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午前１０時３１分開会
○はやお分科会長

それでは、ただいまから予算特別委員会企画総務分科会を開会いたし

ます。座らせて説明させていただきます。
短い日程の中で多岐にわたる調査となるため、委員の皆様、理事の皆様にご協力をお願
いいたします。
調査の進め方についてお諮りいたします。
当分科会では、議案第２号、令和２年度千代田区一般会計予算のうち、企画総務委員会
所管分を調査することとなっております。お手元に企画総務分科会予算調査についての案
を配付しております。
また、分科会にご持参いただく資料の確認ですが、予算説明書、事務事業概要、予算案
の概要ということで、よろしいでしょうか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
○はやお分科会長

はい。それでは、調査方法につきましては、理事者からの説明は予算

案の概要の配付をもってかえ、各部、予算編成方針及び予算案の特徴などの概括的な説明
の後、個別の予算事業については、特に説明を要する場合のみ「目」の冒頭で簡潔に行う
こととします。また、原則として「目」ごとに質疑を受けますが、「目」が少ない「項」
では「項」ごとにします。加えまして、概括的な説明の中で、令和２年予算編成方針にあ
る事業の磨き上げに取り組んだ代表的な事業も説明いただければと思います。
本日は、区議会事務局、環境まちづくり部所管分の一般会計の歳出歳入、明日は政策経
営部、会計室、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局所管分の一般会計の歳出歳入を行
いたいと思います。
理事者の出席は、条例部長、庶務担当課長、財政課長は常時出席とし、他の理事者は所
管分調査のみ出席として、それ以外は自席待機といたします。
本日の出席理事者は、環境まちづくり部全理事者、区議会事務局長、次長、政策経営部
長、総務課長、財政課長です。欠席届は、きょうは出てないね。（発言する者あり）はい。
分科会予算調査報告書は、分科会で議論された項目及び総括質疑において議論すること
とした項目を記載し、３月６日金曜日の予算特別委員会開会前までに予算特別委員長に提
出します。
それでは、区議会事務局所管分の歳出から入ります。
初めに議会費、１４２ページから１４３ページまで。説明がありましたらお願いいたし
ます。
○小玉区議会事務局次長

それでは、予算説明書、１４２ページ、１４３ページをごらん

ください。
まず、１４３ページの１１番、議会運営システムの整備でございます。こちらなのです
が、こちらの委員会会議システムの老朽化に伴う機器更新を行うために計上しております。
平成１９年５月、こちらの新庁舎に移りましてから同じシステムを使っておりまして、シ
ステムに多少ふぐあいが生じるという現象が起こるようになりました。システムにふぐあ
いが起こった場合、委員会運営に支障を来すために機器を更新するものでございます。マ
イクの安定的な運用、それと、今後のカメラのデジタル化によりまして、将来に供えると
いう意味もございまして更新を図るというところで、こちらの金額を計上させていただい
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ております。よろしくお願いいたします。
以上です。
○はやお分科会長

はい、ありがとうございました。

それでは、質疑、質問を受けます。
○小枝委員

１点だけ、すみません。区長の招集挨拶で、今、コロナのこともあるわけで

すけれども、防災ラジオの配布ということが言われて、それでこの予算の中にも入ってい
ますが、前回の決算委員会総括の中でも、議員がその情報を入手するのにラジオを抱きし
めて寝てたという話がありましたけれども、確かにいろんなインターネットを通じて、も
しくは安全・安心メールを通じてという入手はしようと努力はするわけなんですけれども、
意外とダイレクトな情報は足りないですし、まして議会の対策本部を経由するということ
では、まだ一つおくれてしまう部分もあるので、そういう意味では民生委員と同じレベル
というか、行政、職員と同じレベルでのダイレクト情報を入手する方法が欲しいなという
ふうに思うんですけれども、それについては、この議会費のところで考えるべきなのか、
もしくはその別のところでやるべきなのか、ちょっとお聞きしたいと思います。
○はやお分科会長

はい。ちょっと休憩します。
午前１０時３６分休憩
午前１０時３８分再開

○はやお分科会長

それでは、再開いたします。

ただいま小枝委員のほうからの質問、ここのところの議会費の中で防災関係のラジオ
等々の予算の計上がされているのか。あと、もう一点につきましては、そこの全庁的な連
携としてどのようにされているのかということについてお答えいただければと思います。
○小玉区議会事務局次長

ただいまお話がございました防災ラジオでございますが、議会

費の中にも計上はございません。今後、災害対策・危機管理課のほうで防災ラジオも予算
化されているというふうに聞いておりますので、そちらのほうと確認をとらせていただく
必要があるかなと思っております。
それと、今、災害対策・危機管理課とどういう連携をとっているかということでござい
ますけれども、今、区のほうで災害対策支援本部が立ち上がった場合は、区議会のほうで
も災害対策支援本部を立ち上げるというようなことになっております。情報の一元化を図
りまして、議長が区の災害対策本部からの情報を議員の皆様へ提供するとともに、議員か
らの情報も区のほうに集約して伝えるというような形になっております。引き続き、そう
いった形で連携を図っていきたいと考えております。
○はやお分科会長

はい、いいですか。はい。

小枝委員。
○小枝委員

はい、そういうふうな形でやっていくことになるとは思うんですけれども、

状況は日々新たに更新されていくこともありますし、これは、知恵出しとして、特に在住
の職員の少ない千代田区ならでは、議員も一兵卒として地域の中でしっかりと動かなきゃ
いけないというところは当然あると思いますので、そこら辺の情報をダイレクトに伝える
方法については、重なってもいいので、それはもう行政のほうでも、議会のほうでも、い
ずれにしても漏れなく対応できる一番スピーディーにという方法を、ぜひ引き続き検討し
ていただきたいというのが、きょうはそこら辺にとどめておきたいと思います。
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○はやお分科会長

はい。

ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○はやお分科会長

はい。

それでは、次、議会費の中の事務局費、１４２ページから１４３ページに入らせていた
だきます。ここのところ、よろしいですか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
○はやお分科会長

はい。それでは、議会費、１４２から１４３ページは終了いたします。

続きまして、環境まちづくり部所管分に入ります。
まず、環境まちづくり部の予算編成方針及び予算案の特徴について、概括的な説明から
お願いいたします。
○松本環境まちづくり部長

それでは、私のほうから、令和２年度予算案の編成に当たり

まして、環境まちづくりでどのような対応をしたかということにつきまして、概括的にご
説明をさせていただきたいと思います。
お手元の予算案の概要の２４７ページをちょっとお開きをいただきますと、ここに今回
の千代田区全体の予算編成方針が掲げてございます。これは区長が庁内に向けて発したも
のでございます。ここの下のほうの記書きのところに黒ポツで３点ございますが、まず、
この真ん中のところでございます。「ちよだみらいプロジェクト」に掲げた１０年後の姿
の実現を目指して、積極的な施策展開を図ることということでございます。
これを受けまして、環境まちづくり部では、２５８ページになりますけれども、これが
各事業部がそれぞれ部の編成方針というのをつくりますが、環境まちづくり部は、この２
５８ページでこういった編成方針をつくってやったものでございます。環境まちづくり部
の特徴といたしましては、子ども部や保健福祉部がどちらかというと何かに困窮している
方の、ことへの福祉施策というふうなことに比べますと、環境まちづくり部というのは、
全ての区民の方に、まさに住みやすさ、居心地のよさというものを感じていただけるよう
に、やはりまちの基盤を整備していくと、そのような形の性格の部だというようなのが基
本的なスタイルだと思いますので、そのようなことで、やはりこれまでよりもまちがよく
なったというようなことを実感していただけるような、そうした事業に取り組んでいきた
いというような考え方で予算編成に当たったものでございます。
お戻りいただきまして、２４７ページの今度は一つ目の黒ポツでございます。こちらに
つきましては、なかなか新規事業というようなものはそうそう毎年たくさん出るものでは
ございませんが、既存の事業につきましても、いろいろ中身をきちんと見詰めて事業を、
ここでは「磨き上げ」という言葉を使ってございますが、そうしたものをして、より効果
的、効率的な事業にしていくというようなことが方針では述べられてございます。
また、環境まちづくり部の固有の問題として、これまで極めて執行率が悪いという課題
が長年続いてございました。ちなみに３０年度決算で言いますと、第５款、環境まちづく
り費全体の執行率は６９.９％ということで７割を切ってしまったと、そういうような状
況でございます。こうした磨き上げ及び執行率の悪さをいかに改善していくかということ
で、今回は全ての事業に対しまして部内での査定作業を徹底して行ったところでございま
す。そうした中で、やはり、例えば類似の事業あるいは少額の事業、そうしたものについ
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ては予算事業としては統合していくというような形で組みかえを行うことによって予算の
効率的な執行につながるというような形の組みかえを行ったものが幾つかございます。そ
うしますと、若干、中身が見えにくくなるというようなこともありますので、当然、そこ
ら辺を引き続き、事務事業概要などの記載において、きちんとこれまでやっていたものに
ついてはやめるわけではございませんので、そうした中身については事務事業概要でフォ
ローができるような形の記載を続けていきたいというように思ってございます。
また、私が役所へ入ったころというのは、意外と各係ごとに事業をやる人と、こういう
予算だとか経理をやる人というのが分業されていたんですけど、今はほとんど一人の職員
が担当する事業は、その人が予算の要求から執行まで全部やるという、そういうふうな大
体体制になっておりますので、そうしますと、予算編成も個々の事業の担当者が要求した
ものを集めてきますと、非常にそれぞれで少しバッファーを積んでいくというんですかね、
そういうことで非常に予算が肥大化しがちですので、そうしたことはきちんと決算状況も
見つつ、部内の査定の中できちんと適正な額に抑えると、そのような形の作業を徹底して
今回行ったところでございます。ですので、今年度、令和２年度の予算の執行率はかなり
上がってくれるんじゃないかなと私としては期待をしておるところでございます。
あと、その２４７ページの３点目ですね、一番下のところです。こちらは、区政運営に
必要な労働力の確保に努めるとともに、将来にわたる安定的、継続的な執行体制を検討す
ることというのが３点目にございます。執行体制といいますと、まず組織がございます。
これにつきましては、いろいろ議論はしたところですけれども、環境まちづくり部、オリ
ンピック・パラリンピックに向けまして、それに間に合うような事業を完成させるという
ようなことでここ数年取り組んできておりますので、一応、令和２年度はまだオリンピッ
クを、やっと本番を迎えるというところでございますので、組織については大きな改正は
令和３年度に行おうということで、今回は大きな組織の見直しは行わなかったということ
で、それは１年後の課題として考えておるところでございます。
一方、人員につきましては、環境まちづくり部の特徴として、やはり土木や建築、また
電気設備など専門技術職が極めて比率が高いという特徴がございます。また、清掃事務所
などの収集作業などについては、やはり技能系の職員も数いるというようなことでござい
まして、こうした専門的、技能的な職員についてどう確保していくかというようなことで
ございます。最近、非常に人材派遣ですとか非常勤ですとかが全庁的にふえております。
きちんと研修等を行うという意味では、短期的にはそれほど正規職員と大きな差がないと
いうこともありますが、それが長期的に見ますと、やはり正規の職員であれば４０年前後、
皆さんお勤めになるわけで、その累積という点では、やはり職員に置きかえていくという
ことが長期的には大きな差になってくるというような考えでございまして、こうした専門
的な職員の確保ということにつきまして、政策経営部の協力をいただきながら、この４月
についてはそれぞれの職種で一定数の新規採用をする予定になっておるところでございま
す。そうしたことで、専門的な職員をきちんと確保することによって、今回、予算を要求
させていただいております事業をより効率的に執行していき、効果的な成果を上げていき
たいと、そのように考えておるところでございます。
私からの概括的ご説明は以上でございます。
○はやお分科会長

はい。
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林委員。
○林委員

限られた調査時間ですので端的に伺うと、環境まちづくり部の新年度予算で、

これぞ事業の磨き上げだと、できれば一つに絞ってもらいたいんですけど、もうトピック
を当ててこう、これ二、三個でもいいんですけど、これが集大成に近い形になったよとい
うのがあればお答えしていただきたいんですが。（「磨き上げて……」「磨き上げていま
す」と呼ぶ者あり）全部、磨き上げている。
○はやお分科会長

磨き上げ過ぎちゃって。

はい。ちょっと休憩します。
午前１０時４９分休憩
午前１０時４９分再開
○はやお分科会長

それでは、再開します。

はい。質問を受けます。
○林委員

事業でここぞというところが集中的にいい調査できるのかなと思うのと、それ

はお答えが、できるんだったらしてもらいたいです。全何事業あって、見直しが幾つあっ
たと。巻末のほうに大変よく、見ると、ちょっと最後のところで事業の令和元年度と令和
２年度の予算の比較表なんていうのが計算までしていただいて、マイナス事業というのが
かなり、赤い字で私は書くんですけどね、すごく多いんで、その辺は精査されたのかなと
思うんで、それはお答えしていただきたいのが１点と。
もう一点が、部長の中で、これ全体にかかわることで、環境まちづくり部は、専門的な
人材、まあ、人材育成にかかわることなんですけれども、十二分に今の環境まちづくり部
のほうは人材が育っているという受けとめでよろしいんですかね。
○松本環境まちづくり部長

まず、具体的な事業での特徴というところでございますけれ

ども、ここ数年来少し、なかなか思うように進捗が芳しくない事業というのが幾つかござ
いまして、ようやく今年度動きつつ、始めているというような状況でございますので、例
えば電線類の地中化ですとか、歩道の設置・拡幅などについては、新たな箇所を手がける
というよりは、今、計画して、その過程にあるものをきちんと執行していくというような
形で、そこら辺については新規をつくりませんでした。一方、例えば建物の耐震化の促進
などにつきましては、今回も新たな拡充を行っておりますが、ただ、これまでもいろいろ
拡充をしていく中で執行率が上がっていかないという現実がございましたので、今回、そ
の制度を拡充したことをいかに使っていただけるかという、まさにそれ執行のところでの
周知ですとか働きかけですとか、そうしたことに力を入れていくというのを一方でしない
と、幾ら制度だけよくしても、予算をふやしても、それが、実効性が上がらないというこ
とになりますので、そうした面ではその執行面も考えて取り組んでいくと、そういうよう
な予算を編成をしたところでございます。
また、人員のことにつきましては、現在、専門的技術職員の中でも少し欠員が生じてい
るというような、これ欠員になった理由というのはそれぞれ個々の職員の個人的な事情に
もあるんですが、そこら辺の補充がきちんとされてなくて欠員になっているというような
ことがありますが、そこら辺が大分、この４月には補充される見込みだというようなこと
になってございます。そして、そういたしますと、やはり４０年前後の公務員生活の中で、
やはりジョブローテーションをしながら、その行った先、行った先できちんと少しずつい
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ろいろな知識、経験を積み重ねていくというのが計画的な職員の育成ができると思います
ので、現在がどうかというご質問でございましたけれども、そういうのに取り組んでおり
ますが、そうした欠員があったりすると、なかなか思うような人事ができないというよう
な状況もあるんで、現状で言えば、必ずしも十分満足いくような育成ができていない面と
いうのがあったと思いますけれども、これからそうした正規職員をきちんと採用していく
ことによって、そこら辺の育成もよりうまくできるようになるんではないかなというふう
に考えてございます。
○林委員

専門職の方が欠員になっているというのは、これ定数条例を少しふやした関係

で、その辺は重点的に来年度予算でも環境まちづくり部のほうに、専門的なね、スタッフ
になってくると。もう一つが事務職の一般の方で、次々と新しい職員の方が出てきておら
れているという形になってきて、片や、もう一つが、部長もそうですけれども、大分大変
長いベテラン経験のある方が現在は足りないから現有勢力では、なかなか事務職として足
りないから実際、事業部長としてやられていると。こういった足りない面というのは、令
和２年度に出てくるんでしょうかね、人材が、事務職の、特に管理職で足りないんだと。
余人をもってかえがたいんで、もう少しやってもらわなくちゃいけないんだというような
方は出てこられるんでしょうかね、環境まちづくり部の中で。
○松本環境まちづくり部長

環境まちづくり部においてということでご答弁するとすると、

事務職というのは、私も今回初めて環境まちづくり部に配属になったわけでございますが、
やはり事務職の場合、いろいろ動く中で、やはり新しいところにほとんど行かされるよう
な状況になりますけれども、そういうのを数経験していく中で、これまでの仕事で学んだ
ことを新しい部署でも応用していくという力がどんどんついていって、それで結構、私ぐ
らいの年齢ぐらいになりますと、初めてのところへ行ってもそれほどびっくりしなくて何
となくできちゃうというような、そんな感じの人材の育成が多分、事務職の場合は特にさ
れているんだろうと思います。そうした意味では、来年度、どのような人事異動がされる
かわかりませんし、特に事務職の場合ですと、誰が出て、誰が来るというようなことが全
く現時点では想像できないところでございます。ただ、来年度すぐにどうかということは
わかりませんが、今年度の管理職試験の合格者の状況などを見ますと、かなり期待できる
人材が多数合格しておりますが、それがすぐ４月に昇任できるわけじゃございませんので、
まあ、もう一年ぐらいは待機になるとかというようなことになると、若干この４月という
のが、部職員が全庁的には少し、管理職が十分な駒がそろうかというあたりは、まあ、恐
らく、そこら辺はちょっと政経部のほうでいろいろ今、頭を悩ましているところじゃない
かなというふうに考えてございます。
○はやお分科会長
○林委員

いいの。

いいです。全般的なことで。

○はやお分科会長

全般的。まあ、ここのところにつきましては、また細部の事業部のと

ころで、またあしたの話にもなるでしょうが、しっかり、また、きょうの話も踏まえて、
政経部のほう、ちょっと用意しておいていただきたいと。
それでは、参ります。環境まちづくり部の管理費、そして、環境まちづくり部総務費の
２０４ページから２０５ページのところでの質疑を受けます。
○桜井委員

