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教育長 是松 昭一 環境政策課長 清水 紀明 

ごみ減量課長 中村  徹 

政策経営部長 藤崎 秀明
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総務課長 津田 智宏 道路交通課長 中島 広幸 
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法務担当課長 中村さゆり 下水道課長 蛯谷 常久 

職員課長 平  康浩 国立駅周辺整備課長 関野 達也 

富士見台地域まちづくり担当課長 中道 洋平 

健康福祉部長 大川 潤一 南部地域まちづくり課長 立川 浩平 

福祉総務課長 関  知介 都市農業振興担当課長 関  慎一 

(兼)都市整備部福祉交通担当課長         （兼）農業委員会事務局長

子ども家庭部長 松葉  篤 会計管理者 矢吹 正二 

生活環境部長 橋本 祐幸 教育次長 宮崎 宏一 

（兼）防災安全担当部長

────────────────── ◇ ──────────────────
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議会事務局長 内藤 哲也

議会事務局次長 波多野敏一

────────────────── ◇ ──────────────────
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 ○会議に付した事件等 

   １．議  題 

    (1) 陳情第21号 カーブミラーの設置に関する陳情 

    (2) 陳情第22号 国立市議会から国、東京都に対し、水道事業民営化に関する付帯決議に基

づいた適切な対応を取るべきとする意見書の提出を求める陳情 

    (3) 第43号議案 市道路線の廃止について 

    (4) 第50号議案 令和元年度国立市一般会計補正予算（第３号）案 

            （歳入のうち所管する部分、総務費、商工費、土木費） 

    (5) 第51号議案 令和元年度国立市下水道事業特別会計補正予算（第１号）案 

   ２．報告事項 

    (1) 使用料・手数料の見直しについて 

    (2) 農の営みが残る原風景の保全について 

 

審  査  結  果  一  覧  表 

番    号 件           名 審 査 結 果 

陳情第２１号 カーブミラーの設置に関する陳情 １ .９ .１０ 

継 続 審 査 

陳情第２２号 国立市議会から国、東京都に対し、水道事業民営化に関

する付帯決議に基づいた適切な対応を取るべきとする意

見書の提出を求める陳情 

１ .９ .１０ 

採 択 

第４３号議案 市道路線の廃止について １ .９ .１０ 

原 案 可 決 

第５０号議案 令和元年度国立市一般会計補正予算（第３号）案 

（歳入のうち所管する部分、総務費、商工費、土木費） 

１ .９ .１０ 

原 案 可 決 

第５１号議案 

 

令和元年度国立市下水道事業特別会計補正予算（第１

号）案 

１ .９ .１０ 

原 案 可 決 
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午前１０時開議 

○【関口博委員長】 おはようございます。 

 定足数に達しておりますので、ただいまから建設環境委員会を開きます。 

 議題に入ります前に、去る９月１日付の人事異動に伴い出席説明員に異動がありましたので御紹介

をお願いいたします。 

 市長部局についてお願いいたします。行政管理部長。 

○【雨宮行政管理部長】 おはようございます。それでは、私から市長部局の出席説明員について紹

介させていただきます。 

 都市整備部国立駅周辺整備課長、関野達也でございます。 

 次に、生活環境部まちの振興課長との兼務となりますが、都市整備部特命担当課長、三澤英和でご

ざいます。都市整備部主幹、内山猛でございますが、病気療養中のため欠席とさせていただきます。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○【関口博委員長】 以上で説明員の紹介は終わります。 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 

 議題(1) 陳情第２１号 カーブミラーの設置に関する陳情 

○【関口博委員長】 それでは、議題に入ります。 

 陳情第21号、カーブミラーの設置に関する陳情を議題といたします。 

 陳情者から趣旨説明と、お手元にございますとおり資料配付をしたいとの申し出がありますが、こ

れを受けることに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○【関口博委員長】 それでは、陳情者より趣旨説明をお願いします。なお、趣旨説明は簡潔にお願

いいたします。 

○【上園孝治陳情者】 皆さん、おはようございます。おくれて申しわけございません。おくれた理

由というのは、今、私はここに来る前に現場を見てまいりましたら、何と既にカーブミラー今がまさ

に業者が来て設置中でありました。あちらこちらに私もお願いしておったもんですから、私の手違い

が原因だろうと思います。お許しください。 

 そこで、もうまちの皆さんにきょう聞いていますんで、これから趣旨説明をするのもちょっととん

ちんかんな話になるかと思うんですけれども、委員長、よろしいでしょうか。 

○【関口博委員長】 簡潔にお願いします。 

○【上園孝治陳情者】 そうですか。では、簡潔にお話をさせていただきます。 

 まずもってこのような機会を与えていただきまして、ありがとうございます。私は、陳情書にもあ

るとおり北２丁目におきまして行政書士を開業している者でございます。私がカーブミラーの設置を

要望するに至りました背景は、お手元に配付した資料のとおりでございますけれども、私は元警視庁

の警察官でありまして、立川警察の副署長もやっておりました。深川署長とか調布警察署長も経験さ

せていただきました。私の事務所の看板にこれらの経歴を記載していることから、警察や行政に対す

る各種要望もございまして、自分にできることは自分なりに対応しているところでございます。 

 その相談の中の１つで今回のカーブミラーの設置の陳情ですが、現場の写真が配付されていると思

います。写真の写りが、下のほうは若干写りが悪いようですけども、お許しください。手前のほうが

弁天通りになります。御理解いただきたいと思います。 
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 ごらんいただいたとおり、Ｔ字路、手前左右です。ちょっと表現がおかしいかもしれませんけれど

も、Ｔ字路、手前左右の住宅が両隣、右左と言わせてもらいますと、隅切りが全くないことが弁天通

り方向からＴ字路方向へ右左折される車両は、Ｔ字路手前で一旦停止して進行しても、車の前方、つ

まりボンネットを相当前に出さないと左右から来る車両含む自転車、歩行者に気がつかない状態であ

ります。左折する際も、写真には写っておりませんけれども、今説明しましたとおり、左側の住宅も

隅切りが全くなく、視界が全くないという状態でございます。写真ではたまたま北の方向から自転車

が走ってくるのが写っていると思いますけども、弁天通りから来る車両が、そこで一時停止を怠った

り、あるいは左右の安全を確実に確認するために、車両の前のほうを、つまりボンネット部分を出し

た場合は事故になった可能性がかなり高かっただろうことがおわかりいただけるかと思います。 

 私は、冒頭説明したとおり元警察官で、警視庁では重大事故が発生した場合、交通課長、副署長、

署長が必ず現場を確認し、同じ箇所で二度と事故が起きないように、その原因を究明し、警視庁本部

に安全対策を提出する仕組みになっております。このようなことが私は重大事故の現場を何度も見て

いますが、この現場はかなり危険度の高い場所だと言えます。私は、私に対してお尋ねがあった後、

現場周辺を含め国立市内を歩いてみました。その結果、同様の危険な箇所が複数カ所ありましたけれ

ども、その中でも危険な場所の１つとして見られました。 

 この相談を受けましたのはことしの４月中旬で、その直後に自分の目で確認して、その後５月の連

休明けから立川警察に問い合わせたり、スクールゾーンとなっていることから近くの第二小学校の関

係者に面談したり、市役所の交通課に要望したのですが、今日までというか、昨日まで何も進展がな

く陳情に至った次第でございます。 

 なお、ミラーを設置していただきたい場所には東電の電柱が立ってございます。この電柱に設置い

ただければかなり安全になるものと思います。皆様方の御審査のほどよろしくお願いいたします。以

上でございます。 

○【関口博委員長】 説明が終わりました。陳情者に対して質疑を承ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○【関口博委員長】 なければ、陳情者に対する質疑を打ち切ります。 

 それでは、当局に対して質疑を承ります。青木委員。 

○【青木健委員】 それでは、１点お伺いします。今、陳情者から、今まさに設置の工事をされてい

るということだったんですけれども、これはどういう経緯で本日の設置工事ということに至っている

んでしょうか。 

○【中島道路交通課長】 まことに申しわけございません。ちょっと経緯を御説明させていただきま

す。令和元年の６月上旬にですけども、ちょっと陳情者かどうかということはそのとき当然わからな

いわけなんですが、電話でカーブミラー、今回陳情が出されたところのカーブミラーの設置の要望が

ございました。そのときの対応といたしましては、現地を見て必要があれば設置をすることを検討い

たしますというようなお答えでございました。設置をする場合は、東京電力の共架の手続が必要とい

うことがございますので、お時間がかかる旨をお伝えをしている。そのときにですけども、お名前を

聞いていなかったということもあって、御連絡先がわからないということで連絡をしなかったんです

が、次の日に私どもの担当が現地を見ました。スクールゾーンになっている箇所でもございますので

やはり必要だろうということで判断をいたしまして、すぐに東電のほうの事務手続を行いましたが、

１カ所だけ設置するということではありませんので、通常、五、六カ所を一遍に発注をいたしますの
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で、どうしてもお時間がかかったということがございまして、１カ月半ぐらいお時間がかかりまして、

現在、きょうの朝、工事のほうをやっているというところでございます。以上でございます。 

○【青木健委員】 課長は、この陳情が出されたということについては当然御承知だったんですよね。 

○【中島道路交通課長】 私どもの発注後にこの陳情が出されたということがございまして、ただし

お名前等を聞いていなかったと、陳情先の相手のお名前等もちょっと個人情報の関係があって私ども

も把握できていないということがございまして今日に至ったというところでございます。 

○【青木健委員】 そうしますと、発注日というのは、いつ、何日ですか。 

○【中島道路交通課長】 ８月21日に発注をしまして、８月22日から９月30日の工期をとっていると

いうところでございます。 

○【関口博委員長】 ほかに。なければ質疑を打ち切ります。青木委員。 

○【青木健委員】 陳情者の方、ありがとうございました。これ以外にも何カ所かあるということで

すから、そちらについてもぜひ行政当局のほうに教えていただきたいなということはお願いさせても

らいたいと思います。 

 そうしますと、この陳情なんですけれども、既に設置の工事が今まさに行われているということで

ございます。設置の工事を行っているものを可否の判断をするというのもちょっとどうなのかなとい

うふうに思いますので、ここは継続という形にさせていただきたいと思います。よろしくお願いしま

す。 

○【関口博委員長】 ただいま陳情第21号につきまして、継続審査を求める意見があります。 

 この際、継続審査についてお諮りいたします。本陳情を継続審査とすることに賛成する方の挙手を

求めます。 

（賛成者挙手） 

 挙手多数。よって、本陳情は継続審査とすることに決しました。 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 

 議題(2) 陳情第２２号 国立市議会から国、東京都に対し、水道事業民営化に関する付帯決議に基 

            づいた適切な対応を取るべきとする意見書の提出を求める陳情 

○【関口博委員長】 陳情第22号、国立市議会から国、東京都に対し、水道事業民営化に関する付帯

決議に基づいた適切な対応を取るべきとする意見書の提出を求める陳情を議題といたします。 

 陳情者から趣旨説明と、お手元にございますとおり資料配付をしたいと申し出がありますが、これ

を受けることに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○【関口博委員長】 それでは、陳情者より趣旨説明をお願いします。なお、趣旨説明は簡潔にお願

いいたします。 

○【小野公秀陳情者】 皆さん、おはようございます。お時間をいただきまして、ありがとうござい

ます。小野と申します。今回の陳情の趣旨説明をさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 私は、もともと民営化で恩恵を受けた実感がございません。あと会社で仕事をやっている上で、利

益を得るための構造を少しわかっていることから、一方的な民営化というのはずっと疑問をかねがね

持っておりました。この民営化の波が水道というライフラインにまで押し寄せてきたということで不

安を持ちまして、今回の陳情をさせていただいたということでございます。 

 ＰＦＩ法は民間の資金、経営能力及び技術能力を活用して効率的かつ効果的に社会資本を整備する



－ 6 － 

とともに、国民に対する低廉かつ良好なサービスの提供を確保し、もって国民の経済の健全な発展に

寄与するということで1999年４月に施行されました。続いて、2011年６月にＰＦＩ法が改正されまし

た。この改正によって公共施設等運営権という権利が新たに追加されまして、本運営権が設定された

上で実施されるＰＦＩ事業方式をコンセッション方式と呼ばれるようになっております。そして、

2018年12月５日、政府が水道管の老朽化した水道施設の更新と耐震化推進のために、ＰＦＩ方式にお

けるコンセッション方式の含まれた新たな改正水道法案が可決されております。本法案では、今まで

地方自治体で管理していた上下水道の運営権が民間企業に委託が可能となります。現在、皆さん御存

じのとおり、日本の水道管の大部分が40年とされる耐用年数を超えて随時交換すべき時期にあると思

いますが、費用や人手不足などの問題からスムーズに進んでいないというのは周知のとおりだと思い

ます。 

 そこで、改正水道法は水道事業、下水道事業に係る公共施設等運営権を設定した地方公共団体に対

し、貸し付けられた旧資金運用部資金の繰上返済償還を認め、地方債の元金償還金以外の金銭、補償

金を受領しないというインセンティブが付加されました。私から見れば、借金を免除するから国の方

針に従ってコンセッションを進めなさいというふうに言っているようにしか思えておりません。この

改正法が10月から施行されることになりますが、陳情の記載のとおり５つの課題があると考えていま

す。 

 １つ目は、民間の力をかりた場合のコスト削減効果がある具体的な数字で提示されていないことで

す。一般的に民営化はビジネスノウハウを活用し、コストが削減されると言われておりますけれども、

現状の品質を保ちながら水道管交換を加速させるには、やはりどこがやっても人件費が必要になると

思っています。その分を水道料金に上乗せせざるを得ない状況はどこがやっても変わらないと思いま

すが、公営のままで同じ対応をする場合と予想される料金の値上げ幅が大差がないんじゃないかとい

うふうに考えています。また、民間企業はやっぱり利益を追求しますので、役員報酬を増加させたり、

株主への還元を優先するというような動きになると思いますので、さらに料金を上乗せする可能性が

あるということで、水道料金負担が単純に抑えられるものではないかなというふうに考えています。 

 ２つ目は、民営化のときに水道料金の上限を設けるという話がありますが、これも公営の場合と余

り大差がないんじゃないかというふうに思っています。民営化した場合に水道料金の上限を設けます

と、民営企業は事業が赤字にならないようにサービスレベルを下げてくると思っています。料金の上

限設定には水の品質低下や水道管交換の遅延にはね返る可能性がありますので、これも公営のまま進

めるのと余り大差がないのではないかいうふうに考えています。 

 ３つ目は、海外での民営化事例によるリスク分析が不十分なことでございます。民間企業に運営権

を売却する場合、長期契約になりますので、民間企業の与信とか倒産リスクも考慮する必要があって、

必然的に広域をカバーできる導入実績のある企業が採用されると思います。日本では広域事業がなか

なか多くないと思っていますので、フランスのヴェオリアなど広域で実績のある一部の海外企業が採

用される可能性が高くて、水道事業を割と独占されるような動きになってしまうんじゃないかなとい

うのを危惧しております。 

 海外では、民営化による水道料金の高騰などで再公営化された事例が、2017年末ぐらいの話ですけ

れども、235例ありました。長期契約になりますので、再公営化せざるを得ない状況になれば途中解

約に対して違約金が発生したり、長期のトータルコストという面でちゃんと検討しないと、民営化の

判断はきついのではないかなというふうに思っています。 
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 政府は、2018年の12月の時点で再公営化の３例だけを分析、検討しただけでありました。その後２

月19日に再公営化事例を踏まえた対応策というのが提示されているんですけれども、もともとＰＦＩ

の持っているデメリットを全て補うような答えとは言いがたいなというふうに思っていますので、民

営化に対するリスク分析というのはちょっとまだ足りていないんじゃないかなというふうに考えてい

ます。 

 ４点目は、東京都のお話になりますが、東京都水道グループの経営状況、ガバナンス、コンプライ

アンスに対する懸念があるということです。東京都水道局は東京都水道グループとして、東京水道サ

ービス会社と株式会社ＰＵＣという２つの管理団体かつ民営企業に業務委託を進めています。水道施

設の設備、管理などを請け負っています東京水道サービス株式会社は、2019年２月に東京都の特別監

査が行われた際に、関係団体や受注工事会社との不適切な関係、書類の改ざん、虚偽報告の作成指示

が事実だったことが報告されています。また、その報告書の中で直近５年で415名の固有社員を採用

していますが、同時期に200名の離職者があったという報告がされております。さらに東京水道サー

ビス株式会社と株式会社ＰＵＣは統合を進めようとしておりますので、一時的に混乱が起きるんじゃ

ないかなというふうに考えています。 

 現状では安定した水道事業経営、人材確保と技術継承に懸念が残ると考えておりまして、特に、お

配りしています附帯決議の第３項です。その中に水道事業に携わる人材の確保、技術の継承、労働環

境の改善に十分配慮するということがうたわれておりまして、これの対応がまだ不十分なんじゃない

かなというふうに考えております。私たち国立市内の上水道は、東京都が運営、管理しておりますの

で、これらの懸念の改善が確認できてから見直しを行っていただきたいなというふうに思っています。 

 ５点目は、国が附帯決議に対する具体的な策を提示していないことだと思っています。幾つかお渡

ししているとおり書かれておりますけれども、水が健全に循環するために、国、地方自治体と水道事

業者の連携というところがうたってございまして、自治体だけではなく、国も含めてちゃんと民営化

に対してディスカッション、議論をして決めるべきだというふうに考えております。 

 これらを踏まえますと、水道民営化におけるＰＦＩ及びコンセッション方式というのは、どちらか

というと、国と自治体の話だけで進んでいるように感じていて、市民に対してのメリットがやっぱり

感じられないというふうに私は考えております。特に、市民生活に多大な影響のある水道を初めとし

たライフラインの民営化については熟慮に熟慮を重ねるべきだというふうに思っています。 

 これらの問題解決に向けて、まず公営団体が主体となって水道事業の広域化を進め、コスト削減を

推進し、水道料金の試算を行った上で、国、都道府県、市町村と役割分担と費用負担の協議をすべき

であり、そのプロセスを得て初めて民営化の是非について議論すべきではないかなというふうに考え

ます。 

 水は、私たちにとっても必要不可欠なライフラインである以上、これらの課題が残ったまま民営化

が進められることは、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約の11条及び日本国憲法25条の

生存権が脅かされることになるんじゃないかなというふうに考えております。つきましては、国立市

議会において、国立市の水道事業のビジョンの検討、議論をきっちり行っていただくということとと

もに、国が東京都及び各地方自治体の水道局に適切な行政指導を行い、率先して衆参両議院の附帯決

議に対する具体策を提示し、その具体策に基づいた適切な対応を求めるように、国と東京都に対して

意見書を提出していただきたいということを陳情を申し上げたいと思います。 

 国立市でも、上水道のビジョン計画を従来は策定していたことと思います。ぜひ国立市議会におい
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て、国立市の水道事業のビジョンの議論を進めていただき、国、東京都へ意見書を提出していただき

