直し等に取り組んでまいりたいと考えております。以上です。 
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◆２３番（小川利枝子君） はい。ありがとうございました。前向きな答弁ではございまし

たが、正直なことを申し上げますと、今困っている方が目の前にいらっしゃるわけですね。

それで計画策定の調査まで待つということはいかがなものかなと大変懸念いたします。しか

も、この調査、令和６年度からの計画策定のための調査の実施であると、そのようなことで

ございます。今待っている方のためにも、ぜひしっかりと聞き取りをしていただきたい。民

生委員・児童委員、また高齢者相談員などから聞き取りができないものなのかなと思ってい

るんですね。ぜひ、この検討をしていただいて、この方々が把握している情報、先ほども市

長が、この問題ではなく、特別支援のほうで情報をしっかりと共有していくということがご

ざいました。ぜひ待つのではなくて、この間も進んでいるわけですから、ぜひ、この情報を

しっかりと早めに取っていただいて、きっと市長のおっしゃる見直し、これの一助になると

私は思っております。 

 最後に、ここまでの答弁から、今は個人に焦点を当てて、高齢者に直接手を差し伸べる手

法であるタクシー券の交付、この拡充を提案させていただきます。現在の交付状況や使用実

態を踏まえて、本市の見解をお伺いいたします。 

◎副市長（諏訪晴信君） 最後に御質問いただきまして、総括的に私から答弁をさせていた

だきます。 

 タクシー券の交付につきましては、冒頭宮本市長がお答えをしたとおりでございます。そ

して、議員からの御質問につきましても様々な御意見をいただきました。私どもと、考えて

いること、あるいは推察していることについては、おおむね一致をしているんだろうと考え

ております。 

 しかしながら、今後の高齢化社会の中で、やはり事業については優先順位をつけていかな

ければならないといったことも実態であるとは思っています。習志野市は、コミュニティバ

スをはじめナラシド♪バス等々、独自の事業にも取り組んではおります。そして交通不便地

区についても、国基準より下げた形で空白地域といったものの指定をしているような部分も

ございます。そんな中で市長からは、私ども事務方に対しましては見直しを図りなさいとい

う指示も出ております。比較的公共交通が充実している本市にあっては、タクシー券ばかり

でなくて、やはりバス等にも乗れるプリペイド式のカードといったようなものも導入を図っ

ていかなければならないだろうと。そして、何よりも支援を必要とする方々が使いやすい形

を構築していくといったことが、これからのニーズに合っていくんだろうと考えております。

次年度に向けて、担当部というか健康福祉部、都市環境部を含めまして、しっかりと検討い

たしまして今後に生かしてまいりたいと、このように考えているところでございます。以上

です。 

◆２３番（小川利枝子君） はい。ありがとうございました。ただいまの答弁にございまし

た、時代のニーズに合ったという結びに加えて、高齢者に合った、そして本市に合った制度、

これをしっかりと御検討していただいて、見直して取り組んでいただきたいと思います。期

待いたしております。よろしくお願いいたします。以上で終わります。 