１番目のコミュニティサイクル事業について質問をしたいと思います。よろ
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しいですか。
○はやお分科会長
○桜井委員

いいですか、はい。

このコミュニティサイクル事業については、ちょうど５年前――いいですか、

委員長。
○はやお分科会長
○桜井委員

いいです、どうぞ、はい。

から実証実験を重ねて、大分利用する方も多くなってきましたよね。区の仕

事のあらましのところをさっき読んでたんですけども、この実証実験のところに、環境意
識の向上やまちの魅力の向上、放置自転車の削減など幅広い効果を期待して、実証実験を
行ってきたということですよね。
で、まず、このコミュニティサイクルの実証実験が、こういうような項目でやられたの
か、どういった形でやられたのか、それと、その効果としてどんなことがわかったのか。
今、こういう形に至っているんだという、そこのところがわかるように、まず説明してい
ただけますか。
○山下環境まちづくり総務課長

こちらのコミュニティサイクル事業は、委員のほうから

今お話がありましたように、公共交通の補完ですとか移動の利便性、それから環境の負荷、
あとは地域や観光の活性化、健康の増進というところで、それから放置自転車の削減とい
うところで行ってきた事業で、国のほうでも昨今、自転車活用推進法の中でも、この効果
というのはうたわれているものです。なので、このコミュニティサイクルを使っていただ
くことによって交通機関の利用を、自家用車やバスから自転車に、それから、放置自転車
対策というところでは、個人個人で自転車をお持ちになるのではなくて、コミュニティサ
イクルを利用することによって放置自転車の削減というところで行ってきているところで
す。具体的にこれがどのくらい改善されたということを数字で持っているわけではござい
ませんけれども、例えば放置自転車ですと、年々減少している状況でございまして、過去
に一番多かった放置台数のところから比較しますと、現状では５分の１程度に減少してい
るところでございます。
また、自転車の活用につきましても、直近で世論調査のほうもさせていただいているん
ですけども、認知度のほうも約７０％となっておりまして、利用の目的としては買い物、
それから通勤や通学、また、観光やレジャーというところで、当初の効果を狙ったところ
の目的は達成できているのではないかというふうに考えてございます。
○桜井委員

具体的なそういうものは持ち合わせないと言いながらも、いろいろと数字が

出てこられて、実証実験なんですから、当然、実験をした、それも５年間にわたってずっ
と積み重ねながらやってきているように説明書きが書いてありますから、当然それに対す
る効果があったんだから今後進めていくのか、または進めないのかという判断になるわけ
でしょ。ですから、そこはしっかりと受けとめなければいけないと思うんですけども、ど
うですかということが１点と。それと、この、区の仕事のあらましのところの冒頭にね、
「まちの魅力向上」というふうに書いてあるんだけども、これがどういうふうに理解をし
たらいいのかよくわからないんですけども、ご説明いただけますか。
○山下環境まちづくり総務課長

まず、実証実験のところなんですけども、実証実験の中

では、この事業が区民に定着していくかどうかというところが一番大きなポイントになる
かと思います。現状では、この事業を始めましてから利用者の数が年々増加しておりまし
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て、現状ではですね、えーとですね……。えーと、ちょっと待ってください。
○桜井委員

事務事業概要に書いてあるような数字で把握しているということ。

○山下環境まちづくり総務課長

年々、利用者のほうが増加しておりまして、自転車の１

台当たりの回転数も、当初は１日２回転ほどだったんですけども、現状では約５回転、一
日に５回転するようになっております。
ですので、この事業を来年から本格実施のほうに移行させていただこうと思っているん
ですけど、その理由としては、まず、区の、区からの補助金の支出がなくても安定してこ
の事業が運営できていくというところがポイントになっていくと思います。その点では、
自転車の利用回数がふえたことによって、この事業が安定してきておりまして、平成３０
年度から区の補助金の投入がなくても、事業が安定的に実施していけるというところにな
っております。それを踏まえまして、来年度から本格実施のほうに移行させていただきた
いというふうに考えております。
また、まちの魅力の向上というところですけども、こちらのコミュニティサイクルを活
用した、例えば外国からのお客様向けのツアー、観光ツアーというのも旅行会社のほうで
企画したりですとか、あるいは成田空港でこのコミュニティサイクルの１日パスの販売を
８月から開始したりですとか、インターネット上でも１日パスを購入から予約まで、自転
車の予約までできるようになっておりまして、また、パンフレットのほうの多言語化も４
カ国語でしておりまして、そういったところで千代田区の魅力を発信していく一つの手段
というふうになっていると考えております。
○桜井委員

それは、誰もみんな感じると思うんですよね。利用される方がふえてくれば、

まちの魅力を広く紹介できるということになるわけでしょ。で、「まちの魅力向上」とい
うふうに書いてあるんですよね。自転車だって、ほかの自転車を持っている方だっていら
っしゃるでしょうし、それがこのコミュニティサイクルに変わったことによって向上する
ということの意味がわからないというふうに言っているの。細かい話で申しわけないけど。
そこ、わかりますか、言っていること。
普及にはなるのはわかるんです。いろんな、千代田区のさまざまな場所に行っていただ
ける。それはいいことですよね、外国人の方にも日本人の来街者の方にも、それを使って
幅広く千代田区中を見て回って、千代田区のよさを知っていただこうよと、そういう目的
でしょ。だから、それは徐々にできているから、これはいいことですねということはわか
るんだけども、それがまちの魅力の向上、魅力の向上にどうしてつながるんですかという
ことを聞いているの。
○山下環境まちづくり総務課長

このコミュニティサイクル事業の目的の一つに放置自転

車の削減とかがあると思うんですけども、先ほど冒頭で申し上げましたように、放置自転
車が削減されているということで、千代田区のまちを歩いたときに、放置自転車、東京駅
の周辺とかが特にそうなんですけれども、放置自転車がないということで。
○桜井委員

うん。それは魅力の向上になるね。（発言する者あり）

○山下環境まちづくり総務課長

千代田区の環境的に美しいまちだということがアピール

できていくのではないかというふうに考えています。
○桜井委員

よくわかりました。ありがとうございました。（発言する者あり）

先ほど、この事業、国もこういうシティサイクルというのを奨励しているし、という話
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でしたけども、今、２３区の中でも１０区が今これに賛同してやっていただいているとい
うことでね。これ、東京都が音頭を取っているものなんですか。
○山下環境まちづくり総務課長

東京都のほうも一緒に入って検討しているという、協議

会の中に、検討協議会の中に一緒に入って進めている事業でございます。
○桜井委員

事務事業概要のところに参加をしていただいている各区の名称が出ているん

ですけども、これ見ると、千代田区の周辺区はほとんど入っていますよね。私、この事業
が５年前に始まったときから、利用される方というのは千代田区だけで回っているわけじ
ゃないから、当然、その周辺区も含めた、そういう参加がないと意味はありませんよとい
うことをずっと言ってきました。この中では台東区が入っていないんですよね。台東区の
名前がない。前から台東区、どうしてと言うと、コミュニティバスがあるから、それで十
分なんだというような答弁もいただいたこともありました。人様のことだから、千代田区
がとやかく言うことじゃないのかもしれないけど、先ほど聞いたように東京都も入ってい
ますというお話でございますから、コミュニティサイクルの性格を考えると、やっぱり台
東区さんにも、それ以外のところもあるんでしょうけども、参加をしていただくというこ
とも、やはり東京都からの働きかけがないと、やっぱり千代田区で利用される方が、利用
される方も千代田区も文京区も新宿区もないんですよ、ないんです。来街者、特に外国人
の方に全然ないわけですよね。そういう方たちが満足できるような、そういう運用をする
ためには、当然、台東区さんにも、以外の方も、ところも、ほかの１３区も、やはりこれ
に賛同してやっていただけるというようなことに持っていく必要があると思うんだけども、
そこら辺は東京都あたりにそういう働きかけをするとかということはないんでしょうか。
○山下環境まちづくり総務課長

まず、台東区のところですけれども、台東区のほうは別

の会社のコミュニティサイクル事業を導入しているようでございます。
○桜井委員

ああ、そうなの。

○山下環境まちづくり総務課長

はい。それで、この１０区というのは、同じ会社、ドコ

モ・バイクシェアで行っている事業者で隣接している区が１０区ということで、自転車を
連携、移動を１０区の中で同じ自転車が移動できるというふうな仕組みになっているんで
すけども、ほかの会社の、文京区とか、すみません、台東区とか、ほかの自転車の事業者
が参入されているところについては、今この連携がされていないというところでございま
す。
○桜井委員

いや、だからだめなんだよ。だから、要はね、その千代田区で使っている自

転車が、台東区さんは違う自転車を使っているんでしょ。そこのポートを使うことができ
るんですかって。千代田区で持っていった自転車が充電されなきゃいけないでしょ。そこ
に乗り捨てにできるわけじゃないですか。例えば千代田区から中央区に行くときに、中央
区のところに乗り捨てができるわけでしょ、ね。ところが、台東区は別の自転車の会社で
やっているから、運営が違うんですという今ご説明だったけど、千代田区で借りた自転車
が台東区のところで乗り捨てができないんでしょ。できなかったらば意味ないじゃないで
すか、カーシェアリングできないじゃない。それを言っているんですよ、僕は。台東区は
台東区でやっています。さっき冒頭言ったでしょ。一つの区だけで乗るものじゃないんで
すよ。そういう人もいるかもしれないけども、台東区から千代田区に来る人だっているだ
ろうし、ね、ほかのところにシェアする人だっているだろうし、そういうことができない
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んじゃないですかと言っている。
○はやお分科会長

はい。ちょっと整理しますね。

結局は、今、桜井委員のほうの話は、当然のごとく、広域的にだんだんなってきたよね。
だけど、例えば台東区だとか、何でできないのといったときに、そこに何か行政として、
区民に寄与するに当たって何か障害が質的なものであるならいいけど、さっきのメーカー
がって言われてしまうと、そうするとなると、主導が違うんじゃないの。で、やっぱり今
後、メーカーが違ったとしても、そこができるようにしていくというのが本来、形として
必要だということを言っているんだから、今、メーカーがだめだといったら、じゃあ、民
間の主導で全部が動いていくということについては、本来の流れじゃないんじゃないかと
いうことだから、そこをきちっと答えて。
○山下環境まちづくり総務課長

２点ご説明しますと、まず、台東区の部分のことを説明

しますと、千代田区民の方が台東区のほう、すみません、台東区のほうに自転車に乗って
いって戻ってくるという実態もございますので、確かにポート、台東区も連携をしたほう
が、よりこのコミュニティサイクルが利用しやすくなるということは１０区の中でも意見
として出ています。ですので、その会議体の中でも台東区のほうに一緒に連携できないか
というお話はさせていただいているところです。すぐではないんですけども、台東区の一
部にポートを今設置できないかというところで協議を進めているところでございます。
また、２３区、東京都全体のことなんですけども、来年度に向けて、国と東京都と、こ
の区のほうで集まった会議体、このシェアサイクルについての今後の進め方というのを検
討する会議体というのが新たにつくられる予定になっておりますので、そこの中で東京都
全体として広域的にどういうふうにこのコミュニティサイクルが広げられるかというとこ
ろを来年度に向けて検討していく状況になってございます。
○はやお分科会長
○桜井委員

桜井委員。

まあ、あんまり長くやるのはやめます。そうですよね。そこら辺のところが

わかっていていただければ、そういう説明を最初にいただければ、なるほどなということ
でわかったんですけども。（発言する者あり）
コミュニティサイクル事業については、今回、１８万円の予算。それで、前年は１,０
００万の予算。で、やっと利益も出てきましたといったような、そんな話も聞いています。
どうなんでしょうね、こういうコミュニティサイクル事業というのは、今、自動車業界の
中でも、モバイル都市といったような実証実験をしようとかというような話、自動運転の
話が出てきたり、もう我々の想像がつかないような、こういう移動手段というものが出始
めている。そういう中で、このサイクル事業というのが出ているわけなんですけども、今、
どの状態になったときに、これについてはもうこれ以上ふやさなくたっていいよというよ
うなことになるんでしょうか。ちょっと僕はイメージが湧かないんだけども、今、一生懸
命ポートをふやしているでしょ。ふやして、なるべく利便性がいいようにということで盛
んにやっていただいているけども、どういうようなイメージを区として持たれているのか
最後に伺って、質問を終わります。
○山下環境まちづくり総務課長

まず、ポートの数につきましては、現状、２月末現在で

８７カ所ございます。ポートを区内全域に広げていくことによって、区内の中、区民の方
が区内のどこにでも自転車で乗っていって、そこで自転車を置けるという環境を整えてい
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くことが重要だと思っておりますが、基本、現状、千代田区においては、霞ヶ関エリアを
抜かしますと、ほぼほぼ安定的にもうポートが設置されているのではないかというふうに
考えてございます。
○桜井委員

はい。

○はやお分科会長

はい。

どうぞ、米田委員。
○米田委員

今、桜井委員のほうで相当やっていただいているんですけど、今後、ポート

はそんなに霞ヶ関以外はふやしていかないということであったら、この１８万円でふやし
ていくことではないんですかね。事業者がふやしていくという考え方でいいんですかね。
あと、もう一つ聞きたいのは、昨年の１１月に、飯田橋に、何でしたっけ、こう。
○山下環境まちづくり総務課長
○米田委員

再配置場。

はい、それをやられたと。これは大変にいいことなんですけど、それによっ

て回転数じゃなくて、バッテリーの、バッテリー切れのやつとか修理とか、その辺の改善
はされたんでしょうか。
○山下環境まちづくり総務課長

１１月に飯田橋のほうに再配置場を設置したことにより

まして、現状、１カ月当たりバッテリーの交換数が、従来ですと１カ月間で９００個のバ
ッテリーを交換していたんですけど、今現状では約１万２,０００から３,０００個の交換
となっております。巡回回数も、以前は１カ月に２,０００回ぐらい巡回していたんです
けども、現状では３,０００回以上、巡回しているということで、１.５倍以上巡回してい
るという状況でございます。
○米田委員

ありがとうございます。

それで、改善した部分もあるんですけど、まだ、いまだに聞くのは、局地的なんですけ
ど、自転車が足りないとか、あと、今使ってらっしゃる方も相当、自転車を選ばれている
んですよね。各区が新しいのを持ってきたことによって、いいのから使おうとされている
んで、結局、古いやつは残っていたり、で、結構使えなかったりする部分もあるんですよ
ね。さっき、巡回の回数がふえたと言っているんですけど、前にも言ったんですけど、足
りないところとか、そういうようなのもデータであると思うんで、そこを回数、回る回数
をふやしていただきたいなと。その辺のところはどうですか。
○山下環境まちづくり総務課長

今現状、データが集め始めた、まだばかりなので、これ

をもう少し細かく分析をして、的確に効率的に再配置ができるようにしていきたいと考え
ております。また、自転車のところですけども、今年度、千代田区で当初導入した自転車
も老朽化してまいりましたので、今年度、３００台ほど新しい自転車に更新しているとこ
ろでございます。
○はやお分科会長
○林委員

林委員。

ポート数のところも絡むのと、予算の内訳を一つ聞きたいんですね。昨年度、

１,０９３万円だったのが１８万円になったと。これで、１８万円でポート数ふやすとか、
いろんなサービスが向上できるのかどうか、内訳を聞きたいのと。
あわせて、今８７カ所でほぼほぼ行ったというんですけれども、昨年度の予算調査のと
きには目標は１００ポートだと言っているんですけど、それが磨き上げの結果なのかとい
うこと。で、３点目が、８７カ所のうち、公園部分を相当侵食といったら失礼なのかな、
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暫定的に置いているというのがあるんですね。別の企画総務委員会のところで、児童遊園
のあり方って何ですかとか、公園のあり方は何ですかと聞いたときには、これ、うまく時
間がなくてできなかったんで、どうして子どもたちが遊ぶ児童遊園や公園のところ、で、
事務事業概要の４４ページから４６ページにわたってあって、ばあっと見ると、８２カ所
のうち１３カ所だから、かなりのパーセンテージが公園部分にある、と。ここは今まで課
題ですよと。暫定的に公園へ置いておきますよと。本来、子どもたちのためだけども、ポ
ートの数がないから公園に置いておくと言ったんですけど、これが磨き上げになっている
のかどうかというのを、３点、お答えしていただきたい。
○はやお分科会長

ちょっと休憩します。
午前１１時１９分休憩
午前１１時２２分再開

○はやお分科会長

それでは、再開いたします。

答弁からお願いいたします。
○山下環境まちづくり総務課長

まず、一番最初、ポート数のところのお答えですけども、

ポート数だけでははかれない部分というのがありまして、一つのポートで何台ラックが置
けるかというところが、そこもセットになってくるかと思います。最近、設置されている
ポートのラック数というのが多くなっておりまして、今年度も７カ所設置しておりますけ
ども、ラック数から、全部のラック数が、一つのポートのラック数が多くなっているとい
う状況がございます。なので、ポート数がこれでいいということではないですけども、あ
る程度は充足されているのではないかというふうに考えてございます。
また、次の２点目の１８万円のところですけども、この１８万円の中身としましては、
千代田区役所の前のポート台の使用料でございます。こちらのほうは国のほうからお借り
をしているので、行政のほうで契約をしないと使えないということでございまして、その
分の予算を計上させていただいております。昨年の１,０００万円は、飯田橋の再配置場
を整備するに当たって１,０００万円計上させていただいたところなんですけれども、事
業のほうが、事業者のほうの事業が安定的にできるようになったというところで、予算時
の考え方とちょっと変更しまして、事業者のほうに行政財産を貸し付けるということで、
使用料のほうをいただいて、事業者のほうで再配置場を整備していただくという形に変更
しましたので１,０００万円を使っていないという状況でございます。
３点目の公園につきましては、児童遊園のほうにポートがいつまで置かれるのかという
ところなんですけども、これ両方の意見がありまして、児童遊園のほうに、すみません、
公園のほうにあることによって便利だというふうに考える方と、逆にそれがあることによ
って、例えば子どもが遊ぶときに危険だというふうに感じる方もいらっしゃると思います。
今後、その辺をもう少し精査をしまして、ポート数、ポートの、ほかのポートがふえてい
けば近隣にある公園のポートをどうするかということもあわせて検討していきたいという
ふうに考えてございます。
○林委員