たいと思います。以上で陳情の趣旨説明を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○【関口博委員長】 説明が終わりました。陳情者に対して質疑を承ります。小川委員。 

○【小川宏美委員】 ありがとうございます。幾つか質疑をさせてください。 

 まず、１点目と書かれた陳情趣旨の１点目の中にあります料金の上乗せの可能性です。コストの問

題なんですけれども、この水道事業、ＰＦＩ方式、特にコンセッション方式で進めている自治体の先

進自治体といいますか、既にリードしている自治体として浜松市があると聞いていますけれども、ど

のぐらいの料金が実際に上乗せされているのか、御存じのことがあれば教えていただけないでしょう

か。 

○【小野公秀陳情者】 具体的な料金の状況はわかりませんけれども、やっぱり弊害が出ているとい

うニュースも流れていますし、本当にそういう一方的に決めてしまっていいのかという議題は残る話

かなとは思っております。 

○【小川宏美委員】 料金として1,000円以内だったものがかなり上がっていると私も聞いていたん

ですが、具体的な数字はわからないということですね。ただ、実際に浜松市の水道料金は上がってい

るということはわかりました。 

 水道料金というのは、各自治体によって料金がかなり異なりますけれども、今回、ＰＦＩ、コンセ

ッション方式が進むと、その格差というのが各自治体でさらに広がるという懸念は考えられるんでし

ょうか。教えてください。 

○【小野公秀陳情者】 東京都のような大きなところは、全体的なパイがあって基本受益者負担じゃ

ないですけれども、それぞれの人たちが負担するという考え方になるので、人口が多いところは多分

大丈夫だと思うんですが、地方にあるような小さいエリアをどういうふうにやっていくかといったと

きに、やっぱり一方的に決めてしまうと料金が高騰するんではないかなというふうに私は考えていま

す。 

○【小川宏美委員】 それはほかの郵便など、また鉄道などが民営化されたときに起きる問題として

も想像ができますが、この水に関してもそういうことが起きる懸念があるということはわかりました。 

 質疑を続けますが、２点目のところに書かれている民営化しても問題を同様に引きずるというとこ

ろに書いてあります公営という言葉ですけれども、一旦大がかりにＰＦＩ、コンセッションを導入し

た場合、公営に戻せるのかということが常に問題になります。ヨーロッパでは戻しているところがあ

ると言いますけれども、特に水道など、非常に熟練した技術を持った職員たちを何年もかけてどんど

ん数を少なくしてなくしていってしまって、ついにＰＦＩにするという中で、公営に戻すときに職員

がいるかということが常に懸念されることなんですけれども、こういった場合も、今、ＰＦＩにしな

いなら公営に戻したそのままでいろという問題をおっしゃっているのか。ちょっとこの公営に戻す、

具体的な職員のあり方を教えていただけないでしょうか。 

○【小野公秀陳情者】 附帯決議にもありますけれども、やっぱり人材をちゃんと育てないといけな

いというのは命題で、決議されている話でございます。各自治体の事情によると思いますけれども、

やっぱりコストを、なかなか厳しい中で人材を抑えていくという中で、改めてライフラインとか水道

に関しては、そういう人材を各自治体でちゃんと育てていくべきなのかなというのが、この議題の中

で１つ課題だと思った点でございます。 

 この中で書いている意味としましては、公営化に戻すというよりは、どちらかといったら上限を設
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けて料金が上がらないように抑えちゃうと、どこがやってもサービスレベルが下がってしまう。そち

らのほうを、どちらかというと遡及したいということで記載させていただいております。 

○【小川宏美委員】 わかりました。この２番目の点は、その上限を設けた点の指摘でした。その意

味で理解します。公営については、また後でちょっと質疑をしたいと思っております。 

 あと４点目に書かれています、今、国立市の水も広域化される中で、東京都にその責任が全部移譲

しているわけですけれども、その後、東京水道サービス株式会社にこれだけの特別監査が入って、実

際に受注工事会社との不適切な関係や書類の改ざんや虚偽報告の作成指示が事実であった報告がされ

ていると書いてありました。私は知りませんで、こういったことが、今、私たちが責任を持ってもら

っている東京都が委託している業者であったかということを知りました。かなりこの報告、インター

ネットでちょっと見てみましたが、41ページにもわたる内容でしたが、このことは余り知られていな

いようなんですけれども、陳情者はこの問題を前から、去年ですけれども、知って、この問題を今で

もどのように捉えているか、もう少し詳しく教えていただけないでしょうか。 

○【小野公秀陳情者】 もともとは12月に改正水道法が通って、３月に東京都で副知事の野田さんと

いう方が移られたときに本格的にやるんだなと思って、どういう構造になっているのかというのをま

ず確認しました。その確認の中で、この２月に監査が入っていたというのを見つけまして、中身を見

ると、こういう指摘がされていたということを初めて私も認識して、私は普通のサラリーマンをやっ

ていますけれども、普通こういう状況であれば、絶対に委託、指名禁止とかそういうレベルの会社に

なると思っています。それとあともう１つは、本当に僕が一番問題だと思っていますのが、415人い

た中で５年で200人やめちゃうという会社はいかがなものかと。そんな会社は今まで聞いたことがご

ざいませんので、ちょっとこれは本当にどこが指導すればいいべきかわかりませんが、会社として、

民営会社として本当に問題なんじゃないかなというふうに思っています。 

○【小川宏美委員】 では、陳情者も去年の３月、野田副知事がこの監査に手をつけたということか

らこの事実を知って、報告書にも至って今回この陳情を出してくださったということがわかりました。

私も５年で半分の社員がやめているということを聞いて、入れかわりの激しさ、職場環境として非常

に混乱を極めているんではないかと、この文書を読んで思いました。 

 そこで、東京水道サービス株式会社というのは、本来どういう会社であるのかというのは御存じで

しょうか。少し説明していただけたらと思います。 

○【小野公秀陳情者】 その資料を見ますと、先ほど説明させていただいたとおり、水道施設の整備、

管理など全体を請け負っている部分でございます。東京都の水道局からその分の業務委託をもらって、

そこの部分の全体の運営管理を行うというような役割分担を担っているようでして、97％ぐらいが、

今のところ東京都水道局からの業務委託というような形で動いているようです。 

○【小川宏美委員】 97％を請け負っていることのようですけれども、水道局の職員がこちらの東京

水道サービス株式会社に行っているというようなあたりは御存じですか。どのぐらいの職員が異動し

たかということは。 

○【小野公秀陳情者】 正確な数は存じませんけれども、やはり水道局から何人か行って、２割か３

割は水道局の職員だったと思います。とはいえ、民間の活力ということで民間の期待もされています

から、随時固有社員というのを募集しておりまして、５年で415人とっているんだけれども、この監

査を見る限りはなかなか育っていないという現状のようです。 

○【小川宏美委員】 ありがとうございます。附帯決議のことなんですけれども、きょうも資料でい
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ただきましたが、本法、改正法案の施行までというと10月１日ですのでもう間もなくなんですけども、

までに、この附帯決議に書かれていることを、地方公共団体において検討すべき事項を具体的に指針

を示すよう明示することが求められていますけれども、特にこの私たちがいる東京都に対してだと思

うんですが、国の動きというのはまだ全くないんでしょうか。その辺はわかりますか。 

○【小野公秀陳情者】 一部こういうふうにしますというパブリックコメントが、つい先月くらいに

一部出ていましたけれども、あくまでこういうふうにしますよという話なだけであって、具体的にど

ういう分担でやるべきだとかという、そういうもう１個落ちたところの議論がどうもされていないよ

うに私は感じました。ですから、それを見て、もう自治体で判断してくださいみたいな、投げている

ようなイメージを私のほうは持ちました。 

○【小川宏美委員】 陳情趣旨に書いてありましたが、投げてしまうといろいろな問題が山積してい

るし、起きるぞということを指摘されているのだと本陳情は受けとめております。 

 後に、陳情事項のところにあります問題なんですが、国立市の水道事業ビジョンというときに、

水道は既に上水は東京都が管理していますので、これまで確かに上水道に関して国立市もビジョンも

ありましたが、国立市としては、この水道事業ビジョンをどう検討したり、議論できるのかなという

ふうにちょっと思って、考えてもおりましたが、先ほど趣旨説明の中に上水道のビジョンがかつてあ

ったので、そこに戻って改めて今回のＰＦＩ、コンセッション方式に移行というときにもう一度考え

てほしいという趣旨であられるのか。ここのところを、もう一度御説明をお願いできないでしょうか。 

○【小野公秀陳情者】 今おっしゃっていただいたとおりでございます。ライフラインである以上、

やっぱり市民が主役になると思うんです。ですから、市民にとってどういう水道があれば一番 適な

のかというところが、やっぱり一番身近なところ、市とか身近なところでちゃんと議論されて、どう

あるべきだというビジョンだけでもないと、こういうふうにやりますと言われたときに何も意見も言

えないしというふうに私は考えました。 

○【藤田貴裕委員】 端的に伺いたいんですけれども、この陳情は、例えば東京都に民間の活力を導

入するのをやめてほしいという陳情なんですか。それとも水道法の主体決議、附帯決議をしっかりと

検討した上で、各自治体は民営化について判断すべきと、そういうふうな陳情なのか、どっちなのか

ちょっと教えてください。 

○【小野公秀陳情者】 今御指摘いただいた後方のほうです。やるなではなくて、ちゃんと附帯決議

に基づいて議論をし、責任分担を決めた上で水道事業の民営化の可否を決めてくださいと、そういう

ところでございます。 

○【石塚陽一委員】 どうも今回、この陳情、御提案ありがとうございます。 

 陳情者に１点だけ質疑させていただきたいんですけれども、今いろいろお話を聞いている中でコン

セッション方式という言葉が出てまいりましたけれども、陳情者としては、これはどのようなメリッ

トあるいはデメリットを考えていらっしゃるかということをお教えいただけますでしょうか。 

○【小野公秀陳情者】 メリットとしては、やっぱり全部集約して運営権から何から一まとめにして

運営できるということでコストメリットはある程度出るものではないかというふうに思います。片や

デメリットは、契約上、１つの大きなところが全部請け負いますので、そこから、例えば建物、設備、

何とかというふうに分かれると、そこで１回下請が発生します。その下請が、また孫請に頼むという

ようなことになったときに、一番 初にとったところが、やっぱりビジネスですから先に利益をとっ

てしまうというような構造が多分出るんじゃないかと。そういう話があるので、やっぱり全体で大き
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く効率化を求めるのに対して、下のほうで請け負う人たちが、なかなか正規のビジネスというか、利

益が得られないというところがデメリットだと思っています。 

○【石塚陽一委員】 どうもありがとうございます。今回陳情のほうでは５つの課題が提起されて、

今、ほかの委員もいろいろ御質疑をされておりました。それにまたきょうは附帯として水道法の改正

した資料、これが９点盛られております。そうすると、今、陳情者がお話をされたメリット、デメリ

ットというふうなことを考えたときに、陳情者の意としては、もっともっと市民、国民というか、都

民というか、市民ですか。こういった方々に、なぜ民営委託をするような形の中で、水の安全性を確

保できるかということが大きな課題だと思うんで、そのような認識で討議してよろしいんでしょうか。 

○【小野公秀陳情者】 結構です。 

○【石塚陽一委員】 どうもありがとうございました。では、また後ほどのあれは当局のほうにいろ

いろお尋ねしていきたいと思います。どうもありがとうございます。 

○【高原幸雄委員】 今回の陳情、ありがとうございます。水道事業の民営化については国会で法律

改正が行われているところですけれども、私たちはこの民営化は反対してきたんですが、この陳情項

目の中で５つの課題があるということで、趣旨説明の中では５つ指摘をしているわけですけれども、

後の５つ目の下のところで、いろいろそういう懸念、問題解決に向けてまずいろいろなことをやっ

て、そのプロセスを経て初めて民営化の是非について議論すべきであるというふうに、こういうふう

に結論づけているんですが、それは先ほど藤田委員の質疑との関係で、この文書で言われている幾つ

かの課題をクリアできた後に、是非について議論すべきであるということには変わりないわけですか。 

○【小野公秀陳情者】 今御指摘いただいたとおりでございます。 

○【高原幸雄委員】 御指摘のとおり。 

○【小野公秀陳情者】 はい。 

○【高原幸雄委員】 わかりました。 

○【香西貴弘委員】 陳情者の方は、本当に真剣なさまざまな思いの中で本陳情をお出しなされたん

だなと思います。ありがとうございます。さまざまな問題、視点を提供していただいているのかなと

いうふうには思っております。いろいろと書かれておりますが、率直に陳情事項のところでちょっと

触れさせていただきたいと思うんですが、国立市議会において、国立市の水道事業ビジョンの検討、

議論を進めていただくというふうにありますけれども、基本的には水道事業そのものが東京都の管轄

ということになっているのではないかなと。昭和50年に都営一元化していっているとか、あと平成に

なってからも、いろいろな業務、今まで委託を受けていたものを返しているというんですか、業務委

託はもうなっていないということもあるのかなというふうに思います。 

 そういう中で、もちろん水道の恩恵を受けているわけではございますが、水道事業ビジョンを仮に

市として検討したとしても、それを実行的に、実行性あるものというか、そういったことはなかなか

難しいんじゃないかなというふうに私は思っておるんですが、そのあたりはどうでしょうか。 

○【小野公秀陳情者】 そういう構造は理解しておりますけれども、やはりきのうのディスカッショ

ンの中でも出たと思いますが、ビジョンがあったり理念があってというところに対してどうあるべき

かという議論をしないと、ちゃんとした納得のいくものができないんじゃないかなというふうに思っ

ております。特に、自治体と国との関係の話で全部話が進んでいるような感じがしていて、本当に市

民に対してどういうメリットがあったんですか、いいことがあるんですかというところに、どうも話

が行かない感じがしていて、やっぱりそこに対してはそれぞれの市町村がビジョンを持って、それを
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まず市民に提示して、これに基づいてちゃんと意見を言っていきますというスタンスは必要なんじゃ

ないかなということで入れさせていただいています。 

○【香西貴弘委員】 引き続き、ちょっと確認させてください。国が東京都及び各地方自治体の水道

局に適切な行政指導を行いというふうにありますが、この場合の適切な行政指導というのは何か問題

が起こっていて、それに対して何かを指導するというふうにちょっと捉えてしまうんですが、現実的

に何か既に起こっているということなんでしょうか。 

○【小野公秀陳情者】 これはそういう意味で悪い意味ではなくて、やっぱりこれだけ附帯決議があ

って、具体的にもう進めていかなくちゃいけない状況にある中で、これらを早く検討し、ちゃんと議

論をしていきましょうという意味での行政指導ということで書かせていただきました。 

○【香西貴弘委員】 ちょっと順序が逆になって済みません。４点目というところに東京都のことが

いろいろ書いているんですけれども、東京都が民営化をするというふうに公に言っているということ、

もしくはそういうふうにしようとしているということを、私はそこの認識はないんですけども、その

点はどうでしょうか。 

○【小野公秀陳情者】 おっしゃるとおり、東京都は民営化を進めるような話にはならないと思いま

す。なのですけれども、逆に大きい、しっかりしたそれなりの基盤があるのにもかかわらず、こうい

う監査で問題が出ているということは、今の状況ですぐにお願いしますとなかなか言いにくいところ

があるのかなというふうに思っております。そこの部分をちゃんとしていただければ、初めてお任せ

できるというようなところになるんじゃないかなというふうに思っております。 

○【香西貴弘委員】 先ほどコンセッション方式のことで浜松市のことも言われておりましたが、先

に下水道のほうが導入されているという、もちろん上水道、下水道はまたちょっと違う観点はあるの

かもしれませんが、基本方式としては同じなのかというふうに思うんですけども、浜松市の情報とし

ては、市が20年間、ヴェオリアというフランスの会社の日本法人と契約して20年間の運営委託契約を

結び、市が運営を続けた場合と比較して20年間で14.4％、約86億円の事業費削減の効果が見込まれ、

25億円が運営権の対価として市に支払われると、そのように見込んでいるということだと思います。

今後、それがそのとおりになるのかどうかというのが１つのポイントかなと。ただ、だからといって、

今それを明確に判断することは、どちらの立場からいってもできないのかなというのもちょっと思い

ます。そういう中で、どちらかというとコンセッション方式に対して懐疑的な見方をされる理由とい

うか、何かありますでしょうか。 

○【小野公秀陳情者】 やはり海外の失敗事例が一番印象深くて、海外の失敗事例は上水道のほうの

話になっているんです。水は完全に命に直結するものだと思っています。下水は、一応ライフライン

ではあるものの飲んだりはしませんので命に直結しない。そういうところこそ、やっぱりＰＦＩとか

コンセッションをまず導入して効果を見るべきだと。だから、別にＰＦＩとかコンセッションが悪い

というわけではないですけれども、上水道でやったときのふぐあい、そして、再公営化という事例は

確かにあるのは事実なので、そこの部分をちゃんと検討しない、もしくは議論してリスクをなるべく

取り除くということをしない上で本当に上水道に適用していいのかというのは懐疑的な立場をとって

います。 

○【青木健委員】 それでは、陳情者にちょっとお伺いしたいんですけれども、水道事業です。上水

です。これが公設公営で行われるメリットというのは、どういうことだというふうに考えられている

んでしょう。 
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○【小野公秀陳情者】 国とか、地方自治体がちゃんと全体を見て、しかるべき対応を、責任を 後