聞き方が悪かったんですかね、これまでずっと予算のところで議会と積み上げ

てきたのは、中身の充実もあるけれども、１００カ所程度が目標なんだというふうに行政
側がお答えしていたんです。それを変更したんですか、八十数カ所でよくなったんですか、
それが磨き上げですかと言ったのが一つ目です。
１２

令和 2年 3月 4日 予算特別委員会 企画総務分科会（未定稿）

もう一点が、ここまで、１８万まで減ってきたということは、これ、みらいプロジェク
トの２８ページにも書いてある、要は区の主要事業がコミュニティサイクルだったんです
けれども、予算上はもう限りなくゼロに近づいているわけですよね、区役所の前のしか使
用料、去年の決算時は１５万円かかりますよと、内訳で言っていましたけれども、ここだ
けでもう十分に区の主要施策は充足できる、それが磨き上げなんですかと聞いている。
３点目は、公園の周りに確かにあれば便利ですよねという議論はありました。ただ、公
園の接した場所にあればいいと。公園の中に置く必要ないんじゃないかというのがこれま
で議論で積み重ねてきた結果なんで、何でわざわざ中に置くんですかと。公園の近辺に、
それでしたらお金を借りて借りればいいじゃないですかと、そんな便利な場所でしたらと。
その辺を予算措置を区の重点施策ですからしないと、公園・児童遊園の整理すら行ってな
いのに、このまま暫定利用し続けて本当にいいのか。そこを事業の磨き上げとしてどうい
うふうに捉えられているのかというのを、まさしく余人をもってかえがたい答弁をしても
らいたいんですよね。
○はやお分科会長

いい。はい、いいよ。

○山下環境まちづくり総務課長

まず、１点目の１００カ所の目標のところですけども、

目標が、１００カ所というのはあくまでも目標であって、じゃあ、現状でサイクルポート
の、先ほど冒頭で私が申し上げましたのは、１００カ所の目標は目標で、それは変わらな
いんですけども、現状、じゃあ、ポートの数が足りないかということを言いますと、ある
程度はもう充足されているというふうに認識しているというところでございます。
また、予算のところですけども、コミュニティサイクル事業というのは、区と事業者の
ほうと一体になって行っている事業でございます。こちらのほうが、予算がゼロであって
も、区が一緒になってやっていくというところでは変わりない事業でございますので、逆
に区の予算を、事業が安定的にされることによって区の負担がなくても区民にとってのサ
ービスが維持できるというところは、それが磨き上げられたものという結果ではないかと
いうふうに考えております。何でもかんでも区のほうでお金を使うことによってサービス
を向上していくということではなくて、あの事業の中の収益が上がれば、その中で安定的
にやっていくというのも磨き上げの一つではないかというふうに考えます。
あと、また、公園のポートのことですけども、この事業、実証実験の後、本格実施にな
ってからもそうなんですけど、区と事業者のほうで一緒にやっていくという事業なので、
区の役割としては、やはり事業者のほうにポートを設置することについて支援をしていく
という一面がございますので、そう考えたときに、やはり何でもかんでも事業者のほうが
土地を借りてポートをつくっていくというふうになりますと、その使用料というのも事業
のほうを圧迫していく可能性もございます。そうすると安定、そもそもこの事業が安定的
に運営できなくなるというふうになりますと、また区のほうで何らかの補助をしなくては
いけないという状況になってしまう可能性もございますので、現状では、先ほど申し上げ
ましたように、公園のほうのポートにつきましては、利用者の状況等も踏まえまして、近
隣に新たにポートができた場合には、そこの公園のポートを存続するかどうかということ
を十分に検討して進めていきたいと思います。
○はやお分科会長

ちょっと休憩します。
午前１１時３０分休憩
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午前１１時３３分再開
○はやお分科会長
○林委員

僕から。

○はやお分科会長
○林委員

それでは、再開いたします。
うん。はい、林委員。

改めてで、１００％の修正の確認をしたいと、目標の。どのレベル感でという

のが、事業者にとってみると、少ないほうがメンテの数、いいわけですよ。効率的ですか
ら、ある程度集約して、例えば地下鉄の駅の周辺だけにしようねと、数が限定されますか
ら。ただ、行政は違うと。区民サービスで人が多いところ、区民の多いところ。来訪者が
多いところよりも区民の多いところにできればつくってもらいたいと、利用者の。自転車
置き場も高い、区内の住宅の場合は。自転車駐輪所のない集合住宅の人もいる、僕みたい
な。そういう人たちのためにも使ってくださいよと言うんだったら、数は多ければ多いほ
ど行政サービスとしてはいいんじゃないのかなと、ここが決定的に違うところだと思うん
ですよ、民間に投げてしまう採算ベースの効率性と公平性のところと。ここは、修正点は、
今できなくても今後、時間もあれなんで、しっかりとして、議会、委員会に示していただ
きたいと。
予算のところは、確かに少なければいいですけども、機会の損失をしていませんかと。
公園のところと一致するんですけれども、何て書いてあるかというと、公園・児童遊園の
事務事業概要には。遊具コーナーや遊具のリニューアルの子どもの遊び場の充実を進めて
いると、遊具等の充実で。ここが維持管理のところなんですよ。大きな目標なんですよね、
事務事業概要の１２２ページに書いてある。後で公園のところは別途やりますけども。こ
ういった目標と全くかけ離れた暫定利用になっていますねと。いろんな意見が出ています
よ、もう前から出ていた、子どもの公園に置くんだったら３人乗りの子どもたちが乗っけ
れるような自転車があればいいよねというリクエストも届いていると思う、事業者には。
ただ、効率的な会社の、民間の論理だったらそこまで行かないんでしょう、きっと。ニー
ズとしては子どもを乗っける自転車まで整備すると、それがどこ行っちゃうかわからない
から。その辺をあんまり民間に委ねて、１８万円しか支出がないと、議会が区民代表とし
ても、議事機関としてもチェックできなくなってしまう。効率性ばっかり言ってしまって、
利用客はふえました、回転数もふえました、観光客もふえました、じゃあ、区民の人たち
はといったら、スペースを、貴重な区民の空間のスペースをどんどん行政が貸しているだ
けです、機会の損失で、それじゃあ、コスト計算したら全体で幾らになるんだと。区役所
の前が１５万だとしたら、児童遊園とか公園の貸しているのは総計幾らになってしまうん
ですかと、遊び場としての計算ですよ。で、高くなってしまうのに意見を言う機関がなく
なるんで、あんまり民間ばっかりにそこでやるというのは姿勢としてはよろしくないんじ
ゃないのかなというのが、最後に聞いて、あとは、今後はね、予算１８万しかないんです
けども、ウオッチングを別の機会で議会側と調整させていただければと思います。が、予
算審査なので、ちょっと目標値のところと公園・児童遊園のあり方の機会の損失ですよね、
金額の。そこについては今答えていただければ、これで終わります。
○山下環境まちづくり総務課長

すみません。まず、１００ポートの目標を掲げていた経

緯ですけれども、区内に３００メッシュでポートをつけようというふうに考えて１００ポ
ートというふうに目標を掲げていたところです。で、今年度もそのような目標で、特に霞
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ヶ関のほうをポートがないということで検討を精力的に進めてきたところなんですけども、
今般、警視庁のほうから、霞ヶ関の広い範囲でポートの設置はしては困るという申し入れ
がございました。それは警備上、道路安全上の問題ではなくて、警備上の問題で、霞ヶ関
には重要な国の施設等、警視庁もございますけれども、あるということで、あのエリア一
帯にポートを設置することを今断念している状況でございます。そういったところで、ち
ょっと修正がされているところでございますけれども、今後、そこの辺も踏まえまして、
また適切な目標値を設定させて、ご報告させていただきたいと思います。
また、公園のポートにつきましては、お話がありますように暫定利用というところで、
当初、実証実験のための暫定利用というところで設置させていただいたところでございま
す。ですので、区のほうには予算はつけてございませんけれども、事業者と区の役割の中
で民間のポートをつけたときの、その利用料につきましては民間の事業者のほうできちん
とその分の手だてをしていくということになってございますので、予算上はついてござい
ませんけども、きちんと今後、公園の周辺に精力的にポートを設置できるように検討して
まいりたいと思います。
○はやお分科会長

まあ、この件につきましては、ちょっとまた大きい話も入っています

ので、先ほどの――大きい話って、民間開放のところの考え方にもなると思います。とい
うのは、民間にお願いするという効率性、経済性ということと、本来、行政がやるべき富
の再分配じゃないんですけどね、平等性といったところの中で、どこまでその辺を折り合
いをつけていくのか、そういう課題があると思いますので、ここにつきましては、またそ
の辺の考え方の整理もできたところで、別の機会に議長を経由しまして、また、その受け
皿のところでやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
はい。ほかに。
○小枝委員

すみません、この項目１点だけ、ちょっと関連で質問させてください。私の

ほうにもいろいろな苦情というか、あるんですけれど。
皆さんそうだと思いますが、よくやっている反面、多分行き届いていないこと。とりわ
け、この間も言ったんですけど、清掃なんですよね。ホテルの中にあったらホテルの方が
やってくれるのかもしれないんですけれども、そうじゃないところに置かれているものに
ついては、どうしても皆さん、ペットボトルをそこで捨てる、たばこの吸い殻をそこで捨
てる。で、その清掃体制は事業者がやっているはずだということで、でも、やっていない
という。想像すればトラックで来て、よいしょと、あれだけ重いものを運び込む人たちが
同時に清掃というのはなかなか難しいんだろうと。そこら辺の、端的に言いますと、シル
バー人材センターなどを含めて清掃体制というものを少し目配りすべきではないか。それ
は区の側の責任なんではないかということが１点と、それ以外にも、路上にかなりオーバ
ーに置かれてしまっている状況、大分改善されたということですけれども、耳にするさま
ざまな苦情、来年度から本格実施ということもありましたので、目安箱じゃないですけれ
ども、やっぱり区のほうに、そういうネガティブ情報も、よかったことは言わないから当
たり前で、そういう何か、議員は歩いていれば言われるわけですから、行政にもそういう
ことをちゃんと積み上げて、日々改善していくような体制も本格実施したらどうかなとい
うふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。
○山下環境まちづくり総務課長

今、委員からご指摘があったような内容につきましては、
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区のほうに直接お電話がかかってくる場合もございますし、事業者のほうに直接かかって
くる場合もございます。まず、区のほうにかかってきた場合には、区の職員のほうで速や
かにその現場のほうに行きまして状況を確認し、職員のほうで、もちろんごみとかは片づ
けますけれども、その後、事業者のほうに連絡をして、そこの場所につきましては重点的
に巡回のときに対応していただくようにお願いしているところです。また、事業者のほう
に苦情等があったことにつきましては、月に一回、事業者との定例会を開催しておりまし
て、その中で情報共有をしているところです。その中で、もちろん苦情があったところに
つきましては、どのように改善されたかということを報告していただいているところで、
まだポートの数が多いので、まだ十分に行き届いていないところもあるかもしれませんけ
れども、またそういったお声を真摯に受けとめまして、さらに改善していきたいというふ
うに考えてございます。
○小枝委員

企業努力や行政努力についてはわかりますが、そのシステムとして、区のほ

うに電話をかけて職員に来てもらうなんていうのはよっぽどのこと。だけれども、それが
日々の流れになっていくというのが、これ環境改善の予算ですので、環境改善が、ま、迷
惑施設みたいになってしまうと近隣にも申しわけないということになると思うので、シス
テムとして改善の方法も考えていっていただきたいというふうに申し上げたつもりなんで
す。だから、先ほどの質問ではないですけれども、行政が看板事業としてやっていること
ですので、企業内努力でやれるということであれば、それはやっていただいて、ただ、ど
うなっているのかというのは日々の情報が、現地の、何ですか、看板に区役所の電話番号
って書いてあるんですかね。何らか、その情報が、例えば議会のほうで現場の情報を把握
する上でも、ちゃんと積み上げられて、このぐらいの苦情については、清掃関係がこれだ
けある、ポートの外に散乱しているのはこのくらいあるというようなことが報告できるよ
うな、やっぱり積み上げをしておくということも、より一年一年よくなっていく道筋じゃ
ないかというふうに思うので、一応、きょう時間もありますので、そういうことをお伝え
をして、ぜひ改善の方法を考えていただきたいというふうに思います。
○山下環境まちづくり総務課長

ただいまの意見を踏まえまして、事業者から報告を受け

ている状況も適宜議会のほうに報告をしていき、ご意見をいただいて、より改善していき
たいというふうに考えてございます。
○はやお分科会長

はい。

ほかにございますか。いいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）
そうしますと――いいですかね、環境まちづくりの総務費については……
○木村委員

ほかの。

○はやお分科会長

ほかに、はい。じゃあ、この総務費のところで、ほかのところの事業。

木村委員。
○木村委員

９番目の屋外広告物・看板等の安全推進なんです。これ何年か前にも２カ年

事業でやられたと思うんですけれども、要するに今後、安全ということもあって、定期的
にサイクル、何年か置きにやっていくということになったんでしょうか。ちょっとその辺
だけ確認させてください。
○山下環境まちづくり総務課長

前回は平成２４年、２５年で実施させていただいてござ

います。こちら看板の状況が、やっぱり年々変わってきてございますので、一定の期間を
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置きましたということで、今年度と来年度に、２カ年で千代田区全体の看板の状況を調査
するというところでございます。
○木村委員

大体何年置きということになるのか、それから、今後もそのサイクルでやっ

ていくということなんでしょうかね。大体何年ぐらい置きぐらいやってくるのか。
○山下環境まちづくり総務課長

おおむね５年程度では１回、１周する感じでやっていき

たいというふうに考えてございます。
○木村委員

うん、なるほど。いいです、いいです。

○はやお分科会長

はい。

ほかにございますでしょうか。
○米田委員

放置自転車対策について、ちょっと短く伺います。

さまざま回っていただいて、時間の短縮もやっていただいて回収していただいていると、
違法にとめている。ただ、公園の中に関してはできない。公園の中でも結構邪魔されてい
る自転車がある地域があるんです。そういったクレームも、私、受けています。そういっ
たときに、公園の中は持っていくことができない。で、いい自転車に限ってすごいチェー
ン対策をやっていて、なかなか難しいというのもあるんですよ。公園の中はやっぱりまだ
持っていけないんですか、自転車。
○山下環境まちづくり総務課長

公園の中というのは誰でも置けるので、それを速攻撤去

することはできないんですけども、そういったチェーンをかけているとか、そういった悪
質な事例の場合には、こちらのほうでも警告をさせていただくというところはさせていた
だいておりますが。
○米田委員

確かにそうなんですよね、子どもさんと来たときに、自転車で来た、その自

転車を撤去する、こんなことは言うつもりは全くございません。ただ、僕が言っているの
は、長時間鎖でチェーンをとめて、もっと言うと、朝出勤して夕方まで、もっと言うと夜
まで毎日利用している方がいらっしゃって、その方に対しての撤去ができないと聞いてい
るんですけど、警告は何度もされているんですよ。それは今後も撤去できないんですか。
いわゆる悪質な方ですね。
○山下環境まちづくり総務課長

その辺はちょっと研究をさせていただいて、またご報告

させていただければと思います。すみません。
○米田委員

はい、ぜひ。

○はやお分科会長

はい。

ほかにございますか。総務費のところで、ほかに。よろしいでしょうか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
○はやお分科会長

はい。それでは、環境まちづくり総務費については終了いたします。

続きまして、２０４ページから２０５ページの環境保全費に入らせていただきます。何
か説明がございますでしょうか。
○夏目環境政策課長

それでは、環境保全費についてご説明をさせていただきます。

初めに、ヒートアイランド対策の推進についてでございます。予算案の概要は１６２ペ
ージでございます。
本年度、クールスポットの創出といたしまして、四つの公園にドライ型ミストを設置い
たしました。来年度は、新たに千鳥ヶ淵緑道と九段坂公園を加え、６カ所といたしまして、
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千鳥ヶ淵緑道は遮熱性舗装を終えた代官町通りとともに涼風の道といたします。（「涼風
の道」と呼ぶ者あり）
また、区内事業者等がミスト装置を設置する費用の助成を、昨年度と本年度の２カ年度
について行ってきたところですが、本年度で設置箇所の目標数を達する見込みのため、予
定どおり拡充期間を終了いたします。
一方、イベントなどで利用する簡易なミスト装置のレンタル費用の助成メニューを設け
ますとともに、駐車場などの舗装面に遮熱性塗料による塗装を行う場合の費用の一部助成
を拡充いたします。
予算額につきましては、事業者向けのミスト装置の設置助成の拡充期間の終了に伴いま
して、１億円を減額する一方、遮熱性塗料による塗装費用助成等の拡充や、千鳥ヶ淵緑道
等へのミスト装置設置に伴う約１,０００万円の増で、ヒートアイランド対策事業全体で
８,９４９万６,０００円の減となっております。
次に、地球温暖化対策についてご説明いたします。予算案の概要は、隣の１６３ページ
でございます。
１番目の地球温暖化対策の推進は、２０２０年度、来年度が地球温暖化対策条例に定め
ますＣＯ ２ 排出量の削減対策目標年次に当たっておりますことから、地球温暖化対策条例
と地球温暖化対策地域推進計画２０１５の取り組みを検証し、必要に応じて見直しを検討
してまいります。また、これらと並行して昨年度公布されました「気候変動適応法」に基
づきます地域気候変動適応計画の策定に向けた検討も行ってまいります。
次に、第４次実行計画の推進でございます。こちらは区有施設の低炭素化に取り組むも
のですが、令和２年度は、設備機器のエコチューニングに向けた調査を行います。エコチ
ューニングといいますのは、隣の１６４ページにちょっと記載があるんですが、照明や空
調などの設備機器を改修するのではなくて、使い方を見直すことでＣＯ ２ 排出量の削減を
図るものです。建物の快適性を確保しながら運用改善を図るもので、令和２年度に調査、
３・４年度に実際の運用改善を実施する予定です。令和２年度は委託料として約９６２万
円を計上しております。
説明は以上です。
○はやお分科会長

はい。ありがとうございます。

それでは、質疑、質問を受けます。
○小枝委員

気候変動適応の、ちょっとどこに当たるのかあれですけれども、熱分布、千

代田区には大手町からずっとこの気象庁があったということでデータの蓄積もあり、また、
区の熱意もあって、そういった熱分布図もとってきているわけですけれども、経年でどう
変化しているかの数値を確認をしていくということについての作業はどうなっていますか。
○夏目環境政策課長

気候変動適応計画の策定については、まず、これまでの気象の変化

の状況を把握して、将来の気象の変化の状況を予測して、それに対する影響を、影響に対
する対応策を考えていくということになります。その過程で、過去の気象データをやはり
こちらのほうで分析をするんですが、気象庁のほうで発表しておりますデータを区のほう
で集計しまして、ある程度、情報の集計ができております。今後、検討・検証を行ってお
ります会議体のほうにそのデータを出していきますので、その出したデータにつきまして
はホームページにも公開していく予定です。
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○小枝委員

その辺のデータについては議会のほうにも適宜示していただきたいというふ

うに思います。それで、その検証なり、それから今までの対策がどう効果があるのか、ド
ライミストにしても、遮熱性舗装にしてもというところについては、何らか衛星からの、
現実どうなったのかということをフォーカスしていけば検証可能だと思うんですけれども、
当たらない政策になってしまうといけないので、その辺も対策をされることになっていま
すか。
○夏目環境政策課長

今、検証作業を行っているのが地球温暖化対策ということで、直接、

今おっしゃられた熱分布が、そちらはヒートアイランド対策のほうに分類されるんですが、
今そちらのデータというのは直接活用してないです。ヒートアイランド対策計画というの
が平成１８年５月に策定されて、それ以降改定をしておりませんで、この間、いろいろご
指摘も受けているところで、その改定というか検証の必要性も感じているところです。ま
た、その際には地域別に、やはりヒートアイランドの現象の傾向も違うということから、
地域に応じた対策が必要だというご指摘も受けておりますので、今後、ヒートアイランド
対策というのをちゃんと検証して見直しをしなければいけないと思いますが、その際には、
改めて熱分布の状況ですとか、そういったものは把握する必要があると考えております。
○小枝委員

その際とはいつになるんですか。

○夏目環境政策課長

今、これまでの地球温暖化対策の取り組みの検証と今後の取り組み

の検討、これからやるんですが、さらに気候変動適応策の検討というのが入っておりまし
て、なかなか今、ヒートアイランド対策、ヒートアイランド対策も地球温暖化対策や気候
変動適応策と共通する部分はあるんですが、ヒートアイランド対策に重点を置いて、ちょ
っとなかなかそこまで手が回らないという状況がありますので、その気候変動適応なり、
地球温暖化対策の検証・検討が済み次第、なるべく早く着手をしたいなというふうに考え
ています。
○小枝委員

まあ、済み次第ということでいつになるのかなということがあります。ちょ

っときょうはここではそれ以上詰められませんので、もう一点。
今、明大通りを中心に、非常に道路整備方針のときに議論されたようなことが、緑で、
今、オリンピックに向けてということで樹間を広げていくという、あのやり方が結構、現
場の中で協議をされている、専門家と住民との協議というようなことが進んでいると。そ
の議論の中で、一個一個改善されていくとは思うんですけれども、期待をするところなん
ですけれども、以前よりプロポーザル方式での、これはちょっとまたいでしまうからここ
で議論できないのかもしれませんけれども、価格だけでその剪定、強剪定をしていくよう
な流れにならない、よりモデル、江戸川のようなモデル通りをつくって、職員の中にも専
門性を持った方を配置して、そういった形で緑が覆う道をつくることによって本当の涼風、
霧だけじゃなくて、ミストとか、それだけじゃなくて、そういうふうな形をつくっていこ
うという議論がかねてより、ちょっとここは担当は無理ですかね。夏目課長のところじゃ
ないか。そういうことと、何だ、リンクをしていくというようなことが必要じゃないかと
いうことですけど、ちょっと項目、ここじゃないかも。
○はやお分科会長
○小枝委員

ここじゃない。

ここじゃないというか、夏目課長じゃないかも。うん。

○はやお分科会長

ちょっと。はい。
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環境政策課長。
○夏目環境政策課長

やはり緑化の推進ということで、そこはヒートアイランド対策には

非常に重要な要素だと思っています。道路の整備に合わせて街路樹というのもきちんと、
ある程度の幅員があるところには植えていこうというような方針も持っておるところです
ので、また、剪定の仕方については、そこはやはり工夫の余地があるということで、それ
はこれまでの道路整備方針の議論の中でもあったかと思います。そこは、また所管のほう
と相談をさせていただきたいと思います。
○はやお分科会長

はい。

ほかにございますでしょうか。
○米田委員

ちょっと端的に、また質問させていただきます。

エコチューニングについてですけど、これ、エコチューニングの予算はこの書いている
とおり１,４７４万丸々でよろしいですか。
○はやお分科会長
○米田委員

エコチューニング。

あ、ごめんなさい、１６３ページに書いている拡充で、第４次実行計画の推

進で１,４７０万でついていますので、で、そこで、さっき課長がおっしゃった、エコチ
ューニングとおっしゃっていましたね。
○夏目環境政策課長

第４次実行計画の事業の総額は１,４７４万となっておりますが、

エコチューニングに関しましては、このうち９６１万８,０００円ということで、主に建
物、今のところ区有施設２棟を想定しているんですが、そこの調査経費ということになっ
ております。
○米田委員

その２棟の施設のところと、考え方なんですけど、今のこの使っている設備

をそのまま使ってＣＯ ２ 削減に向かった取り組みということなんで、例えばＥＭＳとかＩ
ｏＴを使ってコントロールしていく、こういう機械を設備していくという、ことしは調査
なんですけど、そういった調査経費でよろしいですか。
○夏目環境政策課長

今、委員がおっしゃられた項目も含めてですが、そのほかに、例え

ば冷暖房機器の風の流量を機械側で調整して……
○米田委員

チラーとかで。

○夏目環境政策課長

そうですね、抑えたりですとか、あとは、熱源機器の運転時間帯と

いうのを機械側のほうで調整してとか、そういったかなり技術的な調整をして運用改善を
していくということで、そういった調査を行う予定になっております。
○米田委員

これで大きく削減できると僕も聞いたことがありますし、１回、質問もした

ことがあります。で、あの――うーん。まあ、いいか。難しくなるから、やめよう。
○はやお分科会長
○米田委員

いや、いいよ。

いや、しっかりやっていただきたいなと思います。（発言する者あり）ほか

のところからコントロールできるんですよね、いわゆるこの施設じゃなくてね、任せたり。
この辺だけお聞かせください。
○夏目環境政策課長

そういった外部からウェブを使ってコントロールしてデータをとっ

たりということもできるんですが、今回の２施設につきましては、直接施設に入って、そ
この機械を調査して、で、調整項目を絞った上で次年度以降、実際にやっていくというこ
とを想定しております。
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○はやお分科会長

はい。

ほかに。
○木村委員

この予算概要で、「区のこれまでの地球温暖化対策を検証し、今後の方向性

を検討」する、というふうに書かれてあります。それで、ＣＯ ２ の排出量がね、これ目標
達成が困難と。で、９０年度比で５％の削減にとどまったということなんですけれども、
これは区全体の二酸化炭素排出量で、いわゆる排出係数ですね、９０年度の排出係数だと
確かに５％削減されるけれども、当該年度の調整後排出係数を使用して算定すると逆にふ
えていると、９０年度比で。この排出係数の９０年度排出係数と当該年度調整後排出係数、
これをちょっとご説明いただければと思います。
○夏目環境政策課長

少しお待ちくださいませ。

１９９０年の排出係数が０.０３８キログラム／トン－ＣＯ ２ ということで、０.０３８
だったと思います。で、直近が、平成２９年度が０.０４７ということで、若干上がって
いるという状況になっております。
○木村委員

この排出係数の０.０３８と０.０４７、これは、いわゆる電源構成にかかわ

るものなんでしょうか。ちょっと、それ、ご説明ください。
○夏目環境政策課長

失礼しました。排出係数というのは、電力の排出係数になりますが、

電力をつくる際にどのくらいＣＯ ２ を出すかという、そういうような係数になっています。
その数字が変わる理由というのが、例えば電源構成、何で電気を起こしているかによるん
ですけども、例えば火力発電とか石炭火力だとか、そういった、いわゆるＣＯ ２ の発生量
の多いものの割合が大きい場合には排出係数は高くなりますが、例えば水力ですとか太陽
光ですとか原子力ですとか、ＣＯ ２ の排出が少ない電力、電源で構成、電源が多い場合に
は排出係数が低くなるという、そういうような状況になります。
○木村委員

この排出係数、千代田区だけではどうしようも、これできないわけで、でき

るだけ電源構成を排出係数の少ないものにしていく、これが非常に大事なことだと思うん
ですよ。ただ、そうすると、ＣＯ ２ の排出量の実際というのは、実態というのは当該年度
の調整後排出係数で計算したほうが、排出量の実態に沿っているんじゃありませんか。
○夏目環境政策課長

千代田区の場合は、千代田区で発電をしているわけではないんです

が、その需要サイドで、使うほうでＣＯ ２ をどのくらい使っているかというのを算定する
際には、やはり当該年度の排出係数を用いるのが妥当だというふうに思います。ただ、千
代田区の場合に、なぜ固定した排出係数を使っているかといいますと、千代田区のほうで
の努力として省エネの努力をしております。省エネの結果、電力が減る、使用電力消費量
が減るといったような努力をきちんとはかるためには排出係数を固定して、その電源構成
の変化を受けないで評価をしたいということで今のところ、排出係数固定で評価をしてい
るところです。ですので、参考値として、その年度の排出係数で計算した値についても公
表はしているところです。
○木村委員

もちろん、また繰り返しますけれども、千代田区だけの努力で実現できるこ

とじゃないんで、それを前提とした上での質問なんだけれども、少なくとも千代田区の省
エネの努力、これがよりわかりやすく見えるようにということで、９０年度比の、９０年
度の排出係数を使って、その考え方もわかります。ただ、実態はね、現状は、もう２０３
０年、本会議でも答弁されていましたけれども、２０３０年までのこの１０年間が非常に
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大事だと。１.５度までに抑えられるかどうかというのは、この１０年間が大事だという
ときに、省エネの努力でこれだけ頑張ったという捉え方でいいのかと。これ、人類の生存
にかかわる問題ですから、実態としてね、実態としてＣＯ ２ を計画どおり削減していくと
いう努力が、これは全世界に、もちろん一つの自治体でもそうですし、全世界で求められ
る、そういうことだと思うんですよ。そうなると、実態に基づいてＣＯ ２ の排出量を計算
し、それでどれだけ削減していくのかと。２０３０年度までにどれだけ削減するのか。２
０５０年に、ゼロエミッションということを区長も言っているわけだから、答弁で。この
ままだったら、とてもゼロエミッションできないでしょう。これだけ頑張っています、ど
んなに胸張ったって、結果としてＣＯ ２ ふえていますじゃ。その辺は、検証のやはり基本
的スタンスとして、実態に見合った排出量と、それを踏まえた削減の目標というのを立て
ていく必要があるんじゃないかと思うんだけれども、いかがでしょう。
○夏目環境政策課長

今、委員からいただいたお話につきましては、既にやっている検討

部会、検証を行っている最中ですけども、そこでもご意見をいただいています。まだこれ
は結論が出ておりませんけども、出た委員の意見の中に、例えばＣＯ ２ 排出、排出量を削
減するには、第一に、建物であれば環境性能を上げて、第二に、それを、設備を高効率な
ものにして、できる限り省エネを推進して、その後に、使わざるを得ないエネルギーにつ
いては再生可能エネルギーに転換していくことは重要だというので、やっぱりエネルギー
の、使用するエネルギーの削減の重要性というのは非常に言っていらっしゃいます。
目標をどうするかという話の中では、やはりＣＯ ２ 排出量、総量の削減目標というのは
必要でしょうというのと、あと、やはりエネルギーを減らしていくということが大事なの
で、エネルギーの削減目標というのも、きちんと並行して設定するのが望ましいんじゃな
いかと。あとは原単位ですね。床面積当たりですとか、世帯当たりですとか、そういった
単位でのエネルギー使用量とＣＯ ２ 排出量の削減量というのを目標に置くべきだと。その
ような意見をいただいています。
それにあわせて、ＣＯ ２ 排出係数、固定でいくのかどうかということもご意見をいただ
いているところですので、今後の目標については、やはりＣＯ ２ の削減量についても掲げ
るんだろうとは思いますけども、エネルギー使用量や、何かそういったご意見も踏まえて、
目標設定をするとともに、固定で考えるのか、あるいは毎年の排出係数を用いてちゃんと
評価するのか、そこも検討をしていきたいと思っています。
○木村委員

ぜひ、ご検討いただければと思うんです。（発言する者あり）

それで、ほかの議員さんの質問に対する答弁で恐縮なんですけど、大串さん、やったよ
ね、恐縮なんですけれども、対策目標をどうするのかということに対する部長のご答弁な
んだけれども、その中で、国の目標との整合性、あるいは実行可能なというので、目標を
考えていきたいという答弁だったと思うんですね。
で、国の目標というのが、５０年でマイナス８０％じゃないですか。要するに国際的な
レベルだったら全然低いわけよ。だって、ゼロにしようと言っているのに。吸収と排出で
ね。といったときに、８０％削減というレベルの国の目標に整合性を持たせるということ
で本当にいいのか。それから、実行可能な、まず目標があって、それを実現するためにど
うするのかというのが本来のあるべき姿であって、実行可能な目標というね、非常に消極
的な印象があったんですよ。その辺のことと、５０年のをゼロにしていく、ゼロエミッシ
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ョンという、この宣言との矛盾というのがないのか、ちょっとその辺ご説明ください。
○夏目環境政策課長

本会議でゼロエミッションということを掲げたということに関して

についてなんですが、まずゼロエミッションですとか脱炭素社会だとか、あと、最近、ゼ
ロカーボンシティなんていう言い方があるんですが、そういったものについては、いろん
な団体でそういった宣言をしたりとか、あと、東京も「ゼロエミッション東京宣言」とい
うのを掲げたりしています。それが行政上どういう位置づけなのかというときに、やはり
行政目標、行政計画の目標とは別で、宣言とか、言い方は悪いんですが、共通のイメージ
というような捉え方をしています。
一方、本会議の場で、我々のほうで積み上げによる実行可能なというのは、やはり何か
目標を設定するときには、基本的には根拠があるということプラスアルファというのがあ
ると思いますが、そういった目標を掲げたいなと思っています。
最近多いのは、他団体で多いのが、２０３０年を目標に置き、さらに、その先の２０５
０年に目標を置くということで、２０５０年の目標というのは、やはり国と同じように、
数字で掲げる場合には８０％と掲げているところが大多数です。
○木村委員

うん。

○夏目環境政策課長

私が見たところでは、全てが８０％です。その８０％という数字も、

ゼロエミッションという言葉について、２０３０年以降のいろんなイノベーション、国は
非連続のイノベーションという言い方をしていますが、非連続のイノベーションというの
は、ある日突然すごい技術が出てきて、連続という積み上げではなくて、ある日突然すご
い技術が出てくることを非連続と言うようですが、そういうところも期待した８０％とい
うことになっています。
ですので、我々のほうとしては、何年に目標を置くかというのは、これから検討するん
ですけども、あくまでも目標を共有するイメージとしてのゼロエミッションという言葉と、
その手前の２０３０か、何年かというのはこれから検討ですけど、その辺の実行可能な目
標を並行して定めていくべきかなというふうに今のところは考えています。
○木村委員

ぜひ、楽しみに待っていますので、お示しいただけたらと思います。

ただ、ちょっと石炭火力を何とかやめてもらわないと、どうしようもないよね。（「石
炭」と呼ぶ者あり）
で、ちょっと、一つ伺いたいんですけれども、マンションへの再生可能エネルギーの普
及促進を図るため、太陽光発電システムを設置する費用を助成する、と。非常にいいこと
だと思うんだけれども、そうすると、日影規制の新たなルールが必要なんじゃないでしょ
うかね。一方で超高層ビルを可能にしていて、太陽光システムといったって、日影になっ
ちゃったらだめなわけなので、日影規制の新たなルールというのが必要になってくるんじ
ゃないかと思うんだけど、いかがでしょう。
○夏目環境政策課長

今回、省エネ改修助成の中に、マンションへの再生可能エネルギー

普及ということで、太陽光発電システムと、蓄電池の設置に関しても助成をしようという
ことで、なぜこれを入れたかといいますと、やはりこれは件数はそんなに多くないんです
が、やはりご要望がというか、ご相談が何件かあるんです、毎年。で、区としても、何か
あったとき自分で電力を発電できるというシステムを持っているということは安心ですの
で、そういったことにも応えるために、メニューとして設けたということです。
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やはり千代田区みたいに建物の高さがまちまちなところについては、太陽光発電という
のは、なかなか難しいところもあるとは思うんですが、我々としては、ご希望があるとこ
ろにやはり支援していきたいという趣旨でメニューを設けておりますので、そういったと
ころでご理解いただきたいと思います。
○木村委員

区民の要望に応えていくという姿勢は、これ、評価したいと思うんですよ。

ただ、設置してよ、またその隣に高いのができちゃって、太陽光システムを使えなくなっ
ちゃったなんていったら、これは問題でしょう。そうすると、あわせて何らかのルール化
というのの、ルールの検討も必要になってくるんじゃないかな。まあ、環境政策課で答え
られ……
○はやお分科会長
○木村委員