まで持って見ていけるというところが 大のメリットだと思っています。 

○【青木健委員】 全体を見てしかるべき措置というのは、これはどういうことをおっしゃっている

んでしょうか。 

○【小野公秀陳情者】 民間ですと、事業経営状態とか、利益の状態によって作戦を変えていくとい

うか、戦略を変えていったり、マネジメントを変えていったりすると思うんです。だから、一定の品

質とか、もともとこうあるべきだというところが揺らぐ可能性があると思っていて、国とか、公営で

やった場合には、ちゃんとそれに対してはどういうふうにやるのかというのを地方自治のところで責

任を持って、例えば料金なら料金、そういうところをちゃんと一定に保つにはどうしたらいいかとい

うのを責任を持って 後まで議論ができるんじゃないかなというふうに思っています。 

○【青木健委員】 それでは、 後に、ここに陳情を大きく５点出されておりますけれども、これら

問題点が解決するならば民営化して構わないという考え方であるんでしょうか。 

○【小野公秀陳情者】 はい。おっしゃるとおりでございます。議論を進めて、ちゃんとしかるべき

プロセスを踏んだら、その 適な解がＰＦＩのコンセッション方式ということになれば、それはもう、

もちろんその方式が一番ベストだと思いますし、地区地区で事情が異なる中で、一方的に民営化と進

むのがよくないと思っているので、 終的にみんなで討議して、一番のいい結論がＰＦＩのコンセッ

ションということであればそれでいいと思います。 

○【関口博委員長】 全員の質疑が終わりましたので、陳情者に対する質疑を打ち切ります。 

 それでは、当局に対して質疑を承ります。石塚委員。 

○【石塚陽一委員】 では、当局に何点かお尋ねしていきます。2017年に水道法改正が国会に提出さ

れて以降、この改正案の目指すところは水道事業の民営化ではないかと思うんです。水道を民営化す

ることの是非については、やはり今、陳情者に対する各委員の質疑からもよく考えるべきだというふ

うに思います。 

 現況の公営方式とか、諸般の状況から低く抑えた水道料金や水道事業システムではこれらの問題を

解決することが非常に難しいという形の中で、民営化によって民間企業の資本や経営手法を利用して

負担を回避するといったことが水道民営化の主な理由で立法措置が講じられているんではないかと思

うんですけれども、市の当局としてはどのようにお考えでしょうか。 

○【藤崎政策経営部長】 直接の担当のところがないので、私のほうでちょっとお答えをさせていた

だきます。 

 今回の水道法の改正でコンセッション方式というものの導入が可能になったというところがありま

すが、これはベースには経営基盤の安定というところがございまして、特に地方とかによってはイン

フラ整備というものが非常に広範囲にわたっている。なおかつ人口が減っている中で、なかなかそう

いった基盤の整備というものがうまくいかないといったことの中で、まず１つには広域化を推進して

全体のメリットを創出させていく。それから、もう１つは民間の経営ノウハウを活用してそこを乗り

越えていこうと。ただ、それもその地域の選択ということの中で、今回の改正、それからコンセッシ

ョン方式が可能になったということが流れとしてはあろうかというふうに考えております。 

○【石塚陽一委員】 ありがとうございました。そうしますと、この水道事業そのものについて、先

ほど陳情者からもお話があったように、水道管の耐久性の問題で約40年を経過するとかいろいろな問

題が出てきております。提起されておりましたけれども、水道事業の設備更新の時期にかかってきて
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いるがために、あえてこの費用を賄うというような形の中で、この施策が講じられたというふうには

お考えになられますか、なられませんか。 

○【藤崎政策経営部長】 もちろんそういった自治体もあろうかと思います。ただ、その更新の時期

というのはそれぞれ異なっておりますので、状況としてはばらばらであろうかとは思いますけれども、

おそらくそういった長期のところに配慮したという部分はあろうかというふうに考えております。 

○【石塚陽一委員】 ありがとうございます。そうしますと、今ここに５点挙がってきている中で、

このコンセッション方式の導入ということが先ほどからいろいろ言葉上出ておりますけれども、これ

は具体的にどのような方法で進められるというふうにお考えでしょうか。 

○【永見市長】 これはおそらく法律の枠組みとして、全国的な人口減少とか、地方都市の衰退とい

う関係の中で国は法律をつくったと思います。しかしながら、我々国立市は、東京都の経営する水道

で行われていて、人口もまだ2040年ぐらいまでは20年以上ふえ続けていくという中において、このコ

ンセッション方式もしくはＰＦＩという方式がどういうメリットがあるのか、ないのか。あるいはそ

のことを選択するかしないかという提起そのものを、それは東京都からまだあるわけでもございませ

ん。私どもも具体的な中身がないと評価はできません。ですから、一般論として今の御質疑にはなか

なかお答えにくいというところが真実でございます。 

○【石塚陽一委員】 ありがとうございます。そうですね。一部わかるような気もします。今回この

陳情が出たということでいろいろと調べていきますと、やはり民間のノウハウ導入による経営の効率

化だとか、マーケットリスクの移転、行政組織のスリム化などということが言葉で載っております。

そういう中において、やはり水というのは生きるためには一番大事なものであり、特に、世界の中で

も日本の水ほどきれいでおいしいものはないと言われるぐらいいい水が出てきて、それをまたいろい

ろ行政の組織の中で消毒をして我々は飲料にしているわけですけれども、この水道関係の民営化につ

いてのメリットとして、例えば国立市の場合は、今、東京都に移譲されて、先ほど出てきました２つ

の会社がそれぞれ、東京水道サービス株式会社と株式会社ＰＵＣが関与しているということですけれ

ども、これで今まで何か問題を提起されたことはあるんですか。 

○【藤崎政策経営部長】 問題といいますか、この陳情書の中にある２ページの４点目というところ

です。こちらのほうの東京都の特別監査が東京水道サービス株式会社のほうに入って行われたという

ことは私どもも報道でつかんでいるところでございまして、一応、私が知っている限りではその辺が

よろしくなかった内容なのかなというふうに認識しております。 

○【石塚陽一委員】 ちょっと的が外れたようで済みません。私はいろいろそれを調べていく中で、

水道の民営化のメリットとして考えられるものが幾つか出てきた中で、既存債務の削減であるとか、

財政負担ないし水道環境の維持だとか、経済合理性に基づいた経営の効率化とか、マーケットリスク

の移転、顧客サービスの向上というようなことがメリットとして挙がってくる。ですから、こういっ

た形が出るんであれば、それぞれの心配事が払拭されれば、私は事業としてはいいものではないのか

なというふうに考えていた次第です。あとはまた討論でさせていただきます。ありがとうございます。 

○【小川宏美委員】 では、幾つか聞かせてください。水なので、本当に上水は東京都に管理しても

らっているとしても、特に、この国立市は矢川も含めて湧水もあって水が身近に感じられるところで

すので、水は自分たちのものとして知っておきたいという意味から幾つか質疑をさせてください。 

 今、広域化されてから何年になりますでしょうか。広域になったのは何年でしたでしょうか。基本

的なことで済みません……（発言する者あり）45年……（「昭和50年」と呼ぶ者あり）あれですか、
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何か。 

○【関口博委員長】 小川委員が言い直します。小川委員。 

○【小川宏美委員】 かなりの長い期間、何十年、40年にもわたってということです。質疑が大ざっ

ぱ過ぎて済みませんでした。 

 それで3.11があったときに放射能の問題があって、例えば国立市の水はどこの流域の、どこの浄水

場から来るのなどということを調べましたが、国立市の水というのは、どこの流域の、どこの浄水場

から来ているものか教えてください。 

○【蛯谷下水道課長】 国立市の水は、水系でいいますと多摩川水系と荒川水系２本からとってござ

います。そちらの２本からとって、東村山浄水場で国立市に送水している形になります。 

○【小川宏美委員】 基本的なことを聞いて済みません。ただ、こういったこともだんだんだんだん

わからなくなってしまって、私もわからなかったんです。それで朝……（発言する者あり）朝ですね

…… 

○【関口博委員長】 委員間の話はやめてください。（「無駄な時間だよ」と呼ぶ者あり） 

○【小川宏美委員】 ただ、こういったことがだんだんわかんなくなるのが広域化でもあるし、民営

化でもあるなと思うことからの確認でした。 

 広域になったことで、中浄水場、谷保浄水場の２カ所があるわけなんですけれども、何か問題、防

災のときにも必要、いつでも水というのはライフラインです。何か問題というのは挙がっていないで

しょうか。 

○【蛯谷下水道課長】 特に問題は、今のところございません。以上です。 

○【小川宏美委員】 １つ、どうでしょうか。国立市の水はおいしくて、それは地下水が７割ブレン

ドされていると言われていた時期が長くありました。そのブレンド率なども、きちんとそういったこ

とは東京都からの報告を受けて把握していますか。 

○【蛯谷下水道課長】 その辺の報告というのはございません。 

○【小川宏美委員】 そうですか。そうすると、なかなか見えなくなってきてしまっているところは、

私は今回の陳情から考えても１つのライフラインの、命の水というものが見えなくなってきてしまっ

ている感じが今の御答弁でちょっと心配になりました。そういったところは市民からの要望もこれま

でずっとありましたし、東京都にチェックをしていただく、聞いていただく、そういったことをお願

いしたいと思います。以上です。 

○【関口博委員長】 ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ質疑を打ち切り、意見、取り扱いに入ります。石塚委員。 

○【石塚陽一委員】 陳情第22号、国立市議会から国、東京都に対し、水道事業民営化に関する付帯

決議に基づいた適切な対応を取るべきとする意見書の提出を求める陳情について討論いたします。 

 陳情者の言われる内容を裏づけるように、諸外国での水道事業による民間に転嫁した結果、多くの

課題を提起されていることも報道等から見て事実として挙げられています。日本は水に対し、非常に

恵まれたよい環境下である世界的にもまれな国であると思いますが、人が生きていくためには大切な

水に対しての関心を私たちに呼びかけられた行為は感謝されるものであると思います。 

 水道法改正に伴って公的事業を民営化すれば、効率が改善され、サービスもよくなるというのは公

正な競争から生ずる効果であると思うが、水道事業では競争原理によって利益追求に走ったという事
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例が提起されているのも事実であります。調べてみると、資料では一番先に出てくるボリビアのケー

スやフィリピン・マニラ市の例と数多く提起されている現況があります。これらを見ると、水の利用

者である市民が受けた不利益も数多く記載されている現実を勘案しますと一抹の不安も生じるところ

であります。 

 このように不確実な事例もあり、判断には苦慮するところであり、行政手法の施策には理解をいた

しますが、同じ過ちを生じさせないためにも私は陳情者の意見に利があると判断いたします。よって、

私は日本だから大丈夫と言う前に、国民や都民、市民の皆さんが抱く疑念をもう少し時間をかけて分

析調査をしていただきたいと思い、今回の陳情の趣旨を尊重し、採択といたします。 

○【小川宏美委員】 本陳情を採択の立場で討論させていただきます。21世紀は本当に水の争奪戦の

時代に入っているとも聞いています。ですから、日本も民営化する中で外国のビックビジネスを参入

させるという意味があると主張していることも一部わかるところでもありますけれども、実際に浜松

市などで見ているフランスのヴェオリア社が入っている事例などでも水道代が大きく値上がりしてい

ることも事実としてわかっています。そして、東京都が今、97％の水道事業を委託しているという東

京水道サービス株式会社での、今回、監査を通して不祥事、さまざまな問題が挙がっていることもこ

の陳情で私は知りました。 

 そこで、水というのは、本来、先ほどの質疑のときにも出させていただきましたが、国立市は非常

に水の豊かな、近くに感じられる土地柄でもあります。そういったことから私は水道を考えるときに

はやはり自分事として考える。２つ目には、蛇口の向こうを想像して考えてみる。そして、３つ目は、

今回の陳情を採択したい一番大きな理由でもあるんですけれども、自治と人権を基本に考えていく、

そのことが非常に大切だと思っております。民営化の前に考えるべき具体的な視点を５ついただきま

した。それを東京都にまず求めて、民営化のプロセスを進めるのはその先であるということを私も大

きく同意いたしまして採択の討論といたします。 

○【青木健委員】 本陳情についてですけれども、今後、水道施設の老朽化がますます進む一方で、

人口減少に伴い料金収入が減少するとともに、事業を担う人材も不足するなど、水道事業は現在深刻

な課題に直面していることから、昨年の臨時国会で成立した水道法改正案は、水道事業の広域連携や

多様な官民連携を進めるとともに、水道事業者等に対して水道施設の適切な管理を求めることにより、

水道の基盤強化を図るための法案であります。 

 コンセッション方式については、加藤厚生労働大臣が国会答弁で、地方公共団体が引き続き水道事

業の継続に責任を持つものと述べております。法案の趣旨を水道事業の民営化と捉えている本陳情は、

私どもの考え方とは大きく異なり、また今後、水道事業についてコンセッション方式を採用する場合

は、地方議会の承認が必要であることから、東京都における水道事業のあり方については、まさに東

京都において主体的に検討を進めるべきものと考え、本陳情は不採択といたします。 

○【高原幸雄委員】 水道法が、民営化法案が通りまして、国会において資料でいただいたのは、私

がインターネットで調べたら概要版で８項目だったんですけれども、正確には10項目になっているん

です。ここで言われているような附帯決議が附帯されて法律が通ったということです。 

 この陳情で述べているように、幾つか、５点にわたって課題として指摘をされている部分があるん

ですけども、具体的に水道の民営化については、こういう問題を一つ一つクリアする中で、そのプロ

セスを経て、初めて民営化の是非について、そのものについて議論すべきだという、こういう趣旨の

内容になっているところです。 
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 私たちは水というのは命に直結する大事なライフラインとして、本来ならば公営で行うべき事業だ

というふうに考えております。ですから、そういう点で見ますと、具体的に民営化するに当たっては、

東京都で今、展開されている水事業に対して、きちっと、本来ならば維持していくべきであるという

ふうに考えますので、ただ、ここで言っているように附帯決議がありますので、その附帯決議をクリ

アできなければ、やはり民営化すべきではないという、こういうことに結論づけておりますので、こ

の陳情については採択といたします。 

○【藤田貴裕委員】 それでは、採択の立場で討論をしたいと思います。先ほど陳情者に伺ったとこ

ろ民営化反対ではないということで、ちょっとがっかりというか、残念だったんですけれども、民営

化をするときは確かに附帯決議に基づいたやり方をして、市民に十分情報を公開してやっていくとい

うのは当然だろうというふうに思いますので、一応、採択をしたいと思います。 

 現在、東京都は水源から蛇口までということで非常に責任を持ってやっていただいております。さ

らに下水から海までと、こういうことで水をつくるところから海に戻すところまで責任を持ってやっ

ていただいているわけですけども、民間企業がそんな森林の涵養だとか本当にやるのかなという非常

に大きな疑問を持っております。また、水をつくって、下水は国立市あるいはほかの自治体の仕事で

しょうと言われたら私は非常に困ります。今はそういう立場で東京都はやっているということであり

ます。 

 また、民営化についてはここに書いてあるとおり、役員報酬ですとか株主還元ですとかそういうも

のがあって、さらに料金を上乗せする可能性があるというのは全くそのとおりなのかなと思っており

ます。いろいろとインフラの民営化の話などが出てきておりますけども、アメリカからの内政干渉が

もとになっているということは相当あります。電電公社の民営化というのはそれなりにうまくいった

のかなとは思いますけれども、それ以外の民営化についてどうなったのかなといえば、うまくいって

ないだろうと思います。そして、今般の水事業については、往々にして環太平洋経済連携協定などの

中にもあるように、公共調達についても全ての国が門戸を開いていこう、そういう考え方があるのか

なと思っておりますが、私たちは貴重なインフラを海外企業に渡すようなことはやってはいけないと、

こういうように思っておりますし、しっかりと直営でやるべきものは直営でやるんだと、それは大切

なことだと思いますので、そのことを言っておきます。 

○【香西貴弘委員】 私は不採択の立場でお話をさせていただきます。今回の改正水道法に関連した

ことは、先ほど青木健委員よりもありましたとおり、水道事業の基盤を整備する、基盤を強化する、

そのことがまず大前提であろうと思います。そのためにはさまざまな広域連携、また、官民による連

携、民間の活力等を含めた力を用いることも含めたさまざまな方法、その手段を広げていくこと。そ

して、あくまでどこまでもその地域で担当する自治体なりが、主体者が、そこがみずからの責任のも

とで決定をしていく、そのための選択肢を広げる、そういうことがまず１つあるのではないか。国一

律に同じことをやっていくという時代ではもうないのかなというふうに思います。そういう意味にお

いて、大枠においてはそのような方向性はあっていいことかなというふうに思っております。 

 さらに、より細かく見れば、今言いましたように、まず１つはあくまで選択肢の１つではないかと

いうこと。また、議会の議決、また大臣の許可も含めて必要になってくる。また、料金の枠組みは条

例で設定。そして、日常の業務状況などを日常的に監視したり、災害対応を事前に取り決めをしてい

く等、官民連携といえども、公の関与を残した、またしっかりその部分を残した形での推進というこ

とかなと、その部分が確保されているというふうに思います。 
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 本陳情において、さまざまな問題も指摘されている点はすごくありがたいと思います。また、それ