ちょっと無理だな。

ないと思うんだけども。設置した場合ね。

○夏目環境政策課長

なかなか、後から建ってしまうということに関して、対抗するのは

難しいとは思うんですが、我々の環境サイドの思いとしては、やはり使うご希望のある方
に対して手を差し伸べるというスタンスですので、そこはまたまちで、まち場のほうでル
ールづくりをされるということであると思いますので、我々としては今できることをやっ
ていくというふうに考えております。（発言する者あり）
○はやお分科会長

はい。

ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○はやお分科会長

はい。では、ここの環境保全費、ここのところも終了させていただき

ます。
休憩します。
午後０時１４分休憩
午後０時１４分再開
○はやお分科会長

再開いたします。

それでは、公害対策費に入らせていただきます。
何か執行機関から説明はありますか。
○夏目環境政策課長

それでは、公害対策費についてご説明いたします。

予算説明書は２０６ページ、２０７ページとなります。
こちらの事業番号２番、大気汚染調査についてですが、こちらは本年度１,０２２万５,
０００円計上しているところですが、令和２年度は８４９万９,０００円ということで、
１７０万円、約１７％程度減少をしております。こちらにつきましては、平成２３年度か
ら実施しております空間放射線量測定について、これまで区内、公園等６カ所で、それぞ
れ２週間に１回測定していたものを２カ月に１回の測定に変更するためでございます。
測定回数を減らす理由につきましては、これまでの間、区内の測定値については、国際
放射線防護委員会が勧告している年間１ミリシーベルトを大きく下回っている状況が継続
しているということ、既に原子力規制庁が全国に４,３７０カ所、２３内にも５カ所のモ
ニタリングポストを整備しておりまして、常時監視体制が敷かれ、都内のリアルタイムで
の空間放射線量の把握が可能であるためでございます。
説明は以上です。
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○はやお分科会長

はい。

ここのところにつきまして、質疑、質問。よろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○はやお分科会長

はい。それでは、２０６ページ、２０７ページの公害対策費について

終了いたします。
そうしまして、環境まちづくり管理費の項を終了します。
それでは、休憩いたします。
午後０時１５分休憩
午後１時１５分再開
○はやお分科会長

それでは、再開いたします。

環境まちづくり費、都市整備費の項に入ります。２０８ページから２１１ページです。
まず初めに都市整備総務費、２０８ページから２０９ページ、このところにつきまして、
何か説明はございますでしょうか。
○印出井景観・都市計画課長

それでは、私のほうから都市整備総務費、項番２の（３）

景観計画の策定等ということで、予算の概要では１６０ページになりますけれども、こち
らのほうで補足して説明をさせていただきます。
景観計画の策定につきましては、特別委員会で鋭意ご議論いただき、また、あわせて条
例については企画総務委員会の中でご審議をいただいているところでございますけれども、
令和２年度の予算は、新たな景観条例、景観計画を運用する上で課題となっております屋
外広告物、その指導のあり方についてのガイドラインを策定するということを中心に取り
組みますということで、１６０ページに記載をさせていただいております。
屋外広告物につきましては、ポイントにもございますように、ガイドラインとして、屋
外広告物自体の許可申請については、当区では環境まちづくり総務課のほうで取り組んで
いるところなんですけども、それにあわせまして、景観条例のほうで、その内容について
の指導と、誘導という形で、していきたいというところでございます。
先般の常任委員会の中でもご議論がありましたように、屋外広告物、特に都心部におけ
る屋外広告物につきましては、新しい動き、デジタルサイネージとか、国際的なイベント
におけるシティドレッシングですとか、そういったところも展開されてきておりますので、
そのあたりの動きも踏まえつつ、また、一方で非常に地域特性が豊かな千代田区でござい
ますので、地域特性に対応した内容となるように、策定の検討を進めてまいります。
総務費につきましては、以上でございます。
○はやお分科会長

はい。

それでは、質疑、質問を受けます。ありませんか。いいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○はやお分科会長

はい。それでは、都市整備総務費については終了いたします。

続きまして、２、地域整備費、２０８ページから２０９ページ。
ここのところで執行機関からの説明はございますか。
○佐藤地域まちづくり課長

それでは、第２目、地域整備費につきまして、概要をご説明

させていただきます。
まず、１番でございます。地区の計画等の検討というところでございます。この部分で
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ございますけれども、今年度は地区整備プランの作成と地区計画制度の適用というところ
で、二つの項目になっておりました。この部分で、執行率が非常に悪いと。悪いというの
は、新しい地区の部分の予算を計上していたと。それぞれで計上していた部分がございま
した。そういったことから、ここの二つの事業を統合を行いました。統合を行いまして、
地区計画等の検討でございます。
予算案の概要、１４１ページでございます。本年度は、六番町偶数番地地区の調査・検
討費用を計上しているところでございます。それと、新規地区の対応、１地区というとこ
ろの部分を計上させていただいております。
次に、２でございます。地域別まちづくりの推進でございます。予算案の概要は１３９
ページ、１４０ページでございます。予算案の概要の１３９ページ、上段の部分に、来年
度予算ということで３,４８５万３,０００円計上させていただいております。前年度の予
算額が３億５,６００万円と、かなり金額がございますけども、前年度の部分につきまし
ては、このうち３億２,０００万円につきましては、御茶ノ水駅聖橋口広場の整備の負担
金のほうを計上してございますので、そこの差があるというところでございます。地域別
まちづくりでございますけれども、来年度につきましても、引き続き、秋葉原地域、飯田
橋・富士見地域、神田駿河台地域、神田駅周辺地域、この４地域につきまして、ハード、
ソフトの両面から、引き続き、まちづくりに取り組んでまいります。
一番最後、３番でございます。最後に、九段下まちかど広場の維持管理でございます。
昨年４月より供用を開始いたしました、九段下まちかど広場の広場管理等に係る経費を計
上させていただいております。
ご説明は以上でございます。
○はやお分科会長

はい。ありがとうございました。

それでは、質疑、質問を受けます。
○林委員

２０９ページの、今の３番の九段下まちかど広場の維持管理についてです。事

務事業概要ですと２７７ページから始まるんですが、私も利用させていただいたり、朝見
ると、大変多くの子どもたちがボール遊び等々をやっている現状があります。いかに広場
がない千代田区というのが補填されているのかなと思うんですけれども、事務事業概要の
２７８ページを見ますと、令和４年１１月には返さなくてはいけないという形になってい
ます。いつまでも、これ、住友銀行さんだから、ＳＭＢＣという、ちょっとグループ名の
長い形なんですけど、お借りすることはできないのは承知の上で、こういった広場という
のは、現状認識ですよ、空地・空間というのは必要だという位置づけなのかどうか。令和
４年１１月以降。
○佐藤地域まちづくり課長

九段下広場という限定でよろしいですね。区域全体と――千

代田区全域ということではなくて。
○林委員

まあ、どちらでもいいですよ。大丈夫です。

○佐藤地域まちづくり課長

千代田区全域のほうのお話をさせていただきますと、やはり

地域によっての特性がございます。地域の中で不足している広場、あるいは緑地という部
分もあったりするところはありますので、それは地域の特性に応じた形での対応が必要に
なってくると。やはりある程度都心の中で公園等ございますけれども、広場等は不足して
いるという認識はございます。
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一方で、九段下広場のところでございますけども、昨今、特によく使われており、また、
子どもの広場の部分、子どもたちが非常に楽しく遊んでいる部分がございます。で、今借
りている状態でございますので、期限が来たら返さなければいけないというところもござ
いますので、さまざまな建てかえ等の機会を捉えて、そういったものが整備できないかと
いうものもあわせて、当然必要であるというところの認識はございますので、そういった
ときに合わせて、整備のほうを検討してまいりたいというふうに思っております。
○林委員

もうちょっと伺います。すみません。

わかりました。要は空地で遊び場というのがあればあるにこしたことがないと。実際、
子どもの人口が急増しているというので、どこか区内には、今後、今お借りしているとこ
ろがクローズした場合でも、新たに大きな土地が仮に出てきたときには、積極的に区のほ
うも働きかけですとか、購入も含めてなのか、借りるのが前提なのか、いろんな面がある
と思うんですけど、ここは当然視野に入って、必要性があるという認識でよろしいのか。
というのが、区役所のここの場面というのは、ちょっと、人、よく、住んでいる人とは離
れたところでも、これだけの子どもたちが来るんですから、今後、例えばですよ、ちょっ
と坂上に行ったところでも広大な土地があった場合には、これはもう、ぜひ、区として、
さまざまな利用形態を含めて、購入なり借りたりというのは、下でもいいんですけども、
考えていく大きなきっかけになるような位置づけなのかなというのが一つ。
もう一つが、広場のところで、またこれは後半に続くんですけども、違うところで、今、
人工芝、コンクリートの上に人工芝が敷いてあって、ネットがある、子どもがたくさん遊
んでいる場所、もう一つが、ウッドデッキで、サラリーマンの方がたまにお弁当とか、お
茶とかを飲んでいらっしゃる。ここの利用形態というのは、どういうふうに把握されてい
るんですか。ニーズで空地がいいのかウッドデッキがいいのかというのをどういうふうに
判断されているのか、お答えください。
○佐藤地域まちづくり課長

まず、まちづくりの部署の立場として、地域にとって、広場

であるとか、空地、緑地が必要であると。ちょっと、購入の部分につきましては、ちょっ
と私のほうからは、なかなかあれでございますけども。
それと、人工芝とウッドデッキのお話でございます。人工芝部分につきましては、設置
する際に、担当部署との協議の中で、小さい子どもが転んでけがをしたりとか、そういっ
た部分があるので、非常にやわらかいような形での人工芝がよいのではないかと。そうい
うようなお話がありまして、そういう形で、子どもの遊び場の部分については、人工芝に
しております。ウッドデッキの部分でございますけれども、今借りている土地自体が、地
下に構造物がございまして、広場の部分、真ん中にウッドデッキ、大きいのがございます
けど、実はあそこ、大きな穴があいているところがございます。で、コンクリートを打っ
て塞ぐという方法もあるんですけれども、先方との借りている約束の中で、構造体をいじ
るということができないというところがございましたので、安全対策として穴を塞ぐため
に、ウッドデッキをちょっと整備したというところでございます。
○林委員

わかりました。人工芝のメリット、デメリットというのは、雨が降った後とい

うのが相当濡れていまして、かなり、もう使えないというのが、土よりもひどいんじゃな
いかなというぐらいのあそこであるので、これは課題としてきっとあるんでしょう。
もう一つが、子どもの利用というのが、要は平地にできない場所にやむを得ずウッドデ
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ッキをつくってみたというのが九段下広場なわけですよね。ここが遊び場として活用でき
ているのか、できていないのかという、現状把握はどうされているのか。していないなら、
していないで、これからやってもらわなくちゃいけないんですけど、子どもたちが限られ
たスペースで遊ぶんですけど、かなり広い場所がウッドデッキになっているので、これが
今後の千代田区の公園の整備に向けて参考例になるのか、ならないのかというのを確認し
たいんですね。子どもたちが使えるのか、使えないのかというのは。
○早川麹町地域まちづくり担当課長

まちかど広場の使用形態については、きちんとした

調査はしておりません。ただ、状況を見ますと、基本的には子どもさんの利用はこどもひ
ろばのほうでやっておられますので、どちらかというと、一般の方というか、大人の方の
利用が多いかなというような把握はしております。
○林委員

体感的に、私も電車で来たとき、毎日、朝とか帰りとか夕方、出入りを含めて

見ると、実際、そうですよね。かなり、こう。で、限定されて、要は平らな土地にできな
いところというのは、ウッドデッキでもしょうがないのかもしれない。今の説明にあると
おり。そうでないところは、もし仮に広い面でできるんだとしたら、かなりこう、お休み
のときとか、人工芝、ネットがあるところというのは、人口密度が非常に高い形で、グロ
ーブなんか壊れちゃっている、ビニールの、でも、ボールはそのまま素手でやりとりした
りという形で、実際、ニーズを、今までの経験則と、令和４年だから、もう、すぐ撤去さ
れるのはわかっているわけですよね。ここまでの間で、ちょっと利用実態をつかんでいた
だきたいと思うんですよね。ウッドデッキで実際ボール遊びができるのか、鬼ごっこがで
きるのか、隠れんぼうができるのかというところを、できるのかできないのかというのを、
せっかく巨額なお金をかけて整備して、撤去までする、それもたった５年間程度のところ
でやるわけですから、膨大な実験材料としては、それぐらいのニーズ調査というんですか
ね、利用実態の調査をして、やれば、いい勉強量になりましたねという形で、区民にも今
後の未来の子どもたちにも十二分に還元できるのかなと思うんですけど、その辺は、実態
というのはやっぱり子ども部がやらなくちゃいけないのかな。環境まちづくり部は、でき
ないんですかね。できないんだとしたら、ちょっと働きかけて、全庁的にちょっとやって
いただきたいんですが。
○早川麹町地域まちづくり担当課長

今、ちょっと、すみません、所管の話を申し上げま

すと、まちかど広場のほうにつきましては、当課のほうで管理等をしておりますけれども、
こどもひろばのほうは子ども部のほうでやっておりますので、こどもひろばについては子
ども部のほうで、利用実態をちょっと把握していただく必要はあるかなというふうに思っ
ております。
で、あの……
○林委員

ウッドデッキのほう。

○早川麹町地域まちづくり担当課長

はい。ウッドデッキのほうにつきましては、こちら

のほうで所掌しておりますので、利用実態については、今後少し何か把握できないかとい
うことをちょっと考えてまいりたいと思っております。ただ、やっぱり暫定ということも
ありますし、かなり広場としての整備自体は、余りまちかど広場のほうはそんなに費用も
かけていないような整備でありますので、実際の公園とか、そういったもののような形で
の利用まではなかなか想定していないものですから、ちょっと、かなり簡易なつくりとい
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う前提での利用実態の把握というふうになってしまうのかなというふうに思っております。
○はやお分科会長
○林委員

いいですか。

はい。

○はやお分科会長

はい。

ほかに。
○岩田委員

関連なんですけども、九段下まちかど広場のところに喫煙トレーラーがある

と思うんですけども、これはここでやるべきなのか、それともたばこのほうでやるべきな
のか、あれですけども、ここでも大丈夫ですか。
○はやお分科会長
○岩田委員

あ、内容で。

○はやお分科会長
○岩田委員

ちょっと、どうなのか、内容で。
うん。あそこに置くなということ。

まあ、そうですね。というか、そういう、子どもはたくさんいて、遊ぶ場所

に、そういう喫煙トレーラーを置いて、そういう、何ていうんですかね、区民の方から、
うーん、何かお叱りみたいな、そういうのはない感じですかね。
○早川麹町地域まちづくり担当課長

喫煙トレーラーがあることについての問い合わせと

いうことについては、特に、私のちょっと把握している範囲では聞いていないところです。
はい。
○はやお分科会長

結局ね、今後、子どもといいながらも、ウッドデッキのところだから、

大人が中心でしょうねと。そういうところではなかったねって。だけども、例えば子ども
部との関係って、もしか出てきたりすると、その辺のところというのは、まだ全庁的には、
利用実態についてのそういうクレームなことについては、聞いていないのか、確認してい
ないのか。
○早川麹町地域まちづくり担当課長

そういう意味では、正確に庁内の例えば子ども部で

のお問い合わせまでは、きちんと把握しておりませんので、そういった、もし必要がある
のであれば、ちょっと子ども部のほうとも少し確認をしていく必要があるかなというふう
に思っております。
○はやお分科会長

いいですか、それで。（発言する者あり）いいですね。（発言する者

あり）別のことを言えと。（発言する者あり）
はい。小枝委員。
○小枝委員

苦情というか、子どもに限らずなんですけれども、私は鈍感なほうだから、

たばこのにおいは全然気にならない体質なんですけども、気になる方にとっては、物すご
く気になるらしくて、区役所に来る道で必ず前を通らなきゃいけないというクレームもあ
りましたし、（発言する者あり）庁内的に、（発言する者あり）クレームが出ていないと
いうことは考えられないので、じゃあ、どこだったらいいのかというのは、トレーラーを
まるで置くことを想定したかのような広場のつくりにもなっているので、もう、それを置
かなくなったら、じゃあ、何を置くのよということになっちゃうのかもしれないんですけ
ど、まず、苦情については確認、把握をちゃんとしてもらいたいんですね。した上で、も
う少し、何だろう、川沿いであるとか、何かもっと適地に置く方法がないのかというのは、
やっぱり協議してもらったほうがいいのではないかというふうに思います。知恵を尽くし
た上で、ここしかどうしてもないのであれば、いたし方ないかもしれませんけれども、苦
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情はあります。あります。ええ。ので、再検討を可能な限り。そのために動くトレーラー
なんですものね。動かないものじゃないので。トレーラーは動くわけだから、うん、適地
を探してもらいたい。
○早川麹町地域まちづくり担当課長

喫煙トレーラーの場所につきましては、あそこの広

場を管轄する地域まちづくり課のほうに、生活安全課のほうから置けないかという問い合
わせがありまして、それで場所を、ここならできるということで、あそこの場所に結局し
ているんですけれども、ちょっとトレーラー自体を置くこと自体も、実際には重さがかな
りあると思いますので、そういった重いものがですね、実は今フェンスがあるところの中
は、地面じゃなくて、地下躯体がそのままになって、あいているような状態になっていま
すので、そこの上には多分、恐らくあのトレーラーが置けないようなつくりになっている
ということがありまして、やむを得ずというわけじゃないんですけども、今置いていると
ころは地面になっていますので、ちょっと重いものも置けるという状況があって、そうい
う技術的なというか、構造的なことも配慮した上で、今、あの場所になっております。そ
ういう意味では、苦情等をきちっと考慮した、想定した上での場所ではないかもしれませ
んが、今、技術的な問題として、あの場所に今配置しているということにしております。
○はやお分科会長
○小枝委員