はここに書かれてある関係各部署が責任を持っているところがきちっとやっていくべきことではない

かというふうに思います。特に国立市議会において、水道事業ビジョンの検討、議論云々をというこ

ともございますが、このことに関しては基本的には東京都がやはり責任を持ってやるべき話ではない

かなというふうにまずは思います。そして、今後進めていく中でさまざまなことが起こってくること

になれば、そのときにまた改めて適切な対応を促していく、そのようにしていけばよいのではないか

というふうに思います。現段階において早計な判断はできないのかなというふうに思います。以上で

ございます。 

○【関口博委員長】 全員の討論が終わりました。意見、取り扱いを打ち切り、採決に入ります。 

 お諮りいたします。本陳情を採択することに賛成する方の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

 挙手多数。よって、本陳情は採択と決しました。 

 ここで休憩に入ります。 

午前１１時１２分休憩 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 

午前１１時２９分再開 

○【関口博委員長】 休憩を閉じて議事を再開いたします。 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 

 議題(3) 第４３号議案 市道路線の廃止について 

○【関口博委員長】 第43号議案、市道路線の廃止についてを議題といたします。 

 当局から補足説明を求めます。都市整備部参事。 

○【江村都市整備部参事】 それでは、第43号議案、市道路線の廃止につきまして御説明いたします。 

 本議案の廃止路線は２路線ございまして、道路の払い下げ申請により一般交通の用に供する必要が

ない路線につきまして、道路法第10条第１項の規定に基づき道路を廃止するものでございます。 

 本会議資料№９の廃止路線案内図を配付してございますのでごらんいただきたいと思います。 

 初に１件目でございますが、１ページ目をごらんください。案内図の丸で囲んでいる箇所が廃止

する路線の場所でございます。青柳三丁目の国立あおやぎ苑の東側の南北の路線になります。続いて、

２ページ目をごらんください。廃止路線図ですが、右上に凡例がございます。点線で表示しておりま

す路線が廃止する国立市道南第18号線２－１でございます。起点国立市青柳三丁目１番６先から終点

国立市青柳三丁目３番６先までの延長60.71メートル、幅員0.91メートルの路線でございます。 

 次に２件目でございますが、３ページ目をごらんください。案内図の丸で囲んでいる箇所が廃止す

る路線の場所でございます。国立府中インターチェンジの東側東西の路線になります。続いて、４ペ

ージ目の廃止路線図をごらんください。廃止する国立市道南第33号線22でございます。起点国立市谷

保六丁目９番74先から終点国立市谷保六丁目14番15先までの延長66.00メートル、幅員1.22メートル

の路線でございます。説明は以上でございます。よろしく御審査のほど、お願い申し上げます。 

○【関口博委員長】 説明が終わりました。質疑を承ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○【関口博委員長】 なければ質疑を打ち切り、討論に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○【関口博委員長】 なければ討論を打ち切り、採決に入ります。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり決するに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○【関口博委員長】 御異議なしと認め、本案は原案のとおり可決することに決しました。 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 

 議題(4) 第５０号議案 令和元年度国立市一般会計補正予算（第３号）案 

           （歳入のうち所管する部分、総務費、商工費、土木費） 

○【関口博委員長】 第50号議案、令和元年度国立市一般会計補正予算（第３号）案のうち、建設環

境委員会が所管する歳入、総務費の一部、商工費、土木費を議題といたします。 

 当局から補足説明はありますか。政策経営部長。 

○【藤崎政策経営部長】 それでは、令和元年度国立市一般会計補正予算（第３号）案のうち、建設

環境委員会が所管する部分につきまして補足説明をいたします。 

 初めに、４ページをお開きください。第２表、債務負担行為補正のうち、建設環境委員会の所管す

るものは追加が３件です。建物管理業務委託料については、旧国立駅舎の管理業務に関し、期間が令

和２年度、限度額を350万4,000円とする債務負担行為を追加するものでございます。次の仮囲い設

置・撤去業務委託料については、旧国立駅舎がオープンするまでの間の仮囲いに関するもので、期間

が令和元年度から令和２年度まで、限度額を88万1,000円とする債務負担行為を追加するものでござ

います。 後に、スポーツ施設等予約システム使用料については、令和元年10月に予定されている消

費税率の引き上げに伴い、期間が令和２年度、限度額を６万円とする債務負担行為を追加するもので

ございます。 

 次に、歳入について御説明いたします。10ページ、11ページをお開きください。款14国庫支出金、

項２国庫補助金は、歳出の補正予算に対応し、プレミアム付商品券事務費補助金を増額するものでご

ざいます。 

 続いて、歳出について御説明いたしますので、14ページ、15ページをお開きください。なお、項目

が多い科目につきましては主なものを御説明いたします。 

 款２総務費、項１総務管理費につきましては、契約差金により、くにたち北・南市民プラザの建物

管理業務委託料を減額するものでございます。 

 少し飛びまして、26ページ、27ページをお開きください。款７商工費、項１商工費につきましては、

プレミアム付商品券事業を実施するに当たり、購入引きかえ券の郵送を普通郵便から特定記録郵便に

変更することに伴い、通信運搬費を増額するものでございます。 

 28ページ、29ページをお開きください。款８土木費、項１土木管理費につきましては、早急に対応

すべき区画線の整備等が当初予定よりふえていることから修繕費を増額するものでございます。項２

道路橋りょう費につきましては、旧国立駅舎の南側歩行空間を確保するため、国立駅南口暫定歩道整

備工事を追加するものでございます。項３都市計画費につきましては、都市計画道路３・４・８号線

整備事業に係る測量委託料を追加するものでございます。 

 また、30ページ、31ページにかけては、旧国立駅舎の引き渡しを受けた後の管理運営に係る経費等

を追加するものでございます。その下は、くにたちベンチの寄附が２件寄せられたため、ベンチ購入

費の増額を行うもの及び令和元年10月に予定されている消費税率の引き上げに伴い、予約システム使

用料の増額を行うものでございます。 
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 補足説明は以上でございます。よろしく御審査のほどお願い申し上げます。 

○【関口博委員長】 説明が終わりました。歳入歳出一括して質疑に入りますが、質疑の際には補正

予算書の該当するページを発言していただきますようお願いいたします。 

 それでは、質疑を承ります。小川委員。 

○【小川宏美委員】 では、幾つか質疑させてください。 

 27ページのプレミアム付商品券事業費の224万円の通信費なんですけれども、これは特定記録郵便

に変更というのは、国から補助が10分の10出ているわけなんですが、通達がおくれてきたんですか。

それとも何ゆえのこの224万円なんでしょうか。 

○【三澤まちの振興課長】 答弁申し上げます。当初、引きかえ券の送付を国の示しているＱ＆Ａか

ら普通郵便で考えていたんですが、その後、これが再発行できないということを受けて、近隣市では

特定郵便で送るということが後からわかってまいりまして、ちょっと調べが甘いと言われればそれは

申しわけないところなんですが、確かに引きかえ券が再発行できないということだったらやはり特定

記録郵便で送ったほうがいいだろうということで、その差分が160円。160円増額することによって特

定記録郵便で送れますので、そういった補正をさせていただいたということでございます。以上です。 

○【小川宏美委員】 160円プラスすることで特定記録郵便になって、これは手渡しするものになる

ということですね。個人情報が非常に入ったものというか、この引きかえ券が入るわけですから、そ

のようにすべしと当初から国から言われていたわけですか。 

○【三澤まちの振興課長】 特定記録郵便は直接手渡しということになろうかと思います。国は当初、

ＱアンドＡで普通郵便というニュアンスの表記だったということはあります。普通郵便、単純にポス

ト投函です。そこを改めたということでございます。 

○【小川宏美委員】 そのニュアンスは特定記録郵便のほうにすべきだったと改めて、今回の補正が

出たということがわかりました。 

 160円プラスになって224万円の補正ですから、割り算すると何通を見込んでいるんでしょうか。そ

して、11月30日までの申し込みで、今、対応なさっているようですけれども、今現状、どのような運

用状況にあるかも含めて教えてください。 

○【三澤まちの振興課長】 当初の郵便費が１万4,000人で見込んでおりましたので、単純に先ほど

申し上げた160円に１万4,000を掛けたのがこの数字ということでございます。申請書を送ったのが８

月14日でした。まだ二、三週間というところなんですが、９月３日の時点で889通ということで、人

数でいきますと1,168人ということですので、まだ申請者は20％には届いていないということになろ

うかと思います。これ以降、そもそも申請の必要がない子育て世帯にも約2,000通送ることになるか

と思います。以上です。 

○【小川宏美委員】 私も収入がなかったもので、このプレミアムつき商品券のこれが届いています

が、なかなかこれは書類を全て埋めて戻すのは結構しんどい。それによって1,000円のプラスをもら

うというのは、皆さん大変なものだなと思いました。 

 今、１万4,000人を想定していて、1,180人余りの人が、今、応募していて、プラス子供たち、申請

をしなくていい人、2,000人へ送るということなので3,180は確実に出るということですが、１万

4,000人の、今回の補正で手当したわけですけれども、これは呼びかけなどは十分しているんでしょ

うか。 

○【三澤まちの振興課長】 市報で特集号を組ませていただきました。また、そもそもこれは国の交
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付事業ですので、これから、よりテレビ、ラジオ等で告知がなされるということで見込まれておりま

す。以上です。 

○【小川宏美委員】 わかりました。では、次の質疑に移ります。 

 土木費の国立駅周辺道路整備事業の800万円のところですので、ページ数でいうと29ページになり

ます。今回説明もいただいていますけれども、また、この平面図というのもいただいていますけれど

も、これが暫定であるということです。もう少し詳しく工期なども含めて説明を願いたいと思います。 

○【町田工事担当課長】 今回の暫定歩道の整備工事でございますけれども、令和２年の４月に開設

予定の旧国立駅舎の開設に伴いまして、その前面、南側に1.5メートルほどの歩道の整備をさせてい

ただく補正の予算となっております。工事のスケジュールにつきましては、年明けの１月の中旬ぐら

いから施工させていただきまして、１月、２月で施工して、開設までに間に合わせていきたいという

工期で考えているところでございます。よろしくお願いいたします。 

○【小川宏美委員】 わかりました。暫定ですし、1.5メートル歩道をつけるということは、確定後

にこの位置はまた変わるんですよね。どのように変わるのか、今の予定のところを教えてください。 

○【町田工事担当課長】 今回、暫定でございます。本設になりますけれども、本設の場合は、ここ

の歩道の、旧駅舎の前の歩道の幅は約４メートル程度まで広がる予定になっております。ですけれど

も、今回車道のほうが、東１号線の一方通行化などがまだ図られておりませんので、車道を優先とい

うか、確保するために今回は暫定ということで1.5メートルです。将来は東１号線のほうが一方通行

化されますので、１車線のほうが不要になってきますので、その辺を人中心の広場づくりということ

で４メートルほどの歩道をつくる予定となっております。以上です。 

○【小川宏美委員】 ４メートル道路にしていくということは、私も歩道拡幅には賛成なのでいいん

ですが、東１号線の一方通行が３・４・10号線からロータリーに入る流れの方向であるというのを、

確定は、これは決まっていたんでしょうか。それともこれから決めるんでしょうか。伺います。 

○【町田工事担当課長】 こちらにつきましては、平成28年、警察のほうの協議も進んでおります。

一方通行化については決定している事項でございます。 

○【小川宏美委員】 では、そのことによって車の流入が減って、今度、歩道が拡幅されていくのだ

ということを期待しておりますし、歩きやすい道が、歩道ができることを願っております。工事に入

るときに十分気をつけて進めてくださるようにお願いいたします。 

 もう一点、質疑させていただきます。もう１つは、旧国立駅舎運営連絡会委員謝礼についてです。

29ページのところにあります。補正予算の25万2,000円のところです。これはまず、位置づけとして

は一般質問でも行いましたが、国立駅周辺まちづくり基本計画に基づいての、推進していく協議体と

しての位置づけでよろしいんでしょうか。今回、名前が連絡協議会になっていますけれども。 

○【関野国立駅周辺整備課長】 今、委員がおっしゃったとおり、国立駅周辺まちづくり基本計画に

基づいてつくられる運営連絡会というような形になります。 

○【小川宏美委員】 では、基本計画ですね。国立駅周辺まちづくり基本計画、大変すぐれた内容、

すばらしい市民参加でつくられた内容、 近語られることが余りないんですが、今回つくられる補正

が出された運営連絡会はその中の位置づけで、基本計画の位置づけの中でつくられるものだというこ

と。そして、基本計画の目玉というのは、市民参画で運営主体が市民らになっていくということでし

たので、それが今回のものに位置づけられるということが確認できました。ありがとうございます。 

 それで、このような公的な市民参画のある会議というのは、まちづくり会議などがいろいろ開かれ
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ていたあれ以来、2013年の９月以来ということになりますでしょうか。その辺、わかりますか。 

○【関野国立駅周辺整備課長】 委員おっしゃるとおりでございます。 

○【小川宏美委員】 その意味では、公的な市民参画による会議というのが、今回改めて、補正とい

う形ですけれども、出されたことは大変意義があると思いますし、市民の多くの方がこのような場を

待っているのだと思います。貴重な場ですので、十分しっかりと運営を市にはリードしていっていた

だきたいと思いますが、この期間はもちろん年度内の予算ですけれども、旧駅舎に限らず、まち全体

のまちづくりの中で旧駅舎を生かすまちづくりを進めていく意味でのこの運営連絡会は、今年度に限

らず、来年も含めて継続的に行う見通しだと受けとめてよろしいんでしょうか。 

○【関野国立駅周辺整備課長】 委員おっしゃるとおり、継続してこそ意義があるというように考え

ておりますので、旧国立駅舎開設後、継続して行っていくというように考えております。 

○【小川宏美委員】 では、今度は予算にこれが継続して、名前はもうちょっと動きのあるまちづく

りをしていくという意味での、単に旧駅舎の運営だけにかかわるものではないというネーミングもし

て、来年度予算に乗っていくことを期待しております。 

 運営連絡会の委員メンバーなどは聞いておりますので、これは広報は、いつ、この補正が通った後、

市報などに載っていくんでしょうか。その辺を教えてください。 

○【関野国立駅周辺整備課長】 こちらの広報につきましては、公募市民の方の公募になるんですけ

れども、こちらにつきましては本補正予算をお認めいただいた後、10月５日号の市報で募集をかけて

いくというようなスケジュールでおります。 

○【小川宏美委員】 わかりました。10月５日号の市報に載っていくということですね。それは公募

市民の応募をしていくということですが、あと学識、商工会、文化・芸術、地域・まちづくりは、各

団体や、それにかかわっている方々に市からお願いに行って挙げていただくという流れなんでしょう

か。教えてください。 

○【関野国立駅周辺整備課長】 委員おっしゃるとおり、本補正予算をお認めいただいた後、各委員

には市のほうからお声がけをさせていただきたいというように考えております。 

○【小川宏美委員】 ありがとうございます。 後になりますが、10月１日から働かれる、公募によ

って選ばれたチーフコーディネーターは、この中の位置はどのようになるんでしょうか。その方と、

この運営連絡会の関係はどのようになるんでしょうか。教えてください。 

○【関野国立駅周辺整備課長】 10月１日から採用されますチーフコーディネーターにつきましては、

市の職員というような形になりますので、運営連絡会の中ではなくて事務局側の１人として、事務局

と運営連絡会というような形の立場になろうかと思います。 

○【青木健委員】 私も旧国立駅舎運営連絡会委員謝礼ですけれども、これは今、もう９月に入って

いますけれども、今の質疑の中で10月１日からと言っていた。何回開催の予定なんですか。 

○【関野国立駅周辺整備課長】 今年度につきましては、12月をめどに第１回目を開催いたしまして、

それから月１回、１月、２月、３月、全４回を予定しております。 

○【青木健委員】 ４回ということで、わかりました。 

 それでは、旧国立駅舎の復原については、これは寄附を募っているわけですよね。特に高額寄附者

の方がいらっしゃいます。そういう方がいらっしゃらなければできなかったことでありますけれども、

そういう方たちの意思というのは、この協議会の中ではどのように反映をされていくんでしょうか。 

○【黒澤政策経営課長】 寄附のメニューといたしまして、旧駅舎再築のためにということですので、
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再築の工事費に当たるところかなというふうに思っています。ですから、その部分での御意思という

ところは尊重させていただいておりますけれども、その先の運営というところまでは寄附の御趣旨の

中には含まれていないものではないかというふうに考えております。 

○【青木健委員】 そうはいっても、再築されたものについて、どういう運営の仕方が、どういう活

用のされ方がいいのかということについては御意思を持っていると思います。それは聞かれるべきで

はないかと思いますが、いかがでしょうか。もう議題外に入りそうなんで、この辺にしますけれども。 

○【黒澤政策経営課長】 非常に難しい問題かなと思いますけれども、市のほうで当然 大限そのお

金について有効活用させていただき、ここまで来たということがございます。ただ、その先はちょっ

と運営についてどうかというところにつきましては、部長からお答えするそうですので、済みません。 

○【門倉都市整備部長】 済みません。本当に皆様のおかげをもちまして、来年の４月、いよいよ旧

国立駅舎がオープンをするという運びになりました。この場をおかりして、皆様に本当に感謝の気持

ちを伝えたいというふうに思っておりますけれども、今、質疑委員からありましたことに関しまして

も、今回12名以内ということで運営連絡会のほうを設置をさせていただくということになりますけれ

ども、その方たちだけで決めるとかいうことでは決してございません。関係された皆様の、これまで

もそうなんですけれども、利活用に関してはヒアリングですとか聞き取り、こういったものも行って

おりますし、これは一番大事なことでございますので、まず皆さんの意思を確認させていただきなが

ら、運営連絡会の中でどういった方向で利活用するのがいいのかといったところについても十分話し

合っていきたいと思います。その上で、今言われた寄附をいただいた、多い、少ないということは関

係なく、大変多くの皆様から御寄附、お気持ちをいただいておりますので、十分その辺のところも踏

まえながら……。 

○【青木健委員】 特に高額寄附者でしょう。 

○【門倉都市整備部長】 はい。その辺のところも踏まえながら、十分反映をさせていただくような

形で、これからの関係性を、いい関係性を保ち続けながら、この任務を続けていきたいというように

思っております。以上です。 

○【高原幸雄委員】 それでは、何点か。 

 初に、29ページの街路事業費、都市計画道路３・４・８号線の整備事業費の中の測量委託料。こ

の中身について、ちょっと教えてもらえますか。どのぐらいの距離、そして、内容。 

○【町田工事担当課長】 今回の３・４・８号線の測量の内容ということでございますけれども、一

番 初にやる測量になりますので、現況測量と申しまして、現在の建物、塀、植木、また道路、それ

が本当にどの位置にあるかという、簡単にいいますと正確な地図をつくるような現況測量を今回やら

せていただきたく計上しております。その中では、一部立川市との境がございますので、そこでちょ

っと用地測量という、ちょっと小さい別の測量が入っておりますけれども、メーンは今申し上げまし

た現況測量が内容となっております。規模ですけれども、センターから30メートルずつということで

幅は60メートル。長さにしましては、その前後も含めますので240メートル。幅60メートル、長さ240

メートルの範囲の現況測量、そちらのほうを計上させていただいております。以上です。 

○【高原幸雄委員】 そうすると、これはあれですか。幅はわかるんですけれども、長さが240メー

トルというと、立川都市計画道路３・３・30号線の接続部分から東側に240メートルということにな

りますか。この240メートルの起点は、どこなんですか。 

○【町田工事担当課長】 240メートルの起点、終点でございますけれども、起点は東京都の３・
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３・30号線と接続するあたり。測量ですので、その周辺という形になりますけれども、そのあたりか