いいですか。

うーん。いや、よくはないですけど。（「あそこしかないんだ」と呼ぶ者あ

り）（発言する者あり）
○はやお分科会長

はい。

ほかにございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○はやお分科会長

いいですか。はい。それでは、地域整備費について、終了いたします。

続きまして、住宅整備費に入ります。２０８ページから２１１ページ。
執行機関からの説明はございますか。
○加藤住宅課長

それでは、２０８ページから２１１ページまで、住宅整備費についての

ご説明のほうをさせていただければと思います。
予算概要の１４３ページのほうをごらんください。次世代育成住宅助成ということで、
１億５,０５２万８,０００円の計上のほうをさせていただいております。こちらの予算書
のほうにつきましては、ページ数が２１１ページのほうになります。項目８番になります。
今年度、令和元年度の予算としましては、予算概要の括弧書きのほうに書いてあります
とおり、１億６,９２１万２,０００円という形になってございますが、決算額等々の精査
のほうをした結果、１億５,０００万余という形の予算計上のほうをさせていただいたと
ころでございます。
それと、予算概要の２１４ページをごらんください。
○はやお分科会長
○加藤住宅課長

２１４ページ。
予算概要２１４ページで、事業の終了・見直し等による効果額というこ

とで、こちらのほうに住宅転用助成のほうを掲載させていただきました。決算特別委員会
の分科会のときにでもご指摘をいただいたところでございますが、人口回復を命題にうた
った事業でございました。こちらにつきましては、目的を達成したというふうに考えまし
て、こちらにつきましては、事業のほうの終了のほうをさせていただいたというところで
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ございます。
説明は以上でございます。
○はやお分科会長

はい。ありがとうございます。

それでは、質疑、質問を受けます。
○木村委員

今のご説明いただいたところでないところなんですけども、公共住宅の管理

運営で、修繕負担区分の見直しというのは、新年度予算案の中では計上されているのかど
うか、ちょっとご説明いただければと思います。
○加藤住宅課長

こちらの民法改正に伴う使用者負担の区分の基準といったところの見直

しといったところも、前回の――前回というか、決特の中でご指摘をいただいたところで
ございます。せんだって、いろいろ見直しのほうをさせていただいたところでございます
が、こちらにつきましては、入居中の修繕をどうするかといったところで、いろいろ考え
させていただきました。
まず、退去のときに、経年劣化については、区のほうで当然持つといったところ。ただ、
入居者の方の故意による何か故障等々あった場合については、それはもう入居者の方の負
担にしていただくといったところがございます。入居中のときの修繕の区分のほうをどう
するかという形で、さまざま課内で議論をして、その結果でございますが、入居者の方々
の生命、また財産にかかわる部分については、（発言する者あり）すみません。それで、
入居者の生命・財産にかかわる部分については、区のほうで持たせていただきたいと思っ
ております。特に水回りの設備に関しましては、特に消耗が激しいといったところで、そ
ういったところにつきましては、区のほうで持たせていただきたいと。
それと、電気・ガスといったところについても、水回り同様、故障時には、ご自身だけ
ではなくて、ほかの入居者の方々にも大きな迷惑をかける可能性があるといったところを
踏まえまして、要はライフラインという、水道・下水道――上下水道、ガス、電気の部分
につきましては、区のほうで負担をさせていただきたいと思います。
それ以外の項目につきましては、ちょっと今回は入居者の方々に持っていただきたいと
いうふうに考えてございますが、今回の改定では、そういう形でやらさせていただきたい
と思っているんですが、今後につきましても、他の自治体やＵＲ、またＪＫＫなど、東京
都の状況等々も鑑みまして、検討のほうをさせていただきたいと思っております。
○木村委員

生命・財産にかかわる部分、電気とかガスとか水回り部分、これはある意味

当然じゃないかと思うんだけれども、今回――要するに今まではもう全部居住者の負担だ
ったんですか。ガスとか。ガスって、何、どういうところ。
○はやお分科会長
○木村委員

ガスとか。（「ガスはわかんない」と呼ぶ者あり）

えっ。

○はやお分科会長
○加藤住宅課長

住宅課長。
ガスにつきましては、入居者の方々の負担といったところで、ガス管自

体の補修については、当然、区のほうで負担のほうをさせていただくというところですが、
それ以外の部分につきましては、居住者の方々に今までご負担をいただいているという形
になります。
それ以外の例えば電気等々につきましては、コンセントやスイッチに何かふぐあいがあ
ったという場合につきましては、ちょっとこれは入居者の方々に今までお願いをしている
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ところなんですが、今回の改定で、テレビの端子から住宅用の分電盤や非常警報装置、ま
た、高齢者の方々の緊急通報ボタン等々につきましては、区のほうで負担をさせていただ
きたいというふうに考えてございます。
○木村委員

ふーん。それは、また詳細なものというのは、別途ご報告いただ――まあ、

予算委員会、まあ、常任委員会になると思うんだけども、議会のほうにご報告いただくこ
とは可能なんでしょうかね。
○加藤住宅課長

予算委員会の、常任委員会等々でご報告のほうをさせていただきたいの

と、あと、入居者の方々にも……
○木村委員

説明してね……

○加藤住宅課長

当然、改定しましたという形で、今回の条例の改正も、これから最終的

なご議決をいただくところでございますが、そういったことにつきましても、入居者の
方々にも通知のほうをさせていただきたいと思っております。
○木村委員

はい、わかりました。

○はやお分科会長
○木村委員

いいですか。

はい。

○はやお分科会長

はい。

じゃあ、また別の場で議会に報告をお願いしたいと思います。
ほかにございますでしょうか。（「なし」と呼ぶ者あり）
○木村委員

ほかの項もいいですか。

○はやお分科会長

ほかの項もいいですよ。はい、木村委員。……で、びっくりしちゃっ

た。（「一番の山だよ、ここは」と呼ぶ者あり）ここは木村さん、頑張らなくちゃ。
（「山は別のところにとっておこうよ」と呼ぶ者あり）
○木村委員

山は次の次なんですけど。（発言する者あり）

○はやお分科会長
○木村委員

次の次だって。

高齢者等民間賃貸住宅入居支援って、あるじゃないですか。６の（１）です

ね。これは入居されるときの保証料みたいなやつ、滞納時の民間の信用保証のあれ……
○はやお分科会長
○木村委員

全部で４０万だよな。

保証会社への保証料の助成でしたかね。

○はやお分科会長

はい。これ、事務事業概要２３７ページのところだよね。答弁求めま

す。
○加藤住宅課長

今、分科会長おっしゃっていただいたとおり、事務事業概要２３７ペー

ジのほうに記載のほうがございます。こちらについては、予算書のほうの２１１ページの
ほうの（１）、（２）という形で記載がございます。こちらの高齢者住み替え・共同建て
替え等の支援につきましては、二つの大きな事業があるという形になってございます。
一つ目は、高齢者と民間住宅の賃貸住宅の入居支援ということで、今、木村委員がおっ
しゃっていただいたところになろうかなと思います。
もう一つのほうが、高齢者向けの返済特例制度助成ということで、現在お住まいところ
が建てかえや、マンションの建てかえ後、引き続き居住するために必要な資金等々あった
場合については、区が費用の一部を助成するという制度でございます。
○はやお分科会長

木村委員。
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○木村委員

以前も決算の分科会でご要望させていただいたかな。この（１）の高齢者等

民間賃貸住宅入居支援、これは非常に、利用できる方にとってはありがたい制度だと思う
んですよ。ただ、保証会社が特定されているので、あっせんしてくれた仲介業者の方と、
あるいはオーナーさんの指定した保証会社でないと助成の対象にならないという、そうい
う状況があって、なかなか使えない。それで、これを見ると、やっぱり実績がゼロという
状況になっているわけですよね。この辺は、それぞれ、例えば高齢者のひとり暮らしだと
か、高齢者世帯に住宅を貸してくださるというのは、非常にこれはありがたいことで、本
当に断られる、年齢で断られるケースというのは非常に多いわけですよ。そういう中で、
せっかく貸してくれるのに、保証会社が区の指定している保証会社でないがゆえに、この
制度を利用できないと。この保証会社ですよということではなくて、オーナーさんが指定
する保証会社で、かつ金額が超える、高いというんだったら、それは上限を設けてもいい
と思うんですけれども、その辺の柔軟な運用というのをですね、ぜひ、またご検討いただ
けないか、再度求めたいと思うんです。
○加藤住宅課長

保証会社につきまして、保証会社自体の数が少ないというご指摘もござ

いましたので、現在、保証会社の数をふやすべく、ちょっと今年度、ちょっと協議が調わ
ずに、今年度いっぱいはちょっと難しいんですが、来年度早々に、協議が調えば……
○木村委員

あ、そうですか。

○加藤住宅課長

はい。保証会社が３社程度ふえる見込みがございますので、ちょっとそ

れ自体は進めさせていただきたいとは思っております。
あとは、今ご提案があった、要はオーナーが保証会社を指定してきたときに、その場合
に、この制度の適用ができるかどうか、ちょっと、こちらについては、ちょっと他の自治
体のほうの事例等々も研究させていただいて、検討のほうを進めさせていただきたいと思
います。
○木村委員

はい。じゃあ。

○はやお分科会長
○木村委員

はい。いいですか。

はい。

○はやお分科会長

はい。

ほかに、この事業については、あと、ほかに、何かこの住宅整備費の中でありますか。
いいですか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
○はやお分科会長

はい。それでは、住宅整備費について、終了いたします。

続きまして、建築事務費、２１０ページから２１１ページに入ります。
執行機関からの説明はございますか。
○齊藤建築指導課長

それでは、目の４、建築事務費の３番、建物の耐震化等促進事業に

ついてご説明させていただきます。お手元の予算案の概要におきましては、１５３ページ
をごらんください。１５３ページ、１５４ページをごらんください。
本事業の中身といたしましては、地震時における建築物の安全性の向上を図るためや、
区民の事業者が建物の耐震診断や補強設計、除却や補強工事等を進めることに対し、アド
バイザーの派遣や補助制度を設け、支援を行う事業でございます。
まず、建物の耐震化等促進事業としましては、予算案の概要の当該ページの中段にあり
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ます助成内容をごらんください。耐震補助として、上から順にマンション、事務所ビル等、
木造住宅、特定緊急輸送道路沿道建築物、ブロック塀の５項目に加えて、土砂災害特別警
戒区域内の既存建物における土砂を防ぐ塀の設置や外壁の改修及び改築の助成を掲載させ
ていただいております。
昨年度からの助成内容の拡充につきましては、その下のポイントに記載をいたしており
ます。
まず、マンションの耐震化促進助成でございますが、現状、区内のマンションは緊急輸
送道路ではない一般の道路沿道に多く存在しております。このうち旧耐震のマンションは、
耐震診断から先の耐震化が進まない状況が多く見られます。マンションの耐震化が進まな
い理由としては、意思形成など、さまざまな要因が挙げられますが、中でも改修費用負担
の問題は大きな要因となっております。今回、平成３１年４月より、国及び都の補助金に
おいて、一般沿道マンションの耐震改修等の補助率等が２３％から３分の１に拡充された
ことを受けて、区もこれらの拡充を最大限に活用して、マンションの耐震化に対する支援
を強化いたしたいと思います。
２点目としましては、昨年９月に東京都より、千代田区内の土砂災害警戒区域が指定さ
れましたが、特別警戒区域内の既存建築物に対しては、改築や増築の際に、建築基準法で
土砂の流入等に対して安全となるような構造規制がかかります。崖下の既存建築物に対す
る耐震対策工事については、国の補助制度があるため、区では次年度より、この補助制度
を最大限活用した助成制度を新たに設けたいと考えております。対象は個人または中小企
業が所有する建築物の防護壁の設置や外壁の改修・改築でございまして、事務所等の一般
建築は工事費の２３％を助成します。また、住宅については、工事費の２分の１を助成す
ることとしております。
続いて、新規事業としまして、耐震改修促進計画の改定でございます。区では、区内の
建築物の耐震診断や耐震改修等を計画的に進め、大地震の被害から区民の生命及び財産を
守り、地震に強く、安全で安心なまちづくりを目指すために、平成２０年４月に、千代田
区耐震改修促進計画を策定しました。本計画の最終改定は平成２８年４月で、平成３２年
度（令和２年度）までの計画期間となっているため、改定の作業を行うものでございます。
改定に際しては、これまでの耐震化促進の状況や課題を総括的に把握し、その解決に向け
た施策を検討するなど、令和３年４月の改定を目指して作業をするものでございます。
最後に、建物の耐震化等促進事業としまして、昨年の予算としましては、６億２,００
０余でございましたが、本年度は４億６,８１７万８,０００円を計上しておりまして、昨
年に比べまして７５％となっております。
説明は以上でございます。
○はやお分科会長

はい。ありがとうございます。

それでは、質疑、質問を受けます。
○林委員

３番の建物の耐震化等促進事業で、事務事業概要が１５４ページ、予算のあら

ましが１５３ページ、みらいプロジェクトが３４ページです。
昨年来というか、以前もあったんですが、まず、予算のあらましの１５３ページには
「拡充」と書いてあるんですが、予算を見ますと、昨年度に比べて１億６,０００万ぐら
い減額となっていると。これで拡充というのは相当な違和感があるんですけれども、ここ
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が磨き上げ、事業の磨き上げのポイントだというところがあれば、１億６,０００万減ら
しても、どういうところになるのか説明してください。
○齊藤建築指導課長

予算としては減額ということですが、拡充という内容ということで

ご質問を受けたと思います。（発言する者あり）
事業としましては、補助の内容としまして拡充したということで、拡充になっておりま
すけれども、実際に、昨年、決算特別委員会でもご指摘を受けておりましたけれども、執
行率の低い状況ということでございました。その後、予算を策定する段階におきまして、
さまざまな決算、執行の要因というところを、原因を検討しておりました。
一つは、助成件数や工事規模の要因としましては、工事規模、予算は限度額として設定
しておりますけれども、工事の規模、実際に耐震化工事として工事をする際の工事規模と
いうのが、そこまでの予算を全部使わなくても、１件当たり最小の額で工事が済んでしま
うというところが一つ挙げられるとか、例えばそれ以外にも、工事時期が予定よりもおく
れてしまって、いわゆるその年度で要求する額というのが少なくなってしまったこと。ま
た、建物の所有者の実情としましては、例えば事前相談があっても、すぐに事業が開始さ
れないケースや、相談までで先に進まないケースというのがございました。
こういった課題がありまして、実際に今回の予算を立てる際に、さまざまな予算の立て
方について検討しておりましたけれども、特に、実際に昨年も申し上げましたけれども、
実際に相談がどのくらいあるのか、これまでは相談件数があっても、なかなか実現まで進
まないというのもありましたけれども、実際に相談があって、実現可能な部分というのを
さらに精査しました。また、先ほど申しましたけれども、工事全体として、耐震診断はそ
れほど額としてはかからないんですけれど、耐震工事がやはり一番大きな予算の中の部分
を占めておりまして、そちらのほうの工事というのは、大体、大規模なものになりますと、
１年たって、単年度で終わるものではなくて、２年度、３年度につながっていくものとい
うふうに考えられております。そういうところも含めまして、限度額全体ではなくて、初
年度に係る耐震工事の割合を全体から５０％程度に落として、来年度、またさらに５０％、
分割するような形で予算を計上するような計画を立てたり、例えば具体的な予算の中で、
相談があったものに対して、具体的に来年度何軒建つかというところを推定しまして、今
年度、これだけの予算を削るという――削るというよりは、確実性のある予算の執行内容
として出させていただいたところでございます。
○林委員

それが磨き上げになるのかどうかは別として、昨年度は６億２,０００万余り

あったのが４億６,０００万に予算額がなっているので、それでは、内訳でどれぐらいの
何棟ぐらいを工事、耐震化工事に想定した予算立てになっているのか。４億６,０００万
の内訳を確認したいのと、あわせて、みらいプロジェクトの３５ページのところには、耐
震基準を満たしている住宅の割合というのが、平成３１年度、なくなってしまいましたけ
ど、去年のうちに９４％までいくよという形の目標値が立ててあります。実際、そこから
５年後、平成３６年度だから、令和何年なんだ。５年になるのかな。５年度には１００％
の耐震化、今、耐震基準を満たした住宅、集合住宅ですよね、やっていこうという形にな
っているんですが、今の予算の内訳と現状、どれぐらい、あと何棟ぐらいでもいいですけ
ども、集合住宅が区内に耐震工事をしなければいけないのが残っているのかという現状把
握を、２点、答えていただけますか。
３５

令和 2年 3月 4日 予算特別委員会 企画総務分科会（未定稿）

○齊藤建築指導課長

実際に建築物の耐震化の目標値と数値、そして来年の建築の棟数と

いうことでご質問を受けたと思います。
まず、来年ですけれども、それぞれ耐震診断助成、耐震改修助成とか、それぞれ診断、
設計、改修という形で流れがございますけれども、実際に、それぞれ耐震改修、いわゆる
最終的な耐震化がされるという、耐震改修助成に関して棟数を挙げさせていただいていま
すと、実際に事務所については２棟、マンションの耐震化に関しては３棟、特定緊急輸送
道路については５棟、これらの数値を予算として組み上げさせていただいております。
また、この目標値の数値なんですけれども、実際に今、これは住宅・土地統計調査とい
う国の調査で、そもそも住戸数で目標値を定めておりまして、実際の棟数としての分布と
いうのは、実際、今、正直申しますと、つかんでいないところでございます。実態として、
今後、今、実態調査も行っているところなので、それも踏まえて、できる限り確実な数字
を出すように努力はしていきたいというふうに考えております。
○はやお分科会長

ちょっと休憩します。
午後１時５９分休憩
午後２時０６分再開

○はやお分科会長

再開いたします。

建築指導課長。
○齊藤建築指導課長

施策の目標に関する数値でございますけれども、先ほども申しまし

たように、こちらのほう、実際には住宅・土地統計調査の住戸の数値ということで、いわ
ゆる見た目の棟数というところからは若干乖離しているところでございます。実際には、
私どもとしましても、来年度、耐震改修促進計画の改定に合わせまして、できる限り精緻
な数値を可能な限り積み上げていきたいという、そして報告していきたいというふうに考
えております。
○はやお分科会長
○林委員

林委員。

これを、耐震化率を１００％にしていかなくてはいけないというのは、これ、

みんな、誰しもが思っていることだと思います。それに向けての目標も、作業スピードに
なってくるんですが、ここから、昨年の決算の調査のときに、管理組合の補助金というか、
助成、補助率のが、最高で耐震改修等で２億４,６５０万というのが事務事業概要の１５
６ページに出て、かなり巨額な金額なわけですよね。決算のとき聞いたのは、実際問題、
改修するときに当たって、修繕積立金も積み立てていると。ですけど、何年間かかけて分
割払い、借り入れを要は管理組合をしなくてはいけないと。助成の補助のお金は決まって
いて、２億あったとしても、その分も含めて管理組合が融資的なものを入れないと、なか
なか踏み込めない、分割払いにしないと。ここで何らかの利子補給とか、融資ですとか、
２億４,０００万は区が絶対返しますから、そこを借りなくて、金融機関とうまく調整し
てくださいよとか、何らかの方法を考えてくださいねという投げかけをして、部長がちょ
っと考えてみるとかって、優しい言葉をかけていただいたように記憶しているので、その
結果を、どんな形で、要は利用しやすい形、管理組合の方が、じゃあ、いこうと、これで
借り入れもあるけれども、金額も補助によって少なくなりそうだと、いける、やろうとい
う判断材料をできているのかできていないのかをお答えしていただきたい。
○齊藤建築指導課長

昨年、決算のときに、林委員より利子補給の支援についてのご質問
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を受けた内容につきましてですけれども、一般的に、おっしゃるとおり、大規模なマンシ
ョン等の耐震改修は、複数年にわたって工事が行われ、工事費用も膨大な額になるという
ことで、毎年、年度ごとに、私どものほうでも補助金を補助するという形でやっておりま
す。
ご質問の融資や利子補給制度について、私どものほうでも、さまざまちょっと調べて、
調査をさせていただいております。今、区では利子補給制度、直接的な利子補給制度は行
っていないところなんですけれども、融資や利子補給制度としては、東京都のほうでマン
ション改良工事助成というのがございます。分譲マンションの改修に際して、住宅金融支
援機構と連携した利子補給の制度がございます。これは区の耐震改修助成とあわせて融資
の利子補給も利用できるということで、なっております。
実際に、この条件としまして、実は融資を受ける際には債務保証を住宅金融支援機構に
支払わなければならないという立てつけになっておりまして、実際に、その債務保証とい
うのに関しては、手数料がかかってきますので、こちらのほうについては、そちらのほう
を調べましたところ、まちみらい千代田のほうで債務保証料の助成制度というのがござい
ます。多額ではございませんけれども、区内の分譲マンションの管理組合に対して、債務
保証料もしくは一定額、こちらのほうですと５０万円のどちらか低い額ということで、現
在、そういう額で助成制度があるということがわかっております。
私ども建築指導課としましては、そういう状況がございますので、窓口でマンションの
建てかえ等の相談が来た際には、今後も積極的に、そういった助成制度があるということ
で、通常の住宅金融支援公庫の融資制度よりも、さらに、この制度を利用しますと、低額
で融資を受けることができますので、こちらのほうをご案内していくという形で、今、努
めているところでございます。
○林委員

ありがとうございました。

今、相談に来た方というお話だったんですが、ここはちょっとターゲットとしては違う
のかなと。要は耐震しなくてはいけない管理組合の方に――これはまちみらいを通じてで
もいいですよ。ここまでパッケージとして、保証料もありますと、利子補給も、僕は商工
融資で区民枠というのが、かなりこう、０.幾つの、もうほとんどつかないような形で、
さらに区の税金を投入したり、やっております。ねえ。区内の事業者に比べて。そこまで
踏み込んでいかないと、もう少し上乗せですよね、利子補給の上乗せですとか、ちょっと、
決算のときも言った、まちみらいマターになるのか、区の制度になるのか、わからないで
すけど、いずれにしても、信用保証協会のような形のところにも保証をするようなイメー
ジの、パッケージのものを、懸案を抱えている管理組合さんのところにアプローチをかけ
ていくと。そうすると、いろんなマンションの、これまで言ってきたの、ありますよ、マ
ンション管理の適正化の推進で。だから、アンケートをやったって、そんな動くものじゃ
ないですけど、これだけ区のパッケージの制度を使うと耐震できますよという投げかけを
かけないと、なかなか動かない、動けないんじゃないのかなと。自分が住んでいるうちは
何とか地震は来ないだろうとか、自分が理事長のうちは何とかもたせて、次の理事長のと
きに考えてもらえばいいって、判断先送りを、なかなか理事会の役員もやってもらえない、
理事長のなり手もない、で、重たい、こんな耐震改修のとなってくると、これはパッケー
ジで積極的に働きかけないと、うまく耐震化事業というのは進まないのかなと思うんです
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けれども、ちょっと、せっかく新たにみらいプロジェクトも目標値もちょっと見直したり、
都のほうも変えたりするので、ここを機会に、一旦、もう少し、こう、お知らせの方法も
改善するような形はできないものかというのをお答えしていただけますか。
○齊藤建築指導課長

今のご質問でございますけれども、所管が私ども建築指導課になる

か、まちみらい千代田になるかというのは、ちょっとこれからになってきますけれども、
こういうご質問を受けたということを踏まえまして、例えば私どもの中でもマンションア
ドバイザーの派遣とか、そういうものは行っておりますので、そういうさまざまな既存の
制度も含めまして、今後どういうふうにそういった課題に対してまとめていくかというこ
とに関しては、今後検討させていただきたいと思います。
○林委員

最後に。

それでは、最後に大変言いづらい話なんですけど、そこまでぜひやっていただきたいと。
これまでも大変ご苦労を重ねていると思うんですけれども、一応、いろんなところへ問い
合わせると、要は限度額の２億４,０００万ぐらいの、これって、もっとふえないものな
んでしょうかと。率直に。見直しをこれからしていただくんでしょうけれども、これはど
うしてもこれが上限になってしまうんでしょうかね。例えば１００戸の住戸がある、要は
大きなところと中規模なところと、限度額もそれぞれ違うんでしょうけど、限度額をこれ
以上上げるというのは難しいんでしょうかね、行政としては。
○齊藤建築指導課長

実際に今、限度額というのの引き上げということに関してございま

すけれども、正直な話、今、建築指導課の中で、限度額の引き上げということについては、
議論には至っていないというところでございます。
実際に国の支援の中で最高限度というのが定められておりまして、そちらのほうを最大
限活用するという方向では、うちのほうも努力しているところでございますけれども、た
だ、耐震、いわゆる住宅に対してというところで、いわゆる個人の持ち物に対して、区の
財源をどこまで投入するかというところに関しては、非常にセンシティブなところがござ
いますので……
○林委員

難しいよね。

○齊藤建築指導課長

そこら辺については、こういう質問があったということで、今後、

胸にとめて考えていきたいということで、（発言する者あり）よろしくお願いしたいと思
います。
○はやお分科会長

はい。

ほかに。
○小枝委員

ちょっと振り返りの確認になるんですけれども、この言葉の捉え方なんです

けれども、緊急輸送道路といった場合、第一、第二、第三、それを全部ひっくるめて緊急
輸送道路ということになりますか。
○齊藤建築指導課長

緊急輸送道路というのがございますが、こちらのほう、いわゆる一

次、二次、三次とありますけども、特定緊急輸送道路というのは、いわゆる一次という、
重要な緊急輸送道路になっておりまして、それ以外の道路については、一般のということ
になりますので、それぞれランクが違っております。異なっております。
○小枝委員

なるほど。

そうすると、特定以外は、みんな一般のほうに入っていくと。たしか都市計画マスター
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プランの策定のアンケートの中で、第二次でしたかね、（「二次」と呼ぶ者あり）のとこ
ろも、特定ランクに入れてもらえないかと。確かに道の種類を見たときに、特定と差がな
いというか、二次においても、まあ、三次もそうなのかもしれませんけれど、そういう要
望があったように記憶しているんですけれども、それについては研究されていますか。
○齊藤建築指導課長

ちょっとご説明が悪かったと思います。緊急輸送道路の中には、特

定緊急輸送道路とそれ以外のいわゆる緊急輸送道路と、あと一般道路沿道ということで、
三つに分かれておりまして、実際に特定緊急輸送道路に関しては、国が定める補助の上限
額というのが、先ほど申しましたように……
○小枝委員

１０分の１０。

○齊藤建築指導課長

かなり高い額として定められております。一般道路に比べて、緊急

輸送道路に関しては、やっぱり緊急性があるということで、そちらのほうが若干高いとい
う積み上げになっておりまして、これもですね、先ほども申し上げましたように、国の助
成額の限度がございまして、それに対して区の補助、それを超えて、私財に対して投げる
かどうかというのに関しては、ちょっと先ほどの答弁と同じになってしまうような形にな
ります。（発言する者あり）
○小枝委員

うーん。はい。なるほど。

靖国通りにしても、明大通りにしても、外堀もそうなのかな、みんなそういうことにな
りますよね。そうすると、やはり基幹的なところでもあるので、そこは位置づけを重くし
ていただきたいというのはあります。
それは先ほどの議論の繰り返しになっちゃうので、そういうことをぜひ伝えたいのと、
あと、今まで、もう乗り越えているかもしれないんですけれども、常々大問題になってき
たのは、まち場の人が住んでいるところというのは、通常、下駄履き住宅って、昔、よく
言ったんですけれども、（発言する者あり）下にオフィスを貸して、上に住まいがあって、
で、一定程度以上古いものだと、大体が、その上に塔屋みたいな、また住まいが乗っかっ
ているということで、そこが、（発言する者あり）まあ、でも、１００％に向かうという
のであれば、そういったところの助成もしていかないと、じゃあ、そこはもう全く支援し
ないのかということになってしまうという議論を総括でやったことがありましたが、その
１００％に向かう道筋の中で、いわば既存不適格のものに対しての支援をどうするかとい
うことについては、（発言する者あり）話し合われているのか。それと、そういった数字
がどのくらいあるのかということについては把握しているのかと。実際、診断をやってみ
て、結構かかったお金について区に助成を求めたら、だめだというふうに言われて、非常
に怒っている方もいたんですよね。何でということで。その辺はどういう議論がされてい
ますか。
○齊藤建築指導課長

実際に、いわゆる事務所の上にもともと住宅がついている、事務所

つき住宅……。
○小枝委員

うん。まあ、それは……

○はやお分科会長

ちょっと休憩します。（発言する者あり）休憩します、休憩します。
午後２時２０分休憩
午後２時２２分再開

○はやお分科会長

再開します。
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建築指導課長。
○齊藤建築指導課長

今ご質問の、ビルの上にできている住宅の状況を把握しているかと

いうことでございますけれども、そちらのほうの数については、（発言する者あり）私ど
ものほうでは把握はしておりません。
○はやお分科会長
○小枝委員

小枝委員。

それと、すみません、次なんですけど、木造のほう、事務事業概要の１５６

ページ、１５７ページなんですけれども、（発言する者あり）これが今回は、すみません、
どのくらいの予算を組まれていて、何件ぐらいを想定しているんでしょうか。
それと、現状、到達点としては、どのくらいのものが達成されたということになってい
るんでしょうか。人命に、直、かかわることなので、明確に答えてください。
○齊藤建築指導課長

木造の耐震化助成につきましては、令和２年度の予算としましては、

耐震診断助成については３棟、また、耐震改修助成については、改修を２棟、除却工事を
３棟、また、耐震シェルターやベッドについては１棟ということで、今想定をして予算を
立てているところでございます。
○小枝委員

区内の住まい方として、まあ、一定件数あると思うんですけれども、それに

ついての数字把握ということは、この施策の目標の１００％の埒外なのか、具体に数字把
握はしているのか、していないのか。そして、それに対して広報なり、こういうふうな形
でできますよというアピールはしているんでしょうか。
○齊藤建築指導課長

木造建築物のいわゆる住宅の棟数ということですけれども、住宅・

土地統計調査としての木造数は、概算では把握できると思いますけれども、具体的に区の
ほうで精密に何棟あるかというのは、実際には把握していないところでございます。
また、広報についてでございますけれども、広報につきましては、具体的に区報やホー
ムページ等によりまして、診断助成のチラシを配ったり、案内をしたりしているところで
ございますが、もちろん電話での相談も１年の中に何回も来ていますので、それらについ
ても、具体的に、こういうような内容ですということで、お知らせや内容のアドバイスと
いうことでさせていただいております。
○小枝委員

具体には、そうすると、どのくらい、例えば半分は終わりましたとか、また、

３割ですとかという把握は一切していない状況ですよね。ただ、行政の求めるところは１
００％を求めていくわけですよね。
その中で、これ、いろいろ制度が充実したりもしているんだろうと思うんですけれども、
神田の場合は、所有者と住まっている方が別である場合、所有者――要するに借家の場合
ですね、合意が必須ですか。ここのところ、ちょっと。
○大森まちづくり担当部長

先ほどちょっと課長のほうから幾つかメニューを申し上げた

と思うんですが、木造の耐震改修ですね、耐震改修といっても、基本は１部屋を――昔、
新潟沖地震か何かで、やっぱり木造がいっぱい倒れたという中で、緊急的に１部屋だけで
も、寝室とかの１部屋だけでも補強しましょうというので、高齢者に限って１０分の１０
と、今、ちょっと緩和していますけども、そういう制度を入れました。で、それは当然、
柱や梁だとか、構造部材に手を入れますから、すみません、詳しい借地借家法はわからな
いんですけど、当然、家主にご了解いただかないと、（「そうか」と呼ぶ者あり）できな
いと思います。
４０

令和 2年 3月 4日 予算特別委員会 企画総務分科会（未定稿）

ただ、もう一点あった……
○小枝委員

シェルター。

○大森まちづくり担当部長

耐震ベッドだとか耐震シェルターというのは、これ、どっち

かというと、ベッドを覆うような器具ですから、これは別に家主さんのご了解というのは
必要ないというふうに考えております。
○小枝委員

はい。わかりました。それで結構です。

それで、あと家族構成なんですけれども、例えば高齢者のみじゃなくて、子どもがいた
りしても、この対象になりますか。
ちょっと、まとめて言いますね。それと、この制度というのは、対象者がいる間は、存
続しますよね。もう、すぐに打ち切りとか、そういうことはないんですかね。
○齊藤建築指導課長

実際に、当初は６５歳以上の高齢者のみの世帯ということで、居住

者世帯の条件を設けておりましたけれども、こちらのほう、平成２４年度以降、居住者世
帯の条件というのは適用しないということで事業を行っておりまして、今後も引き続きこ
ういうニーズがあれば、（発言する者あり）まあ、時限としては、令和２年度までの限定
ということでございますけれども、引き続き来年度、さまざまな計画を練っていく中で、
いろいろと検討をしていきたいとは思っておるうちの一つです。
○小枝委員

はい、わかりました。

非常に重要な、命にかかわる制度でもあると思うので、ぜひ、これも１００％を目指し
て、しっかりと安心・安全のまちということで進めていっていただきたい。
と、これはもう言いっ放しでもいいんです。それで、金額的にも、これだとまだまだ不
十分なところもあると思うので、拡充していただきたい。
それと、これ、まちみらいニュースの「千代田まちづくりサポート通信」に載っていた
と う か ん

ひがしかん

あずまかん

んですけれども、外神田にある、これは、何、東館 、東館 って――東館 か。というとこ
ろは猫カフェになって、こういうのを国の制度で５００万ぐらいまで改修してくれるとい
うことらしいんですけれども、実際は、もう一棟、耐震とかもやりたい、で、これは高齢
者の命の話から入っているので、少しずれるかもしれませんけれども、今、老朽した看板
建築なんかでも、使われずに、（発言する者あり）そのまま置かれているものもあったり
するので、ぜひ、これはまちみらいだからここの所管じゃないんですけれども、こういう
ものもリンクしながら、やっぱり観光、まち並み、景観、で、補強していく上で、ちょっ
と、この耐震補強、木造建築、ここに書いてあるのは看板建築、古い木造建築物の保全・
活用というふうに書いてあるんですね。歴史文化・都市環境保全活用事業ということで。
その際、やはり耐震補強というのは非常に重要だということなので、この辺も、やっぱり
ちょっと視野をしっかり広げて、リンクして、拡充の方向をぜひやっていただきたいとい
うふうに思いますので、前向きな答弁をいただいたら終わるんですけど。（「前向き」と
呼ぶ者あり）はい。よろしくお願いします。
○大森まちづくり担当部長

すみません。それがですね、昭和５６年以前の木造住宅で、

高齢者の方がお住まいになっていると。住民票があって、お住まいになっているというの
であれば、そもそも既存の仕組みの中で補助できます。
○小枝委員

住んでいないのもと言ったんですけど。

○はやお分科会長

はい。いいですか。
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はい、ほかに。これで……
○木村委員

耐震。

○はやお分科会長
○木村委員

あ、ごめんなさい。木村委員。

この事務事業概要で、１５６ページ、マンションの耐震促進事業で助成実績

ってあるじゃないですか。それで、２８年度、２９年度、３０年度と、３カ年実績が書か
れてあります。そこでアドバイザー派遣、耐震診断と。補強設計、耐震改修とって。これ
を見ると、耐震診断までは行くんだけれども、２８年度は耐震補強まで、設計まで行った
のが、補強設計まで行ったのが２件と。これは、耐震診断までは行って、なかなか補強設
計に行っていないというのは、これは耐震診断の結果、まあ、大丈夫だという結果になっ
たのか、それとも、その後の合意形成、あるいは費用負担等もあって、合意形成が進まず
に、補強設計に、あるいは耐震改修に進まないと。その辺の実情というのは掌握されてい
るんでしょうか。
○齊藤建築指導課長