ら都道43号線、既存の北大通り、その辺も含めまして、道路としては210メートルなんですけれども、

その前後も含めまして先ほど申し上げました240メートルという形になっております。 

○【高原幸雄委員】 中身はわかりました。これは今後、立川３・３・30号線との接続ということに

なるんですけれども、実は道路、北大通りが直接、その立川の都市計画道路に接続するということで、

道路環境に非常に大きな変化があるのか、ないのか。多分あると思いますが、そういう意味では環境

アセスという問題を、市はどういうふうに考えておりますか。 

○【町田工事担当課長】 接続されます既存の北大通りのほうの車が、どのぐらい流入、またその辺

の環境ということでございますけれども、環境影響評価につきましては、東京都のほうの３・３・30

号線のほうでは４車線という規模が大きい道路でございますので環境影響評価を行って結果も出てい

るところでございます。 

 今回の３・４・８号線、国立市のほうは環境影響評価をとる規模ではございません。したがいまし

て、環境影響評価の結果についてはございませんけれども、今回考えておりますのは立川都市計画道

路も同時に完成するということで、東西の交通の利便性は飛躍的に上がるかと思います。一番の目的

でございますこの地域の住宅街、生活道路に入っております通過交通等を、やはり今度つくります

３・４・８号線のほうに誘導して、またその車両が入ります。したがいまして、現在より交通量は明

らかにふえることは考えられますけれども、以前より申し上げておりますが、東側の国分寺市境のと

ころ以降がまだ完成しておりませんので、完成するまではそれほど東西の交通が激しくふえるという

ことは考えておりません。ただし、交通量の調査等はまだ行っておりませんので、今後その辺も含め

まして検討させていただけたらと思います。 

○【高原幸雄委員】 そうすると、北大通りが３・３・30号線と接続する手前の、昔の橋方面にあっ

た通り、あの辺までは非常に影響があるんで、その時期を見て環境アセスも行うという考え方でいい

んですか。 

○【町田工事担当課長】 環境影響評価という単語の方式については、今回の３・４・８号線では行

いません。しかしながら、交通量の調査等、そのあたりについては把握していきたいと考えておりま

す。 

○【香西貴弘委員】 質疑させていただきます。29ページの１、国立駅周辺道路等整備事業費、先ほ

どからありました整備工事、国立駅南口暫定歩道整備工事についてということでお伺いします。 

 歩道を暫定的につくる、150センチ前に出すという形になろうかと思います。タクシー乗り場も変

わってくるのかなというふうに思います。まずは駅舎の関連でひさしができる。それによってタクシ

ーを待つ方、そこら辺にいらっしゃる方は、ひさしができることによって、暑さ、また雨のときに環

境的には非常によくなるのかなと、まずそのことに対して対策をとっていただいているということに

関して本当に感謝申し上げたいなというふうに思います。 

 その上で、前面に１メートル50センチ出てくるという形になるので、当然のことながらタクシーも

前に出てくるということになろうかなと思います。そういう中で、例えばですけれども、これは自転

車を想定しておりますが、立川の方向から、つまり線路沿いに自転車が通ってきたときに、自転車が

その歩道をそのまま直進してしまうみたいなことは、例えば段差があるからとか、ガードでされてい

るから、そういうことはあり得ませんよということであれば全然いいんだと思うんですが、もしその

まま行けるような状況であれば、タクシーを待っている方がいざ乗ろうとするときに下手すると接触
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ということは当然起こり得るでしょうし、やはりちょっと怖いかなと思いました。その点はどうなん

でしょう。そこら辺の、ちょっと交通に関連することになって申しわけないんですけれども。 

○【町田工事担当課長】 こちらは今回歩道でございますので、歩道は自転車をおりて押していただ

くというのが基本になります。しかしながら、どうしても走ってきちゃうということでございますけ

れども、今回、既存の歩道から1.5メートル南側にそこの部分だけ飛び出る形のような暫定歩道にな

りますので、東西の導線のところを、もし万が一自転車が乗って入ったとしても、この1.5メートル

のところにはわざと行かないと行かないような、少し飛び出た形の歩道にはなっております。それと、

やはり基本的には駅前ですので、人が多いところだと思いますので、おりて行っていただくのが基本

になるかとは思います。 

○【香西貴弘委員】 わかりました。ちょっとそこは安心いたしました。あともう一点、同じところ

で、前面に出てくる、つまり南側に出てくるというところで、タクシーが待機している。タクシーが

待機していて、さらにロータリー側にタクシーが待機しているという状態になるのかなと。そういう

ときに、例えば朝でも、先ほど言った立川の方向から結構スピードを出して、信号が黄色になると結

構速くスピードを出してくるということはよくある。よく見るんですけども、そのときにタクシーが

お客様を認知してすぐ行こうと思ったときに、例えばぶつかる。そのときに、ぶつかってそのまま駅

舎側のほうに突っ込むというような、これはちょっと杞憂かもしれませんけれども、歩行者、待って

いる方を守るというか、そういった観点というのは何らかのことを考えていらっしゃいますか。 

○【町田工事担当課長】 今回の暫定工事の中には、まず１つとしましてガードパイプを設置させて

いただきますので、まずそれが一時的にございます。それと、今回の歩道なんですけれども、15セン

チの段差というんですか、歩道のところが車道より15センチ高くなりますので、その段差もございま

す。したがいまして、危険性という中では、まず段差がある。それとガードパイプがあるという、そ

のような歩道構造になっております。 

○【香西貴弘委員】 わかりました。配慮していただいているということだと思います。ありがとう

ございます。 

 では、引き続き、ちょっと順番が逆になって済みません。その上の交通安全施設管理・整備事業費

の修繕費ということで、区画線整備ということがありますが、もうちょっとわかるようにお願いでき

ますでしょうか。 

○【中島道路交通課長】 区画線でございますが、民地側から歩行者が歩くところに白線が引いてあ

ると思います。路側線といわれるようなものですけれども、こちらがかなり消えかかっている、ある

いは消えているというところで、通学路点検や沿道の方から結構要望がありまして、今回補正をさせ

ていただくということになったんですけれども、また、３月の予算特別委員会でも面的な整備を検討

するというふうに私のほうでお答えしているというところがございまして、現在、面的にやるという

中で立川警察署とも協議を行いまして、その中にあります「止まれ」マークだとか、停止線、こうい

ったものも含めて現在施工しているというところでございますので、今年度につきましてはちょっと

増額補正ということで提案させていただきました。 

○【香西貴弘委員】 結構いろいろなところを自転車で通っていると、白線がかなり欠けているとか、

「止まれ」が消えているとか、本当にいろいろ多くあるなというふうに思います。ぜひ続けていって

いただければというふうに思います。 

 あと旧国立駅舎管理運営事業費、29ページです。その謝礼というところで、先ほども触れられてい
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たと思うんですが、この、いわゆる運営連絡会委員というのは、別に審議会とか、答申してとか、そ

ういうようなところではないですよね。この協議会というか、連絡会の位置づけというか、それを教

えていただければと思います。 

○【関野国立駅周辺整備課長】 こちらは国立市附属機関等の設置及び運営に関する要綱というもの

がございまして、そちらでは附属機関と懇談会という２種類が規定されております。審議会等の附属

機関につきましては機関意思の表明を行う組織、連絡会等の懇談会につきましては個々の委員の意見

表明を行う組織という点で異なっております。今回補正予算で提案させていただいています本運営連

絡会につきましては、その委員個人が自由闊達に意見表明ですとか、あとは意見交換をする場という

ような形で考えておりますので、いわゆる要綱上でいうと懇談会という取り扱いになるかと思います。

以上です。 

○【香西貴弘委員】 わかりました。どのような形であれ、謝礼が出るということもありますし、有

意義な意見交換、またそこから意見を吸い上げていただく、このことはしっかりやっていただきたい

なというふうに思いますのでよろしくお願いいたします。 

 後に、31ページの都市公園・緑地帯等の維持管理事業費の中のベンチ購入費、いわゆる思い出ベ

ンチ事業ではないかなというふうに思うんですが、これが40万ということは多分２基ぐらいの設置な

のかなと思いますが、これで総数として何基になるのかということと、この２基をもしわかればどの

あたりにつけられるのかということだけちょっと確認させてください。 

○【清水環境政策課長】 それでは、お答えいたします。まず大学通りの中にあります公園ベンチに

ついては正確な数字は押さえていないところですが、約50以上のベンチ数があると思っております。

それで、その中で御寄附をいただいて大変ありがたい中でベンチを設置してきていますが、こちらの

今回の２件につきましては、大学通り歩道橋の少し国立駅側のほうに１台、また一橋大学東キャンパ

スの手前に１台配置をさせていただく予定でございます。以上です。 

○【香西貴弘委員】 私の質疑の仕方が申しわけありません。思い出ベンチとしては何基になるのか

なというふうに思ったんです。総数です。 

○【清水環境政策課長】 大変申しわけございませんが、寄附していただいた総数の把握は、今、ち

ょっと数字を持っておりませんので後ほど御説明させていただきます。 

○【関口博委員長】 ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○【関口博委員長】 なければ質疑を打ち切り、討論に入ります。高原委員。 

○【高原幸雄委員】 先ほど質疑をさせていただきました29ページの都市計画道路３・４・８号線の

測量委託料653万円が予算化されておりますので、私たちは都市計画道路立川３・３・30号線の接続

については、この国立市の３・４・８号線の接続についての都市計画道路築造については反対をして

おりますので、この予算には反対をいたします。 

○【青木健委員】 本補正予算には賛成の立場から討論いたしたいと思います。 

 まず、先ほど質疑をさせていただきました旧国立駅舎運営連絡会委員謝礼が今回出ておりますけれ

ども、先ほどちょっと質疑をさせていただきましたが、ぜひ御寄附いただいた方、特に高額の御寄附

者の方です。何の意思もなく寄附されるわけがないと思います。ただ工事費に使えということはない

と思います。復原された後、その方なりの理想像というのがあると思いますので、それについてはき

ちんとお伺いをしていただき、その意思をできるだけ酌んだ形で今後の運営をしていってほしいなと
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いうことを希望いたします。また、復原された旧国立駅舎について、これは強く申し上げたいと思い

ますけれども、決して政治的利用がなされないようにお願いしたいと思います。政治的な問題で、か

なりこれは、存置するのかとか、円形公園にひき家でやるのかとか、いろいろな問題が起こったこと

でありますので、今後については政治的利用がなされないということについて、これは強く申し上げ

させていただきたいというふうに思います。 

 あわせて、今度３・４・８号線なんですけれども、この測量委託費がやっと出てきたなということ

を思っております。３・４・８号線、立川３・３・30号線、それからまた、国立市においては３・

３・15号線と、そこと接続をしていく大変重要な道路になります。現在、市内の生活道路に流入して

いる車が、この道路が完成していくことによって生活道路の流入がなくなっていくということに大き

な期待の持てる事業でありますので、ぜひとも遺漏のないように進めていただきたいということを申

し上げて賛成の討論といたします。 

○【藤田貴裕委員】 それでは、賛成の立場で討論いたします。 

 29ページにあるような交通安全施設管理・整備事業です。こういうのはとてもＰＴＡの皆さんだと

か、あと一般の市民の方からも結構喜ばれる事業ですので、できればＰＴＡ要望のあるようなものに

ついては積極的にやっていただきたいなと思っております。引き続き、来年度以降もしっかりと対応

していただきたいなと思います。 

 国立駅周辺整備事業については、暫定的な歩道で、残念ながら本格的なタクシー乗り場の屋根がつ

かないんじゃないかしらという話が聞こえてきますけれども、市民の方も皆さん待ち遠しく思ってい

ますので、ロータリーの工事の後なのかもしれませんけれども、できる限り利用者に便利なような屋

根がつくことを、質疑しませんでしたけれども、期待していますのでよろしくお願いしたいと思いま

す。 

 都市計画道路３・４・８号線について、これは賛成の意見もあれば反対の意見もありますので丁寧

にやっていただきたいと思いますし、国分寺寄りのほうがちょっと詰まっていると、立川から来た車

が国立北２丁目、１丁目の生活道路に多分に入ってくるんだろうなということで非常に危惧をしてお

ります。やるんだったら当然国分寺のほうにもやっていただきたいなという思いがこれはありますの

で、生活道路に車が来ないように十分に気をつけてほしいですし、もう１回言いますけれども、賛成

も反対もありますので慎重にやっていただきたいと思います。 

 旧国立駅の管理事業については、いい事業ですね。活用の仕方を期待をしておりますんで、多くの

人が復原できてよかったなと。そして、いろいろな思い出の中、あそこに入っていただいて、すてき

に過ごせるような空間を期待して賛成したいと思います。 

○【小川宏美委員】 本補正予算には賛成の立場で討論いたします。 

 今回、旧国立駅舎の運営連絡会という形で、先ほども御答弁には懇談会の位置づけというふうにな

っていましたが、25万2,000円が入りました。2013年の９月以降、市民参画による会議、公的な場が

途絶えていましたけれども、ようやくここにできるという感慨深い思いがあります。市長がこの議会

でも旧駅舎の両脇の土地の交渉を2019年をめどに進める予定であるということも御発言なさいました

し、今、ＪＲと交渉している方向性をしっかり後押ししていく場がやはり必要なんだと思ってまいり

ました。西側の土地の問題をめぐっても合意をとる場を、それが公的な場であるのが私はいいと思い

ました。チーフコーディネーターが事務局に入って、この運営連絡会もしっかりと進めていくことを

強く望みまして本補正予算に賛成といたします。 
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○【石塚陽一委員】 この補正予算には賛成の立場で討論させていただきます。 

 長年の懸案であった旧国立駅舎の運営連絡会の費用等も盛られておりますけれども、やはりまちづ

くりの基盤と合わせながら、都市基盤整備の道路の問題、そしてまた、市民の方たちの大事なお子さ

んたちを守る交通安全対策というふうな形の中で区画線のほうを引く作業、いろいろもろもろが入っ

ております。そういうような形において、これらのことには全て賛成できますので賛成討論といたし

ます。 

○【香西貴弘委員】 本補正予算に対しては賛成でございます。 

 先ほどからお話が各委員からもありましたとおり、旧国立駅舎の運営もいよいよ本格的に始まると

いうことが、その裏づけとなる補正予算ではないかというふうに思います。また、各周辺の道路整備

等におきましても南口暫定歩道の整備等を進めていただくということになっていると思います。先ほ

ど確認いたしましたとおり、きちっと安全面を含めてその部分は配慮されているものかなということ

を確認をいたしました。 

 そのほか、先ほどのベンチ購入のことも含めて、特段そのことを進めることに異議をとなえること

は全くございませんので、本補正予算に関しましては賛成をいたします。 

○【関口博委員長】 全員の討論が終わりましたので、討論を打ち切り採決に入ります。 

 お諮りいたします。本案に賛成する方の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

 挙手多数。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。 

 ここで昼食休憩といたします。 

午後０時１７分休憩 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 

午後１時２０分再開 

○【関口博委員長】 休憩を閉じて議事を再開いたします。 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 

 議題(5) 第５１号議案 令和元年度国立市下水道事業特別会計補正予算（第１号）案 

○【関口博委員長】 第51号議案令和元年度国立市下水道事業特別会計補正予算（第１号）案を議題

といたします。 

 当局から補足説明を求めます。都市整備部参事。 

○【江村都市整備部参事】 それでは、第51号議案令和元年度国立市下水道事業特別会計補正予算

（第１号）案について補足説明いたします。 

 それでは、１ページをお開き願います。第１条でございます。歳入歳出予算の補正につきまして

は、歳入歳出予算の総額にそれぞれ1,982万1,000円を増額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ26億

6,624万2,000円とするものでございます。 

 10ページ、11ページをお開き願います。歳入でございます。款７繰越金、項１繰越金、目１繰越金

1,982万1,000円の増額でございます。これは、財源調整により増額するものでございます。 

 続きまして、歳出の説明に入らせていただきます。12ページ、13ページをお開き願います。 

 款１下水道費、項１下水道管理費、目１下水道維持費1,982万1,000円を増額するものでございま

す。これは、道路関連工事に伴う下水道維持工事における汚水升取付管布設がえ工事などの追加のほ

か、陥没に伴う緊急工事により、工事費の不足に伴う増額でございます。 
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 説明は以上でございます。御審査のほど、よろしくお願いいたします。 

○【関口博委員長】 説明が終わりました。歳入歳出一括して質疑を承ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ質疑を打ち切り、討論に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ討論を打ち切り、採決に入ります。 

 お諮りいたします。本案は原案のとおり決するに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認め、本案は原案のとおり可決することに決しました。 

 以上で本会議から付託されました事件の審査は終了いたしました。 

 続いて報告事項に入りますが、当委員会で報告事項のない部署の説明員の方々は、ここで退席をし

ていただいて結構です。 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 

 報告事項(1) 使用料・手数料の見直しについて 

○【関口博委員長】 それでは、報告事項に入ります。報告事項(1)使用料・手数料の見直しについ

てに入ります。 

 当局から報告を願います。政策経営課長。 

○【黒澤政策経営課長】 それでは、報告事項(1)使用料・手数料の見直しにつきまして、お手元の

建設環境委員会資料№59から62までを用いまして御報告をさせていただきます。 

 本件に関しましては、各常任委員会に御報告させていただいておりますので、資料が共通のものと

なっております。御了承のほど、よろしくお願いいたします。 

 まず、建設環境委員会資料№59をごらんください。見直しの基本方針（素案）につきましては、委

員各位に７月17日付でお配りしておりますが、その素案に基づきまして、記載のとおりパブリックコ

メント及び市民説明会を実施いたしました。そこでいただきました御意見、御質問、また、それに関

する市の考え方につきましては、建設環境委員会資料№60のとおりでございます。 

 続いて、建設環境委員会資料№61、使用料・手数料の見直しに関する基本方針（案）をごらんくだ

さい。 

 まず、１ページをお開きください。はじめにということで、なぜ使用料・手数料の見直しを行うの

かということを書かせていただいております。 

 次に、２ページでは、基本的な考え方についてでございます。 

 （１）受益者負担の原則についてですが、例えば住民票の写しを交付する場合など、特定の人に対

する行政サービスに係る費用につきましては、受益者に応分の費用を負担してもらうという考え方で

ございます。仮に受益者が費用を負担しない場合、市民の税金で費用を負担することとなり、受益者

以外の市民にとっては費用を負担するだけで利益を享受できないという不公平が生じてしまうことと

なります。また、市全体で考えますと、他の行政サービスに使えるお金が減ることとなります。 

 （２）は算定方法の明確化です。受益者に応分の負担を求めるためには、その行政サービスを提供

するために幾ら経費がかかり、受益者にどの程度の負担を求めるのかを明らかにする必要がございま

す。そこで、原価と受益者負担割合に基づく統一的な料金の算出方法を定めることといたしました。 

 （３）は経費節減・サービス向上の取り組みです。効率的にサービスを提供することができれば、
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受益者に負担していただく料金も安くなることとなりますので、そうした経費節減の努力は引き続き

行っていくといったことを記述しております。 

 （４）は定期的・継続的な見直しの実施です。４年に１度、つまり誰が市長になっても任期中に一

度は見直しを行ってまいります。 

 続いて、３ページでは、使用料・手数料の定義を書かせていただいております。 

 ４ページでございますが、見直しの対象とする使用料・手数料につきまして、原則として全ての使

用料・手数料を見直しの対象としております。ただし、原価計算に基づく料金設定を行うことが適切

でないというものと考えられるものにつきましては、別の方法により料金設定を行うという例外規定

的なものでございます。 

 ①戸籍事務手数料など政令に標準額が定められているものは、その料金といたします。 

 ②道路占用料などは、原価が存在いたしませんので、別の算定方法により料金を設定いたします。 

 ③下水道使用料は、老朽化した下水道管の更新など長期的な経営計画に基づき料金を設定いたしま

す。 

 ④その他都の条例に準拠して料金を設定しているものなど、別の基準により料金を定めているもの

については、原価計算に基づく料金設定の対象外としております。 

 続いて、５ページは、原価計算の方法についてでございます。 

 （１）についてですが、原価を計算する際は、ここに記載のとおり、人件費、物件費、維持補修費、

補助費等、公債費の利子分、減価償却費を対象として積算するものとしております。 

 （２）案分についてですが、例えば青柳福祉センターにつきましては、コミュニティ施設機能と図

書分室の機能をあわせ持つ複合施設となっております。施設全体に係ってくる経費である清掃委託料

や電気料などは、面積によって案分することとしております。 

 （３）施設・事務類型の設定についてですが、原則として、各施設・サービスごとに原価計算を行

うこととしておりますが、例えば国立市内にはコミュニティ施設と呼ばれる貸し部屋機能を持つ施設

が約20カ所あります。施設ごとに計算をいたしますと、借地の施設などは他の施設に比べ料金が高く

なってしまいます。しかしながら、地域住民のコミュニティーの拠点としての役割を持つ施設である

ため、地域によって余りにも大きい料金差が出てしまうと不公平となります。したがって、こうした

施設は施設類型ごとに原価計算をすることとしております。 

 次に、６ページは、（４）原価計算方法についてです。 

 ①は、貸し室に係る原価計算です。１室当たりの年間経費を、年間貸し出し可能時間数で割りまし

て、１こま当たりの貸し出し時間を乗じたもの原価としております。貸し出し１単位１こま当たり幾

らかかっているかを算出するものでございます。 

 ②個人利用施設につきましては、体育館の個人利用の時間帯などが該当いたします。こちらは、年

間経費を年間利用可能者数で割ることで、１人当たりの原価を算出いたします。 

 ③手数料の原価につきましては、１分当たりの人件費に１件当たりの処理時間を掛けたものに、１

件当たりの経費をプラスして算出しております。 

 （５）は例外規定となります。例えば、その年度だけがコストが増減してしまった場合に、異常値

に引っ張られて料金が大きく変動することとなってしまうため、そこの場合については過去数年間の

平均値を用いるなど、合理的な方法で原価計算をすることとしております。 

 次に、７ページは、受益者負担割合についてです。どの程度の負担を受益者に求めることが適当で
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あるかということを規定しています。 

 ①使用料についてです。一律に受益者負担割合を決めるのではなく、施設の性質によって受益者負

担割合を決めていくことといたしました。 

 その際、大半の市民が必要とする基礎的な施設か、あるいは趣味等で一部の方が利用される施設か

という選択制の基準と、民間において提供されるなど市場の代替性があるか否かという市場性の基準

で施設を分類することといたしました。 

 ８ページをごらんください。施設ごとの受益者負担割合となります。縦軸を市場性、横軸を選択性

とした表になっております。 

 まず、右上、受益者負担割合100％については、自転車駐車場を位置づけております。 近では民

間の自転車駐車場もふえてきていることから、こちらに位置づけております。 

 その下は、受益者負担割合75％のグループです。こちらは、プール、トレーニング室、テニスコー

トとなっております。こちらも国立市内及び近隣に民間事業者の提供する類似のサービスがあるもの

の、その供給状況を見ると自転車駐車場ほどではないとの判断から、１つランクを下としております。 

 受益者負担割合50％には、野球場、サッカー場、会議室等貸し部屋などが入っております。例えば、

野球場などは特定の市民が恩恵を受ける施設であるものの、民間では提供されにくい施設であること

から、行政による関与の必要性もある施設として、50％としております。 

 左下は、誰でも使える施設である道路や公園などは、受益者負担割合ゼロ％ということを概念的に

記載したものとなります。 

 また、手数料につきましては、特定の方のために提供した役務の対価であるという性質から、その

負担割合は100％としております。 

 続いて、９ページは、料金設定の方法でございます。原価掛ける受益者負担割合で理論上の適正価

格を算出することができますが、 終的な料金を決定するに当たりましては、他の要素も考慮して必

要に応じて調整することとしております。 

 １つ目が、民間事業者や近隣自治体の提供する類似サービスとの均衡でございます。民間事業者で

類似のサービスを提供している場合には、民業圧迫にならないよう配慮いたします。また、近隣自治

体の類似サービス等の料金が余りにも乖離してしまう場合なども調整することができるとしておりま

す。 

 ②施設の特性等は、市内に類似の施設が複数ある場合など、立地条件がよく新しい施設の料金のほ

うが安く、立地条件が悪く老朽化した施設の料金が高かった場合には、安くてきれいな施設のほうに

利用が集中することなどが考えられます。そうした場合には、料金を調整することができるとしてお

ります。 

 また、原価計算方法で面積案分をするとしているため、複合施設の場合、どうしても面積の広い部

屋の料金が高くなり、面積の狭い部屋の料金が低くなる傾向にあります。そのような場合にも、余り

にも乖離がある場合等は調整できることとしております。 

 ③料金差による誘導は、市民利用の促進または抑制のため、政策的に料金に差を設けることができ

るというものです。市外利用者が多い場合には市外料金を設定することなどもできるようにしており

ます。 

 ④サービス水準の見直しについてです。理論上の適正価格が現行の料金よりも高くなった場合、業

務見直しなどにより原価を下げることで料金を据え置くことや、反対に理論上の適正価格が現行の料
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金よりも安くなった場合、もう少しコストをかけてサービスを向上することなどを想定しております。 

 後に、10ページは、料金改定の実施でございます。 

 （１）改定の対象として、理論上の適正価格と現行料金との乖離がおおむね20％以上あるものを改

定の対象といたしました。 

 （２）料金改定の単位につきましては、利用者の利便性等を考え、改定の単位を切りのよい数字と

しております。その単位に満たない部分は切り捨てることとしております。 

 （３）は激変緩和措置もできることを規定しております。 

 （４）適切な準備と周知については、事前の準備と周知を徹底し、円滑に改定が実施されるように

していこうといったことでございます。 

 以上が基本方針（案）の御説明となります。 

 続いて、実際の改定料金案ということで、建設環境委員会資料№62をごらんください。 

 まず、資料の見方でございますが、建設環境委員会の所管分野としては、５ページをお開きくださ

い。 

 ④の地域集会所使用料から、⑦の市民プラザ使用料までです。こちらを例に御説明いたします。 

 こちら、受益者負担割合は50％でございます。 

 見直しに当たっての考え方でございますが、こちらにつきましては、担当部局がこういう考え方で

見直しを行う、あるいは見直しを行わない理由を記載しております。ここでは、各施設の貸し部屋を

用途に応じて５つの区分に分けまして、各区分の平均額を出し、乖離のあるものについては、施設間

の均衡を図りつつ改定をするといった考え方を示しております。 

 例としまして、矢川集会所集会室の部屋区分大のところをごらんください。大の午前のところをご

らんください。こちら、理論上の適正価格は767円となっております。受益者負担割合が50％ですの

で、原価の２分の１の数字がこの767円ということになります。これに対しまして、現行料金が700円

でございますので、乖離率は10％ということで、改定は行なわないといったことになります。 

 乖離率のところが網かけになっているものが、20％以上となる改定を検討する対象の料金帯となり

ます。実際に改定の合としておりますのは、６ページのくにたち立東福祉館の１区分について100円

の値上げと、９ページ、10ページの北市民プラザ、南市民プラザにおいては値下げを検討しておりま

す。 

 10ページ中段からは、道路占用料になります。こちらは、都の条例に規定する区部の料金を標準と

しながらも、実績の多いものにつきましては、激変緩和措置として、その影響額を２分の１とするも

のでございます。 

 13ページには特定公共物占用料、14ページには公園等使用料、15ページには野球場、サッカー場、

テニスコートといった有料公園施設使用料を計算しております。野球場、サッカー場については、原

価計算結果に基づく値下げを予定しております。 

 17ページからは、改定を行う手数料でございます。建設環境委員会分野では、18、19ページになり

ますが、ごみ処理等手数料、道路関係証明手数料、道路占用料督促手数料につきまして、それぞれ改

定を検討しております。 

 20ページ以降は、今回改定を行わない使用料・手数料となっております。建設環境委員会所管分野

では、自転車駐車場使用料等を掲載しております。ここにつきましては、改定を行わない理由につき

まして記載しております。 
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 後に、恐れ入りますが、建設環境委員会資料№59を再度、御用意願います。裏面の２ページでご

ざいます。今後の予定ですが、９月末ごろから10月にかけまして再度パブリックコメントを実施いた

します。また、10月10日から12日にかけましては、市民説明会等を予定しております。 

 常任委員会での御意見、また、それらでの御意見を踏まえまして次の12月議会におきまして、必要

なものにつきましては条例改正案を提出させていただき、実際の改定につきましては、令和２年、来

年の４月を予定しております。 

 御報告は以上でございます。よろしくお願い申し上げます。 

○【関口博委員長】 報告が終わりました。質疑、意見等を承ります。藤田委員。 

○【藤田貴裕委員】 事前にいただいた資料では、道路占用料が少し下がる、1,800万円ぐらい下が

るという話でしたけど、建設環境委員会資料№62を見ると、なかなかそれは読み取れないんですが、

値上げもありますし、値下げもあると思うんですけど、どういう結果そういうふうになっているのか、

ちょっと教えていただいていいですか。 

○【中島道路交通課長】 道路占用料の改定の経過から御説明をさせていただければと思います。昭

和27年に道路法が制定されまして、同年に東京都のほうの道路占用料等徴収条例、これが制定されま

した。国立市のほうは、昭和33年に、そのときはまだ国立町でございましたけども、道路占用料の徴

収条例が制定されたと。 

 それで、昭和50年度から平成10年まで、おおむね３年、これは固定資産の評価額の見直しに大体、

合わせているような形なんですけども、３年ぐらいの間隔で占用料の見直しを行ってきました。しか

しながら、平成10年度から、国立市のほうは占用料の見直しを行っておりません。国や東京都が昭和

50年度から平成20年度まで、施行実態に合わせて地下埋設物の基準の口径、これを細分化したという

ことがございます。今９区分に分かれていまして、国立市は３区分のまま、これは東京都の区も入れ

てですけれども、国立市だけということになっております。そのような占用料の区分も改定を行って

きておりません。 

 このような中で、地下埋設物の占用料については、国立市がある１区分のところが東京都だと２区

分に、２つに分かれていたりとかということになります。そのうちの高いほうを国立市が採用してい

るというようなことがございまして、その後、バブル等が終わった後ですけども、東京都は占用料の

減額の改正を行ってきています。 

 しかしながら、国立市は占用料をそのまま据え置いているということがございまして、このため、

地下埋設管の占用料が東京都の区、市も入れてですけども、一番高いような今、一部分ですけども、

状態になっております。このような極端に高い状態を是正していこうと。 

 逆に、電柱だとかそういった柱の関係の占用料が安くなっております。こういった状態を平均化し

ようということで今回、考えておりまして、柱の部分、そういったものは増額と。それで、地下埋の

部分については相対的には減額になるというような形になってございます。 

○【藤田貴裕委員】 11ページの三角のついているのが影響を受けるということで、それは相当影響

を受けるんですか。どれぐらいの影響が出るんですか。 

○【中島道路交通課長】 失礼いたしました。９ページの道路占用料のところの表をごらんください。

11ページですね。失礼いたしました。10ページ、11ページの道路占用料のほうを見ていただけると、

柱の部分ですけども、第一種、第二種と分かれておりまして、第二種が多くなっているんですけども、

こちらの占用が多いんですけども、こちらが現在の料金が低いということですので、改定後はこちら
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の料金が上がってくるということです。ですから、占用料は柱の部分は上がってきます。 

 逆に、11ページの道路法第32条の第１項第２号に掲げる物件ということで、これは地下埋設物のも

のを言っております。その中で、外径が0.1メートル以上、0.15メートル未満のもの、こちらが東京

都と比べますと３倍ほど現行は高くなっております。こちらが埋設物も多くて、こちらを料金改定す

ると、減額ということになって、これが影響が大きいところでございます。 

○【藤田貴裕委員】 せっかく貴重な歳入なんですけど、これはあれなんですか、下げなきゃいけな

いんですか。 

○【中島道路交通課長】 道路占用料の算定方法につきましては、道路の価格に使用料等をかけて補

正をやっていくということになっておりまして、道路の沿道の固定資産の課税評価額というのが基本

になっております。そういった中で、改定を行ってきていなかったというところが大きなところです。 

 平成８年に、これは国等の通達でございますが、占用料の考え方ということでお示しがありまして、

その中でやはり極端に、条例等で制定するんですけども、極端な金額の差というんですか、こういっ

たものは是正するようにというような通達がございました。 

 国立市もそういった中で検討はしてきたんですが、先ほど言ったように柱の部分は料金が安いと。

それで地下埋のほうは料金が高いということがあって、バブル後ですけれども、ちょっと変動がござ

いましたので、そういった中で様子を見ていたというところがございまして、今回、やはり平成10年

から見直しをやっていないということがありましたので、かなり差が出ていると。都区内でも一番高

いような状態になっているところがあるということもあって、この辺を是正していこうということで

ございます。 

○【藤田貴裕委員】 平成８年は極端の差と、極端というのはどれぐらいの通達なんですか。 

○【中島道路交通課長】 具体的な数字というのはお示しはしていないんですが、条例の改正により

占用料が著しく増額する場合とか、必要に応じて経過措置を講じるよう努めるというようなことをう

たっています。 

 また、条例改正により、道路占用者、こちらのほうに事務負担等がふえないように努めることとい

うようなことで通達が入っています。 

○【藤田貴裕委員】 ３倍というのは極端な差という意味なんですか。 

○【中島道路交通課長】 他市の場合、また区部も見る中で、３倍というのは国立だけというような

ことになろうかと思います。 

○【藤田貴裕委員】 改定すると何倍というか、どれぐらいになるんですか。 

○【中島道路交通課長】 約２倍ということに考えてございます。 

○【藤田貴裕委員】 できれば私はせっかくな貴重な財源だから、このまんまでもいいのかなという

気がしていますので、そのことを意見として言っておきたいと思います。 

 あと済みません、くにたち立東福祉館が値上げというんですかね、料金改定があるというんですけ

ど、これはくにたち立東福祉館を使っている人はこういうことはもう御存じなんですか。 

○【三澤まちの振興課長】 まだこの料金について積極的にオープンにしているというわけではない

んですが、指定管理者の方にはそういった考え方は示しています。 

○【藤田貴裕委員】 示して、何らかの反応はありましたか。 

○【三澤まちの振興課長】 そのときは特段、明確に反対だとかというようなコメントがあったわけ

ではなかったということでした。 
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○【藤田貴裕委員】 わかりました。ちなみに、ほか28％のところで値上げしていないところがあり

ますけども。 

○【三澤まちの振興課長】 こちらは基本的に大、中、小というふうなカテゴリーで今回、分けて料

金設定したわけなんですが、くにたち立東福祉館の談話室と娯楽室、それぞれ別の小・中施設なんで

すが、合わせると面積的にいくと大カテゴリーになるものですから、面積が大カテゴリーなのにほか

より少し安いというのは、やっぱり不公平なんじゃないかという声は当然、出るだろうということで

考えまして、ほかの施設と同様、大カテゴリーの面積を持つこの同時利用については、ほかの料金と

同じにしたということでございます。以上です。 

○【藤田貴裕委員】 そういう不公平じゃないかという声は出ているんですか。 

○【三澤まちの振興課長】 いえ、我々なりに考えて、そのように考えました。以上です。 

○【藤田貴裕委員】 そうですか。出ているというんだったらわかるような気はしますけど、ほかの

大カテゴリーでも据え置きになっていますので、立東だけというのは何か気の毒なような気がします

ので、パブリックコメントですとか、使っている人の声を聞いてから判断していただきたいなと思い

ます。 

 21ページの自転車駐車場の話ですけども、高架下というのは全然使われていないんですけども、使

用の率というんですか、そういうのを上げるために何かしようとかそういうのはないんですか。 

○【中島道路交通課長】 高架下の自転車駐車場につきましては、平成30年度ですか、料金を一律

500円ということで１年間やってきました。それで、令和元年度４月からですけども、一般の方につ

いては1,000円と。学生等は500円というような形で現在やっております。 

 一律500円にする前ですけども、平成29年度、こちらのときは大体400から多くて500人程度しか使

われていないというようなことがございまして、一律500円に変えて、大体900人から1,000人の間ぐ

らい。 

 現在ですけども、950人が大体、定期利用されていると。一時利用についても２時間無料というこ

とでやっておりまして、こちらが大体20人から50人ぐらい、１日当たりですけども、いるということ

を考えますと、駐輪場のキャパが2,007台ということですので、ほぼ半分ぐらいの使用率というんで

すか、になろうかと考えてございます。 

○【藤田貴裕委員】 半分ぐらいですけども、半分あいていて、非常にもったいないなという気がし

ているんですね。もう少し利用率を上げられるような取り組みをして、ほかの駐輪場とはちょっと違

うような料金体系だとか、そういうのは考えられないんですか。 

○【中島道路交通課長】 高架下のコストにつきましては、平成30年度でラックの賃借料がなくなっ

てきているということがございまして、令和元年度、今年度ですけれども、こちらのほうのコストは

かなり改善されているとは考えているところです。 

 しかしながら、やはりかなり広い面積でございますので、こちらのほうの有効活用ということで、

自転車対策審議会でもいろいろ御意見いただいております。放置自転車の問題等も合わせて、こちら

をストックヤードにできないかとかそういったところも今、合わせて、土地の活用という面では今、

検討を行っているところでございます。 

○【香西貴弘委員】 個々の細かいことというよりは、今回この使用料・手数料見直しに関する基本

方針ということで出していただいているんですけれども、４年に１回ということで、それはそういう

ことなんだろうなと。ただ、いろいろさまざま苦心されて計算していただいて、乖離率とかいろんな



－ 36 － 

ことを出して、判断の基準を出そうとされている、そこは本当に苦心されているんだなというのはわ

かります。 

 １点お聞きしたいのは、これまではどういうふうにされていたんですかね。すごく素朴な疑問とし

て、どうされていたのかなというのを、わかる範囲で教えていただければと思います。 

○【黒澤政策経営課長】 今回、統一的な基本方針をつくりましたが、このような全庁的な統一的な

ものは今回、初めてつくっておりまして、それまでは各課、決め方は物によってまちまちであったよ

うでございます。独自にかかった費用等、受益者負担割合を掛けたりしていたところや、近隣市との

比較等で決めていたようでございます。 

○【香西貴弘委員】 ありがとうございます。そういう中で、先ほどの道路占用率とかですか、占用

のところとか、あと幾つかありましたけど、単純に結構、時間があいたがゆえに格差が広がっている

というのはあったのかなと。だからそこを、かといって一気に上げたり下げたりというのはやっぱり

なかなかできないんだろうなという状況もあるのかなと。 

 ですので、やはりある程度の期間をもって、常に見ていくというか、他市等も含めて比べていくと

いうことはやっぱり重要なのかなと私は思っているんですが、そのあたり、道路交通課としてどうで

しょうか。 

○【中島道路交通課長】 まことに私どももきちんとしたもとにやっていけばよかったんですけども、

やはり土地の価格に変動して、道路占用料というのが決まってきているということが基本的な計算方

法でありますので、この辺をしっかり私ども今後は、いい機会だと考えまして、定期的に見直しを行

っていこうとは考えております。 

○【高原幸雄委員】 何点か。先ほどから質疑されております⑧の道路占用料のことについてちょっ

とお伺いしたいんですが、この見直しに当たっての考え方の中に、東京都道路占用料等徴収条例に規

定する区部の料金を標準として改定するとなっているんですけど、区部の道路面積、あるいは固定資

産でいけば、いわゆる三多摩の道路の固定資産というのは相当な差額があると思うんですよね。なぜ

これ、区部のあれで算定基準になっているのか、そのことがわからないものだから、ちょっと教えて

ください。 

○【中島道路交通課長】 東京都の条例でいきますと、区部が２種類に分かれておりまして、港区と

か中央区とかというような一般的に固定資産が高いところと、ほかの区部と、あと市部につきまして

は１つの価格帯しかないんですけども、大体半分以下に市の場合はなるということがございまして、

ただし地価の標準価格を見ますと、国立市は大体、区部を入れて27番目ぐらいになります。 

 そういう面では、国立市より下のところの区部もございますので、では区部のほうに合わせてもい

いのかなということで、区部のほうを設定させていただいたというところでございます。 

○【高原幸雄委員】 そうすると、国立市は東京都全体で見ると、区部と市部と全体で見ると、大体

真ん中ぐらいと、こういうことになりますかね。 

 それで、先ほどの説明で、地下埋設と、それから地上の電柱というか、上の、これが地下のほうが

非常に高いということが答弁でありましたけど、これは例えば、富士見通りの地下の埋設化というの

がありますね。今回も一般質問で出ていましたけど、ああいうふうになった場合は、その事業主体が

どこかというのはあるんですけども、その場合は相当、ある意味では大きな事業になるという、こう

いう捉え方もできるんですか。 

○【中島道路交通課長】 地下埋設の共同溝だとかそういったものはまたちょっと別な考え方になり
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まして、今回ので一律にはちょっといかないというところもあって、また今、国立駅前の整備工事の

中で、無電柱化ということをやっておりますので、この辺また別の機会にちょっと占用料のほうは見

直していきたいとは考えてございます。以上です。 

○【江村都市整備部参事】 多分、地中化の場合は今、電柱だと架空線がありますので、それがその

まま地下に入っていきますので、線そのものの単価は多分、同じぐらいの単価になります。それで電

柱がなくなりますので、その分は、逆に言うと占用料としては低くなると。ただし、地上機器とか、

地面のほうに機器が乗っかってくるので、そういった分を今度は新たにとるという形になりますけど

も、ただ、圧倒的に電柱が減るので、恐らく占用料のカウントからすると多分、下がるのではないか

と考えられます。 

○【高原幸雄委員】 わかりました。それは具体的にどういうふうになった場合にどうなるかという

のは、また別にそれは実際に計算してみないとわからないということがあるんでしょうけど。 

 それからもう１つだけ。乖離率がこの間、非常に大きいものが幾つかありましたけど、例えば19ペ

ージの道路関係証明手数料の関係でいくと、これは証明交付手数料でこんなに乖離率が大きい、

2,604％という非常に、これというのは結局、なぜこういう差がというか、現在の価格、現状と、そ

れから理論上の価格という点で、こういう差が出るんですかね。 

○【中島道路交通課長】 やっぱり道路証明につきましては、間違った証明を出すわけには当然、ほ

かの証明もそうですけども、ならないということもございまして、きちんと全ての道路の境界が決ま

っていれば、かなりスムーズにいくのかなとは考えておりますけども、やはり決まっていないところ

がまだまだありますので、そういった中で過去の境界、その周辺の画定だとかそういったものを調べ

て出さなきゃいけないということがございまして、どうしても時間がこれはかかっているということ

で、やっぱりコストにはね返っているというふうな状態でございます。 

○【青木健委員】 使用料・手数料の改定ということです。改定自体については私は言うことないん

ですけれども、減免団体ですね。せっかく改定をされたとしても、行政サイドで減免団体をどんどん

つくっていくという状況があるようです。これについては今後はどういうふうな考えで進められるん

でしょうか。 

○【黒澤政策経営課長】 今回の見直しの中で、合わせて整理をできればよかったんですけれども、

ちょっとそこまで至りませんでしたので、これは次の課題としまして、４年後の見直しに向けて考え

方等を全庁的に整理してまいりたいと思っております。 

○【三澤まちの振興課長】 御答弁申し上げます。おっしゃるとおり、減免団体については、特に集

会所関係なんですけど、減免団体がございます。運営委員の皆さんからも、やはりそういったお声を

いただいております。 

 一方で、有料にすることで、例えば地域活動が減ってしまうということになると、やっぱり担当と

してもそこは懸念してしまう部分はあるなということもありますので、今回、直接の対象にはなって

はいないんですけども、議論する中で考え方を整理して、是正すべきところは是正していかなくては

いけないと考えています。以上です。 

○【青木健委員】 考え方を整理すべきだと思います。前もこれ、私、一般質問でやっていますので、

そのときも申し上げていますけど、例えば今、三澤課長が言ったような、地域におけるそういう地域

住民の活動ということがあるならば、それは地元の集会所や何かを使うわけですから、減免の対象に

してもいいんじゃないかなと思いますけど、そうじゃなくて例えば子育てサークルというようなこと
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で、小さい子供を抱えている方たち、確かにこれも減免するということについては一理あるかもしれ

ないですけど、ただ、それがいろんな地域から集まってきていたりとか、それからそこで子供を何人

かで見ている間に、じゃあ、まとめて買い物に行ってくるとかというようなことがあるらしいんです

よ。 

 そうなってくると、これはちょっと使用目的が違うのではないかと思いますので、きちんとその辺

については整理を今後していただきたいということを申し上げておきます。 

○【小川宏美委員】 １つ質疑させてください。きのうの委員会で、今回の丁寧な使用料・手数料の

見直し案によって、3,000万から4,000万円の歳入アップになると聞きましたが、それでよろしいでし

ょうか。 

○【黒澤政策経営課長】 まだ精査は必要でございますが、おおむねその程度は出るのではないかと

考えております。 

○【小川宏美委員】 それでは、今、説明を受けましたので、道路占用料の部分でその金額が見られ

るのでしょうか。ほかにも具体的にあればそれを挙げていただけますか。 

○【黒澤政策経営課長】 細かな出っ込み引っ込みはあるんですけれども、 も大きいものは、18ペ

ージになりますが、ごみ処理等手数料でございます。こちらはキロ当たり15円程度の値上げを予定し

ておりますけれども、処理している件数が多いものですから、結果としてここがかなりの増収になり

まして、トータルしますとその程度は増収になるといったことでございます。 

○【小川宏美委員】 この建設環境委員会にかかわる部分ですよね、このごみ処理手数料、15円ずつ

を上げる予定であるということなんですが、15円、キロ当たり上げるというのは、価格としてはどう

やって乗せていくんでしょうか、それは。 

○【中村ごみ減量課長】 お答えします。今の御質疑の15円というところなんですけど、この中で一

番、 も大きいのが、この表の中の真ん中辺にある直接搬入等ごみ処理手数料の部分の多摩川衛生組

合の部分、こちらの部分の15円の値上げが主にこれがきいていまして、これは人件費と事業に係る経

費、減価償却費等から計算いたしまして、現行の27円が42.8円ということで、42円に改定するという

ことです。 

 こちらに関しましては、多摩川衛生組合に搬入している他市の府中市、稲城市、狛江市が全て現行

42円となっていますので、その値段と同等になるということでございます。 

○【小川宏美委員】 わかりました。その42円にすると、これが歳入の幾らになると見込んでいるん

でしょうか。全体では。 

○【中村ごみ減量課長】 失礼しました。今のところの15円が、年間持ち込み量で375万9,000キログ

ラムになりまして、これを掛けると5,638万5,000円ということを試算してございます。以上です。 

○【小川宏美委員】 わかりました。結構です。 

○【関口博委員長】 ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ、報告事項(1)使用料・手数料の見直しについてを終わります。 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 

 報告事項(2) 農の営みが残る原風景の保全について 

○【関口博委員長】 報告事項(2)農の営みが残る原風景の保全についてに入ります。 

 当局から報告を願います。環境政策課長。 
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○【清水環境政策課長】 それでは、建設環境委員会資料№64に基づきまして、農の営みが残る原風

景の保全についてを御報告させていただきます。 

 本件につきましては、農の営みが残る原風景を保全するため、令和元年（2019年）８月に、本資料

とあわせて添付させていただきました農の営みが残る原風景を保全するための基本方針を策定しまし

たので、御報告するとともに、本方針を踏まえ、生産緑地の買い取り申し出に係る城山公園の拡張に

ついて、事業内容や今後の手続について御報告するものでございます。 

 まず、本資料の大項目１、農の営みが残る原風景を保全するための基本方針についてでございます。

こちらを用意していただいて、本方針は、農の営みが残る原風景を後世に引き継ぐための行政の基本

的な方針を明らかにし、もって農の営みが残る原風景を保全することを目的として策定しております。

簡単ではございますが、御説明させていただきますので、御確認いただければと思います。 

 それでは、１ページの１、基本方針の目的をごらんいただければと思います。本方針の目的ですが、

南部地域の風景は谷保時代から続く原風景であることや、スプロール化などにより、さま変わりして

きていることに触れ、３段落目になりますが、農の営みが残る原風景を後世に引き継ぐため、市の方

針を明らかにし、もって農の営みが残る原風景を保全することを目的としました。 

 次に、大きな項目２、基本的な考え方でございます。 

 （１）農の営みが残る原風景の保全では、市の前身である谷保村から続く農の営みが残る谷保地域

の自然豊かな田畑などが織りなす風景と定義いたしました。 

 また、２段落目になりますが、原風景は市の貴重な景観資源であることや、農業文化の継承には欠

かせない緑地空間であることから、市民共通の貴重な財産として後世に引き継ぐため、大切に保全し

ていかなければならないことを基本的な考え方としております。 

 次に、（２）営農支援についてでございます。本方針では、農業振興と農地保全の推進に当たって

は、現状の取り組みなどに触れながら、次ページにかけて農地保全を目的とした諸制度が整備されて

きたことを説明させていただいております。 

 また、農業者による営農活動を通じて、田畑を維持し続けることを理想とし、営農支援を行政の役

割として重視することを明確にいたしました。 

 次に、（３）緑の保全についてですが、市では、花と緑と水のある環境づくりを推進するに当たり、

現状の取り組みに触れながら、３段落目になりますが、今後、市独自の景観的に魅力のある原風景の

保全に向けては、農業者による営農が難しい場合の 終的な手段としまして、実施計画に基づく農地

の公有地化など総合的な観点で取り組むことが重要であるとしております。 

 続きまして３、対応方策でございます。 

 （１）営農支援についてです。市では、農業・農地の多面的な機能が適切に維持・発揮されるよう

にするため、農地の保全や有効利用の促進、生産緑地の追加指定、特定生産緑地への移行などを推進

するとしております。また、各種農地保全にかかわる制度周知などを行い、その制度の活用を図りな

がら、原風景の保全に努めることとしております。今後も農業者が農業経営を継続できるよう、関係

性を密に農業支援の取り組みを行うこととしております。 

 続きまして、３ページ、（２）の緑の保全についてですが、市では、花と緑と水のある環境づくり

を推進するため、後世に引き継ぐべき貴重な財産として、原風景を保全するものとしております。ま

た、民有地の崖線樹林地の基本的な定めに基づく維持管理や、用水路等の管理の取り組みを推進する

ものとしております。 
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 次に、（３）公有地化の考え方です。①の基本的な考え方では、市が全ての土地を保全することは、

市の財政的な制約もあり困難であることから、優先的に対応すべきエリアを設定することとし、その

ことを優先エリアと呼ぶこととしました。この優先エリアは、崖線を基点とした湧水・用水路・緑地

を含めました水田や畑までの連続性、及び一定の広がりのある空間とし、その中でも特に水田を重視

し判断するものとしております。この考え方により、全体の農地の中で、ある程度公有地化する際の

１つの目安として整理されていくものと考えております。 

 本方針の 後になりますが、公有地化の決定に当たりましては、庁議において決定することとして

おります。 

 以上が本方針にかかわるところの御報告となります。 

 続きまして、もう一度、建設環境委員会資料№64にお戻りいただければと思います。 

 大きな項目２、生産緑地の買い取り申し出に係る城山公園の拡張についてでございます。それでは、

（１）の経緯及び対象土地等でございます。本件は、①平成31年２月28日に、城山公園隣接の生産緑

地の買い取り申出書が市に提出されたこと、②では面積が751平米であること、③現況は畑として使

用されていること、④については、買い取りに向けては土地所有者と協議を重ねてきている状況であ

ることを御報告させていただいております。 

 このことで、２ページをごらんいただきたいと思うんですが、図１と図２で位置図と現況写真をお

示ししております。図１が位置図となりまして、城山公園の中央部右のほうに赤く囲った予定地とあ

りますが、こちらが今回の対象地となっております。 

 右に行っていただきまして、図２の現況写真、城山を背景に、黄色い線で囲った部分が今回の予定

地となっております。 

 それでは、お手数をおかけしますが、１ページにお戻りいただきます。続きまして、（２）事業内

容でございます。城山公園を含む周辺地は、谷保地域の豊かな自然と水田、畑が連担した里山として

の農の営みが残る原風景であり、本件土地は城山地域にある非常に重要な場所に位置する貴重な景観

資源として、市民の共通の財産として後世に引き継ぎ保全していかなければならないとしております。

また、先ほど御説明した方針の中にもありました、優先的に公有地化すべきエリアにある農地と考え

ております。 

 なお、国立市総合基本計画や農業振興計画、緑の基本計画に基づきまして、城山の自然環境を保全

する目的で公園用地として買い取り、城山公園の拡大・拡張を図っていくとしております。 

 続きまして、（３）本件土地の活用方法でございます。本件土地は、買い取り後、城山公園の一部

として位置づけまして、農の営みが残る原風景を基本とした活用を図っていくこととしております。 

 なお、今後、詳細を整理し、東京都の事業認可を受けた上で決定していくことを予定しております。 

 次に、（４）今後の手続と財源についてでございます。本件土地の取得手続としては、まず、国立

市土地開発公社に先行取得を依頼し、本件土地を確保していきたいと考えております。 

 一方で、都市計画変更を行い、城山公園の一部に位置づけ、その後、都市計画事業認可を受けた上

で東京都の補助事業、これは３分の１になりますが、を活用し、国立市土地開発公社から買い戻しを

行うことを予定しております。 

 なお、国立市土地開発公社の先行取得につきましては、実施計画に記載がなく、公社の三原則に一

部合致しない部分の課題がございます。しかしながら、本事業は今般、策定しました農の営みが残る

原風景を保全するための基本方針に合致していることや、令和２（2020）年度国立市行政経営方針に
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は、城山公園拡張の手続を進めるなど、農の営みが残る原風景の保全に努めると具体的な内容を盛り

込まれたこと、あわせて庁議において本事業を実施していく旨も確認されており、今後、策定する実

施計画に本事業が位置づけられるものとしております。また、都市計画事業基金等を活用することに

より、財政的フレームが確保される見込みとなっております。 

 以上のことから、市としましては実質的に国立市土地開発公社の三原則に合致するものであり、国

立市土地開発公社に依頼し、本件土地の確保を進めていきたいということで結ばせていただいており

ます。 

 次に、（５）実施計画計上予定額でございます。本件土地は、約１億4,500万円として考えており

まして、財源内訳としまして、東京都補助金が4,800万円、都市計画事業基金等が9,700万円と予定し

ております。 

 （６）スケジュール等でございます。令和元（2019）年度の対応です。８月21日、令和２（2020）

年度の国立市行政経営方針を策定しております。８月28日には、農の営みが残る原風景を保全するた

めの基本方針（案）及び生産緑地の買い取り申し出にかかわる城山公園の拡張についてを庁議で付議

しております。８月30日には、農の営みが残る原風景を保全するための基本方針を策定しております。

また、本日、建設環境委員会に御報告をさせていただきまして、９月の中・下旬ごろを予定として、

国立市土地開発公社への先行取得の依頼をしていきたいと考えております。 後になりますが、令和

２年、来年度、2020年度の下半期を目指して、都市計画変更や東京都補助金の交付決定、国立市土地

開発公社からの買い戻しを考えているところでございます。 

 御報告は以上です。よろしくお願いします。 

○【関口博委員長】 報告が終わりました。質疑、意見等を承ります。小川委員。 

○【小川宏美委員】 報告ありがとうございました。８月に策定された農の営みが残る原風景を保全

するための基本方針、これはすばらしいなと本当に思っています。文章も本当に何か非常に命が吹き

込まれたすばらしい文章が書かれていると思っております。それに基づいて今回、この泉５丁目22、

28番地ですか、751平方メートルの部分を買い取っていくという報告をいただきました。 

 まず質疑が１つあるのは、ここを都市計画変更によって城山公園の一部として位置づけていくとい

うことです。この都市計画変更の行っていく手続上のプロセスと何か条件というのがこれについてい

くんでしょうか。あれば教えてください。この土地に城山公園の一部として位置づけられる場合の条

件などがあれば教えてください。 

○【清水環境政策課長】 お答えします。本件土地は、城山公園を拡張するに当たって、面積が比較

的小さいことから、市の決定でできることとされておりますので、そういったところの中で東京都と

相談をしながら、補助金の活用を含めて相談して進めていきたいと考えているところでございます。 

○【小川宏美委員】 わかりました。面積によって市で行っていけるということなんですね。 

 この土地なんですけれども、基本的に基本方針の中で公有地化していくのに一番優先的にしていく

エリアというのは、水田を重視したいと書いてありました。ここの場所というのは、今後の予定とし

て水田にしていけるような場所なんですか。どうでしょうか。 

○【清水環境政策課長】 当然、公有地化に向かっては、今、農地として使っていますので、市とし

ては城山公園の拡張をする中で、農業ゾーン的な、そんなイメージを持って東京都と相談してやって

いきたいと考えております。 

○【小川宏美委員】 それで今回、非常に丁寧に資料に書いてありました、一般質問でも問題になっ
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た部分ですけども、実施計画に記載がなかったため、土地開発公社の三原則に一部合致しないという

ことでは、議場でも市長からもおわびもあったほどです。だけども、実質的にこれは三原則に合致し

ているので今回、進めたいと丁寧に書いてありまして、これは理解しました。 

 それで、行政経営方針を策定したのでというのがスケジュールに書いてありましたが、その部分の、

どこにこの件についてきちんと書いたので、今回これを進めるという意味だったのか、その説明がち

ょっとなかったと思うので、教えてください。きのうの報告にあったと思いますけども。 

○【清水環境政策課長】 令和２年、2020年度の国立市行政経営方針の基本施策の17、花と緑と水の

ある環境づくりというところの中で、先ほど申しました城山公園の拡張の手続を進めるなど、農の営

みが残る原風景の保全に努めるということを明文化したということでございます。 

○【小川宏美委員】 そのことを策定したので、これからこの買い取りに入っていくということの理

解をいたしました。ありがとうございます。 

○【高原幸雄委員】 じゃあ、幾つか。 初に、ちょっとよくわからないのは、時系列的に例えば城

山公園の隣接する用地の買い取り、買い取ってほしいという市民の側からの要請があって、それで建

設環境委員会資料№64の説明書きなどができた、それはわかるんですけど、この基本方針との関係で

いくと、どうも前後しているようにしか見えないんですよね。つまり基本方針があって、この用地が

買い取りの要請があって買い取ったということではどうもないみたいで、買い取り要請があって買い

取ったんだけども、それは三原則に合致しないので、いろいろ市としても考え方を整理しなきゃいけ

ないというところで、この基本方針が出てきたとどうも受け取れるんですが、その辺はどうなんです

か。 

○【橋本生活環境部長】 この原風景の問題につきましては、やはり我々もどういうふうにこの方針

を整理していくかと、これはもともとの課題で認識をしておりました。（「ですよね」と呼ぶ者あ

り）ですからそのことを踏まえまして、６月議会でしたでしょうか、他の議員さんからもやはり方針、

ビジョンというものが必要ではないかということもありまして、それをきっちりつくり上げながら、

この拡張、農地の買い取りに向かってきたと、そういうふうな中の整理で方針を固めたというところ

でございます。 

○【高原幸雄委員】 それで、例えば先ほど他の議員も質疑していましたけど、この３ページのとこ

ろで三原則に合致しない部分がありますということを言い切って、その後に、取得を依頼されて本件

の確保を進めてまいりたいというところには、「合致するものであり」と言っているわけですよね。

いろいろ条件を整理して、合致するものになったと、こういうことですよね。そういうふうに理解し

ます。 

 それはいいんですが、それともう１つは、つまり基本方針のところで、市が考えているいわゆる農

の営みが残る原風景を保全するための地域的な、位置的な地域というのはどの部分を想定しているの

かというのが依然としてこれではわからない。大体わかるのは、ハケがあって、それから田んぼがあ

って畑があって、あるいは水がママ下湧水から始まって、用水も流れているという、こういう幾つか

の要件を満たしていれば、国立市の原風景というような位置づけができるということなんだろうと思

うんだけど、かなりそういう点で見ると、例えば甲州街道のところが今度、インターに入ってきます

よね。あの部分のハケの東側のほうからずっと青柳のそれこそこの買い取ったもっと西側のほうまで

地域的にはどうも見ると、考え方としては見えるんじゃないかと思うんですが、それは前に僕が質疑

したときには、地権者のそういう買ってほしいという要請がなければ、それはなかなかできませんよ
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という話はわかっていますけど、その辺はどんなふうに市としては考えているんですか。 

○【清水環境政策課長】 お答えいたします。まず、方針中にやはり優先したいところは、崖線を起

点とした湧水・用水路・緑地を含めた水田や畑などでの連続性、一定のある広がりのある空間として

おります。こういったところの中で、委員御質疑のいろいろなところの農地があるのではないか、そ

ういったところの対応はどうするのかという御質疑だと思っておりますが、いろいろ今回については

さまざまな地権者がおりまして、相手方もいることで、こういった議場の席で個別具体的な土地を出

して、それがいいのか悪いのか、なかなかちょっと御回答するのは難しいということがありまして、

そういったことの中で、先ほども御説明しましたが、こういった基本方針をつくることによって、一

定の整理をしていくということができるのかなと思っております。 

 また、御相談がありましたら、それはもう市としては全力をもって市民の方に御説明するなり対応

していきたいと考えております。 

○【高原幸雄委員】 これは意見ですけども、基本方針のところで、結局そういう対象地域の表現の

仕方として、個別的に固有名詞でこことここという挙げ方はしないで、ハケと何とかが連担する、そ

ういう地域が対象なんですよということを大まかに述べておいて、それで要請があったときに買って

いけばいいという、こういうふうに私なんかは思うんですけど、意見として述べておきます。 

○【青木健委員】 今後これについては行政のほうで御尽力いただいて、三原則に合致したというこ

とですので、公社のほうにかかりますから、公社でまた質疑されると思いますけど、谷保の原風景、

この保全は大変な命題であるわけなんですけど、実際にこの城山公園の南側、区画整理がなされてい

るわけです。今はほとんどその区画整理地内において土地の利用がなされていないわけですよね。た

だ今後、相続等、発生したときに、この部分についても土地の利用は図られてくるのではないかと思

うんですけど、今は平らで、それこそ城山公園のほうまで素通しで見えますから、原風景ということ

で保全をしていくということについて、構わないというか、いいことであると思いますけど、今後の

区画整理地内の利用というのが進んだ場合、この城山公園というのはどういうふうになってくるんで

しょう。 

○【清水環境政策課長】 それでは、お答えします。まず、今回の城山公園の拡張を１つの契機とし

て、何せ市としては原風景を残すことについては営農という視点で全面的にバックアップもしていき

たいと思いますし、そういったところの支援体制を強化して、農業担当と公園担当、もしくはいろん

な部署と連携をしまして、そういった支援をまずは行っていきたいということがあります。 

 また、体験水田とかも今やっていますので、そういった中で今後どういう形がいいのか含めて詰め

ていきたいと、検討していきたいと思っております。 

○【永見市長】 これはなかなか難しい問題なんですけれども、原風景として 低限、確保しなきゃ

いけないのはどこなんだろうかと。城山公園の部分ですよね。これを考えたときに、ヤクルト側から

いいますと体験水田が２枚ありますよね。それから、民の方であそこの家の事業をお手伝いしていた

だいていて、体験収穫ですか、なんかをしていただいている畑があって、そして一番東側が今回の畑

になると。 

 ここは、この１枚といいますか、横の１列、これはどんなことがあっても市としては城山を背景と

して城山公園があって、それで原風景として、この１枚だけは、その南側は道路が入っちゃいますか

ら、この東西だけはどうしても確保していかなきゃいけない土地だろうと、この合致する土地だろう

と思っております。 
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 ですから、ただこれを公有地化するか、しないかというのは別です。これは農業支援でずっと農業

者の方が続けていただくことが望ましいと思います。ただ、 終的にはそこの１枚は何としてでも確

保していくということにしたいとは考えております。 

 あとは区画整理で住宅系の区画整理をして道路があれだけ入っている以上、それを全部買い取って

いくということはなかなか困難ですし難しいし、道路が入って連担もしなくなりますので、そこの１

面といいますか、このことをまずはきちっとやっていくと考えております。 

○【青木健委員】 市長のお考えはわかりました。当該予定地から、じゃあ、西へ向かったヤクルト

までの間、ここについては保全の努力をしていくということになりますので、地権者がいらっしゃっ

て、今の代はこのような形で御利用いただいていますけど、次の代になったらわからないというよう

なこともありますし、また、相続でこれ、民間の問題がありますので、大変なことがあると思います

けど、行政のお考えとしては、この１枚については、はい、城山公園の連担という考え方でいいんで

すかね、で確保してまいりたいということだそうですので、それは私も尊重してまいりたいと思いま

す。以上です。 

○【藤田貴裕委員】 今の御説明を聞いておりましたけども、大体、個別具体的にはやらないんでし

ょうけども、優先エリアというのは城山のあたりと、そういうふうに考えればいいですか。ほかの地

域はやってくれないんですか。 

○【清水環境政策課長】 お答えいたします。今回のは１つの例ということで、他のエリアも優先す

るところがあるものと考えております。 

○【藤田貴裕委員】 これは例えばもうちょっと東側というんですかね、一応ハケがあったり水田が

あったりするところもありますよね。ありますよね。そういう場合も買い取り申請が来たらどうする

んですか。 

○【清水環境政策課長】 今後の検討課題ということで認識しておりますが、まず庁内で担当部署の

関係者とよくよく内容を検討しまして、 終的には協議で買い取るか否かも含めて決定していきたい

と考えております。 

○【藤田貴裕委員】 城山南の区画整理の地域には、これは何か地区計画というのはかかっているん

ですか。 

○【佐伯都市計画課長】 地区計画のほうはかかってございます。 

○【藤田貴裕委員】 どういう内容の地区計画ですか。 

○【佐伯都市計画課長】 城山南の地区の整備計画、細かくいろいろございますけれども、例えば建

築物の用途の制限ですとか、壁面の位置の制限ですとか、垣または柵の構造とか、いろいろな制限が

かかってございます。 

○【藤田貴裕委員】 市がこのように城山の周辺の農のある風景を残していきたいというんだったら、

この区画整理の中も市が地権者の１人だったのかなと思うと、もう少し将来を見据えていろいろとや

っていただきたかったなという意見をちょっと言っておきたいですね。 

 確かに区画整理でしたから、道路とか入るのは、まあ、そうなのかなと思いますけども、市がここ

を恐らく優先的に整備をしていきたいと、そういうような話でありましたので、やっぱり遠くから見

たときも、ああ、農が残っているなというのがやっぱり基本だと思うんですよね。 

 現在、いろんな土地の使われ方がし始められていますよね。なかなか農地とはちょっと、そうなの

かなといういろんな使い方もなされている中、市はこの地域に対してどうですか、農の風景を守って
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いくということを前面に主張してやっていけそうですか。それともあれですかね、いろんな、資材置

き場と言ったら変ですけれども、何というんですかね、農とはちょっと違うような使われ方も出始め

ていると思いますけども、この辺について市はどういうふうに考えているのか、ちょっと教えてくだ

さい。 

○【橋本生活環境部長】 この農の営みが残る原風景の保全の中では、これはまずは営農を支援して

いく、これはいろんな面で、この原風景に限らず農地・緑地の保全というのは、これは我々の部署、

また農業担当とも協力しながらやっていきたいと思っています。 

 原風景と限ると、先ほど市長も御答弁したとおり、まずはこの 低エリアということを、必然的な

部分のエリアというところを念頭に置きながら、あとその辺どういうふうに広がりの中を保全してい

けるのかというのは庁内でよくよく検討しながら、施策をまた進めていきたいと考えているところで

ございます。 

○【藤田貴裕委員】 民間の土地ですから、何とも言えないところはあるんでしょうけども、遠くか

ら見て、家が建ち並んだりいろんなものが建ち並んでいたら、農ある風景とは言えるのかなという私

は疑問もありますので、その辺は注視していきたいと思います。 

 それと今回、都市計画基金を充当するという話なんですけども、谷保の原風景保全のための基金を

使わない理由というのは何かあるんですか。 

○【黒澤政策経営課長】 それも全て検討しておりましたけれども、今現在、谷保の原風景保全基金

につきましては、約１億4,400万円程度持っておりまして、ここを取得するときに、都市計画事業と

して認定されますと、都市計画税、また都市計画事業基金が充当できるという中において、今後の見

込み等を勘案しまして、この都市計画事業基金を入れるところが市の財政的に も有利だろうと、そ

ういった判断をいたしました。以上でございます。 

○【藤田貴裕委員】 わかりました。今後のためにとっておくと、そういうようなニュアンスの話だ

ったと思います。 

 後に、私も意見をちょっと言って終わりにしたいと思いますけども、後づけで出てきた基本方針

のような感が非常にあります。せっかく谷保の原風景のための基金をつくったんですから、そのとき

これを出していて、今回の買い取り申請で買い取って、国立市は頑張りますと言えば、誰も何も文句

言わなかったですよね。なぜそういうことができなかったか、ちょっともう１回聞いておこうかな。

もう１回聞いておきますので。 

○【橋本生活環境部長】 済みません、これはまた繰り返しの答弁的な部分にもなりますが、これは

私どもも非常になかなか原風景をどういうふうに定義していくのか、どういうふうにこの方針を定め

ていくかという、これは課題認識を持っておりまして、なかなかそこを整理できなかったという部分

は、これは反省点であろうかと思います。 

 そういう中でも、今回これをつくらせていただいたという中で、この原風景の保全に向けて事業を

進めていきたいとは考えておりますので、その辺については御理解いただければと思います。よろし

くお願いいたします。 

○【関口博委員長】 ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ、報告事項(2)農の営みが残る原風景の保全についてを終わります。 

 以上で本日の案件は全て終了いたしました。 
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   ────────────────── ◇ ────────────────── 

○【関口博委員長】 これをもって建設環境委員会を散会といたします。御苦労さまでした。 

午後２時４０分散会 
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