実際に、木村委員ご質問の話なんですけれども、耐震診断まで行っ

て、一部は耐震診断上、いわゆる問題ない、安全な建物だと証明されるものもございます。
ただ、実際にはかなり古い建物ですので、多くの建物が耐震上問題があるという結果を出
されているというのが実情でございます。
実際に、昨年度から、私どものほうでもさまざま、こういう課題の中で、いわゆるお金
の問題とか合意形成の問題が大きな問題になっているということを把握しておりますので、
今後なんですけれども、実際、耐震診断をしただけで、その後、連絡がないマンションの
管理組合等ございますので、具体的に課の中でもいろいろ考えていますが、そういったも
のの追跡といったような形で、なぜ進まないのかとか、こういう制度があるということを
お知らせする、今回も耐震助成に関して、マンションの助成に関しては、２３％から３分
の１まで枠を広げたので、これを機会に、そういった拡充の案内をするとか、そういうよ
うなことをして、実態を把握しつつ、そういうような耐震化を進めていくように努めてま
いりたいと思っているところでございます。
○木村委員

なかなか難しいというご答弁をいつもいただくんですけれども、大森部長と

か、（発言する者あり）言う前から答えないでください。やはりどうしても耐震度が不十
分といったところは、居住者もご高齢の方が少なくないじゃないですか。ですから、当然、
費用負担の問題でも、こういった工事の期間中ね、自分は、やっぱり引っ越すのもなかな
かと。なかなか合意形成は難しいと思うんですよ。
それで、ゆっくり話し合いができる条件として、耐震診断をやるんだから、ここを、最
も弱い部分を少しでも補強すれば、よりまし、より丈夫になりますよという、そういう方
策があってもいいんじゃないかと思うんですよ。これは、別に私が言っているんじゃなく
て、やっぱり専門家も、そういうことを言う専門家もいるわけですよ。耐震診断をやって、
ここが弱いと。ここを補強することで今よりは丈夫。ただ、Ｉｓ値が０.６いくかどうか
わからないけどもね。ただ、そういう方策することによって、とにかく３０年以内に７
０％とか、直下型地震の可能性。そう言われているもとで、今よりも安心・安全という、
今よりも強いという、そういう方策が検討されてもいいんじゃないかなと。もう、すぐ来
年度実施というのは、それは難しいにしてもですよ。これはそういうことを主張する専門
家の方もいらっしゃるので、そのようなメニューづくりも検討する必要があるんじゃない
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かと。
先ほど林委員言われたように、本当に耐震強化の助成が、もっとぐっと引き上げられる
というんだったら、これはまた条件が違うんだけども、（「だめそうですね」と呼ぶ者あ
り）という状況のもとでは、やはり次善策、最善の策ということで、今より丈夫にし、そ
して今より命を守れる可能性を高めていくという方策も、あわせて検討してもいいんじゃ
ないかなというふうに思うんですよね。（発言する者あり）どうでしょう。
○はやお分科会長

はい。休憩します。
午後２時３６分休憩
午後２時３９分再開

○はやお分科会長

それでは、再開いたします。

まちづくり担当部長。
○大森まちづくり担当部長

過去にも、ちょっと同じようなお話を伺ったと思います。確

かにそういった、今よりちょっとでもよくするというお考えも、本当に十分あると思いま
す。しかしながら、やはり国費、都費、要は国の制度の中で、この耐震改修促進事業を活
用する中では、Ｉｓ値０.６になる中の段階的な耐震改修というのは、制度としてござい
ますが、０.６なくてもいいというような形での運用というのが、ちょっとなかなか難し
いというところでございます。
○はやお分科会長

はい。

ほかにございますか。一応、この耐震事業についてですけれども。
なければ、今回のこの４の建築事務費の中で、ほかの事業について質問ございましたら。
ないようでしたら、ここ、いいですか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
○はやお分科会長

はい。それでは、建築事務費について終了いたします。

休憩します。
午後２時４０分休憩
午後２時５１分再開
○はやお分科会長

それでは、再開いたします。

続きまして、５の住宅建設費、２１０ページから２１１ページのところに入ります。
執行機関からの説明がありましたら受けます。
○加藤住宅課長

住宅建設費でございます。今回、（仮称）区立麹町仮住宅の整備という

ことで、予算概要につきましては、１４３ページのほうに掲載のほうをさせていただいて
おります。
令和２年８月末をもって竣工するというところでございますので、最終年度ということ
になりまして、今まで（１）、（２）、（３）、工事費、また監理委託料、事務費のほう
を計上させていただいておりましたが、新たに新規事業ということで、初度調弁費のほう
を計上させていただいております。こちらは、集会室の備品関係、机や椅子といったもの
等々を、計上のほうをさせていただくということでございます。
それと、もう一つ、項目２、（仮称）四番町公共施設整備ということで、予算概要につ
きましては、ちょっと戻る形で、４４ページになります。はい。予算概要の４４ページに
なります。子ども部の部分になりますので、４４ページのほうになりますが、（仮称）四
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番町公共施設整備というところで、トータルの金額が３億６,１３０という形での計上と
なります。こちらのほうの予算のちょっと下のところに、米印で記載がございますが、地
域振興部、環境まちづくり部、政策経営部、子ども部の分も、四つの部、またがった経費
が３億６,１３０万円という形になります。
住宅課の部分としますと、こちらが予算書のほうの２１１ページになります。こちらの
ほう、面積案分で、床面積の割合で、こちらの住宅建設費のほうに計上させていただいて
いるのが、１億１,３３４万４,０００円ということになります。住宅課の持ち分とします
と、３２.２％分の金額を計上させていただいております。
説明は以上です。
○はやお分科会長

はい。ありがとうございます。

それでは、質疑に入ります。（発言する者あり）今度は近づければよかったね。
小枝委員。
○小枝委員

すみません。細かいことから入りますね。

麹町仮住宅の整備のほうなんですけれども、今、住宅の方々の意向調査ということで、
寄り添って丁寧に、暮らしの、何ていうか、安全を損なわないというレベルで、いろいろ
準備しているというふうにかねがね説明しているわけですけれども、その備えとなる住宅
は、ほかにどんなものが準備をされているのか。ちょっと数字的なところを含めて、ここ
に建てられるものが何件、それから、ほかの高齢者住宅が何件というようなところをちょ
っとご説明いただけますか。
○加藤住宅課長

それでは、予算概要のほうを、すみません、先ほどの１４３ページのほ

うをごらんいただければと思います。
こちらの麹町仮住宅のほうに建設する住宅でございますが、こちらの施設規模のほうを
ごらんいただければと思います。施設規模のほう、約３,５００平米となりまして、地上
１２階、地下１階となります。戸数については５３戸で整備のほうを進めているところで
す。この５３戸の内訳ですが、１ＤＫが１１戸、２ＤＫが３７戸、３ＬＤＫが４戸という
内訳になってございます。これを８月末までに竣工するという予定になってございます。
○小枝委員

私が伺ったのは、ここの内訳もそうですが、ここでは介護や通院の関係、そ

の他、無理だよという方もいらっしゃるわけですよね。高齢者住宅であるとか区営住宅と
いうのはどのくらいストックをされているんですか。
○加藤住宅課長

あきの戸数、要はここ以外のあきの戸数といったところでございますよ

ね。ちょっとそれについては、すみません、これから個別でさまざまのちょっと相談に応
じさせていただくというところで、当然、そこについては把握はしているところでござい
ますが、ちょっとなかなか言いづらい部分もございますので、ちょっとそれについてはち
ょっと控えさせていただければと思います。
○小枝委員

希望のことを聞いているのではなくて、受け皿として、この日が行政側の思

いとしては来るのがわかっているわけですから、それに対して、だったら今すごく倍率も
高いような状態で、１戸、２戸と募集が出ているわけですけれども、見ているところ、全
然その募集をとめているようでもない。あけば応募して入居している状態ですし、じゃあ、
例えば民間借り上げで近隣の幾つかを確保しているので、それもできるよとか、そういう
のがなかったら、口で幾ら寄り添うと言っても、全くそういう条件を行政のほうでつくり
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込んでいるというふうにならないんじゃないかという疑問を持ちながら、どういうことが
できているんですかと聞いているんです。
○はやお分科会長

はい。休憩します。
午後２時５９分休憩
午後３時０３分再開

○はやお分科会長

では、再開いたします。

住宅課長。
○加藤住宅課長

具体な空き住戸等々の対応をしているというところについては、ちょっ

と申しわけないんですが、こちらについては答弁ができかねる部分でございます。
どういう形で寄り添っていくかといったところにつきまして、今までも、繰り返しにな
りますが答弁させていただいている中としますと、我々のほうで持っている公的住宅のス
トックのほうの活用といったところについては、これは間違いなく持ってはいますので、
こちらについての活用、また、それ以外につきましては、引っ越し時につきまして、じゃ
あ、今、居住者の方々からいろいろ言われているところについては、介護用具等々の、新
しい住宅のほうに移った場合に、それの取り外しと、またつけかえといった部分をどうす
るかというところについても、これも施設経営課のほうのご協力をいただきながら、つけ
かえの作業のほうをやっていきたいと。
それから、もう一つは移転料のほうでございますが、ちょっと来週火曜日の常任委員会
のほうで、また移転条件のほうのお知らせについては資料のほうでお出しさせていただき
たいと思っておりますが、そちらについて、移転料につきましても、当初予定していた額
よりも少々高い額で、移転補償料のほうを皆様のほうにお支払いのほうをさせていただき
たいと思っております。
そういう形で、さまざまご意向を捉えながら、丁寧に対応させていただきたいと思って
おります。
以上です。（発言する者あり）
○はやお分科会長
○小枝委員

小枝委員。

住民の方や傍聴されている方からも言われることなんですけれども、かなり

高齢の方々の移転ということを考えると、それは、もう介護をしている人だったらばわか
ると皆さんおっしゃるんですけれども、激しく生活環境を変えるということは、病院やい
ろいろな生活習慣やなんかもみんな変わってしまうということになるので、そこに寄り添
う条件を、もう今の段階で行政は万全に整えてなくちゃいけないというところなんですね。
これ以上のやりとりはここではできないということですので、そこは詰めませんが、果た
してできているのかできていないのかということに関しては、今後の意向調査の結果や、
その個別事項との突き合わせをしていけば、これはわかることですので、その点について
は、やっているということでよろしいんですね。
○加藤住宅課長

そのように努めさせていただきたいと思いますし、また、今後さまざま

発生する状況の変化にも応じて、ご相談に応じながら、またさらに対応方法を、丁寧に対
応のほうを進めていきたいと思います。
○はやお分科会長
○木村委員

木村委員。

本当に丁寧に対応していただきたいと思うんですよ。区営住宅の居住者の皆
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さんの中では一定の合意ができていると思うんですね。ただ、アパートのほうに居住者の
皆さんの中に、やはり今回の建てかえについて納得いかないという方が一定数おられる。
私はもっともだと思っています。それで、ただ、一方で建てかえを進める計画がある。し
かし、アパートのほうは任意建てかえ事業になる。で、明け渡し義務を課すことができな
い。それを実施要綱で明け渡しの義務を課すということ、これはもうできないですよね。
ちょっとその辺だけ確認したいんですけど。
○加藤住宅課長

要綱上、要綱も、すみません、資料として今度お出しできればとは思い

ますが、要綱上、確かに明け渡すこと、使用許可の取り消しをして明け渡しをしていただ
くというふうに要綱上なってございます。要綱上、確かに使用の許可自体がまず条例で決
まっているというところがございます。それを要綱がどうしてどうなのかというご指摘な
のかなというふうに思いますが、要綱を受けて、使用許可の取り消しと明け渡しの請求に
ついて、条例上、条例の３８条の中で明け渡し請求という項目がございます。そちらの規
定を用いて、最終的には使用許可の取り消しと明け渡し請求のほうをさせていただきたい
というふうに考えてございます。
○木村委員

そうしますと、条例の明け渡し規定というのは、いわゆる不正入居だとか家

賃の滞納だとか、同じ住宅の隣近所の方に迷惑をかけているだとか、そういった規定だと
思うんだけれども、その規定のどこを使うんですか。その他区長が特別に認める者。
○加藤住宅課長

今回の規定の何号を使うかといったところでございますが、第１０号の

ほうを使わせていただこうと思っております。区長が、区営住宅の管理上必要があるとき
は、あると認めるときというふうにございますので、その管理上必要があるというふうに
勘案してございます。
○木村委員

新たな論点を、いや、そこに来るかなと思っていましたけどね。出てきまし

た。（発言する者あり）
それで、実はこの任意建てかえについては、地方自治体から法定建てかえの要件の緩和
を求める要望というのは、これはもう毎年のように国のほうになされているんです。例え
ば任意建てかえといった場合に、要件というのはその築年数だけじゃないわけですよ。現
地建てかえであったり、建てかえる場合には従前戸数以上の戸数でなければならない。た
だ、人口が減っている自治体では、これが非常にネックになっていると。例えば二つの老
朽化した公営住宅を、もうニーズがなくて空き家ばっかりなので集約したいと。これは現
地建てかえに違反するからということで、法定建てかえとならない。これを何とか緩和し
てほしいという要望、やっぱり人口過疎で苦しむ自治体からそういう要望が出るわけです
よ。
これについて、例えば任意建てかえでは法に基づく明け渡し請求を行うことができない
と。全入居者の移転には長期にわたる交渉が必要になると。計画的な集約化という再編整
備がスムーズに進まないと。だから緩和してほしい。
これに対して国交省は何と言っているかというと、こう言っているんですよ。民事裁判
に訴えることもせずに、入居者を強制的に新たな場所に移住させることを可能とする制度
改正を行えば、行政の都合だけで、現入居者のこれまでの住居に居住したいとする権利を
容易に侵害することが可能となってしまうと。つまり公営住宅法の３９条から４３条まで
の規定という法定建てかえ要件の規定は、入居者保護の規定なんだと。これが国交省の見
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解なんですよ。
つまり任意建てかえで、この詳細に任意建てかえの要件を法律で明記しているのは、入
居者のいわゆる居住権、住み続けたいという入居者の権利を守るためなんだと。行政側の
一方的な都合による侵害を許さないためなんだというこの国交省の見解というのは、重要
だと思うんですよ。
それを、実施要綱が通用しないとなったら明け渡し、明け渡しというのは、もう本当に
家賃を滞納したりとか隣近所に迷惑をかけるだとか不正に入っていたとか、そういう人に
対して規定した条文なわけですよ。いわゆる公正性を担保するための条文なわけですよ。
それを居住者のいわゆる住み続けたいという権利を抑えるための条文として使っていいは
ずはないじゃありませんか。公営住宅条例のその規定を。やっぱりそれも、その規定を使
って明け渡し請求をするというやり方は、私はやめるべきだと思いますけど、いかがでし
ょう。
○加藤住宅課長

そうした国への各地方自治体からの要請があるといったところは、私の

ほうも認識はしてございます。今回の件とどういうふうに違うのかといったところ、我々、
確かに行政の都合によって今回の建てかえをするといったところはあろうかとは思います
が、我々とすると、もうたびたび何度もご答弁させていただいているところではございま
すが、借地借家法上の正当な事由に該当するという形で考えてございます。
特に、何度もご指摘いただいているとおり、四番町アパートについては築３４年と、ま
さしく今月で築３４年を迎えているといったところ。あと１年で法定建てかえの基準を満
たすというふうに考えれば、その要件自体、その３５年というところの要件自体、一体、
確かにそれが要件であるといったところは十分理解をしますが、じゃあ、その１年が違う
といったところで一体どうなのかといったところは当然ございますし、また施設自体もバ
リアフリー、セキュリティー、プライバシーといったところの保護が守られていないとい
ったところを勘案しますと、やはり建てかえでいくといったところにつきまして、これに
ついてはご理解を求めていきたいというふうに思ってございます。
○木村委員

それについては、正当事由がどれだけ有効か、無効なのか。オーナーと区と

居住者の方の利益を量って、最終的に裁判所が判断するということなわけですよ。これは、
アパートの居住者の方を介護されている方からきのうちょっとメールが来て、その居住者
はことしになって１日も外出できないでいると。体が弱っちゃって。本当にこれで引っ越
しできるのかと。そういう心配をされているメールでした。
ですから、やはり本当に居住者に寄り添うということでしたら、そういう一世帯一世帯
ごとの事情を考慮するのであるならば、きちんと国交省の本来の趣旨を踏まえた、やはり
そういう対応をすべきじゃないかと。
行政の都合かどうかというのは、予算委員会で小枝議員がいろいろやると思うので、こ
こではこのぐらいにしておきますので。いずれにしてもいわゆる条例解釈の乱用はしない
ということで、強く求めておきたいと思います。
以上です。
○はやお分科会長

ここのところについては、別のところの議案審査のところでも話があ

って、この法定建てかえ並びにこの任意建てかえの考え方を整理して、そしてやっていく
と。ちょっと整理については正副で、別の組織体での確認になっていますから、ちょっと
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それを早急につくっていただいて。
ただ、今言えることというと、これは別に否定ではないんだけど、法定建てかえという
流れに相当するぐらい、任意建てかえの中でそのお住まいの方が移動していただいてまた
戻れると。でも、やはりそのところについては、法定建てかえに充当するぐらいのものを
やっていくんだよね。でも、やはり個人の考え方があるから、そこのところについては十
分な、移転に対しては対応してくと。
だから、この辺のところを、そこまで踏み切ったというところは、総合的に、今までは
別々の建てかえだったのを一括建てかえにし、１棟建てかえにした。そこの合理的な利便
性だとか経済性だとか、さらに区民のために寄与するんだというところをやっぱり考えた、
執行機関で考えたこともちゃんと添えて、ここに至ったことを説明してもらうことがやっ
ぱり一番大切なことだと思う。
やっぱり今言っているのは、長寿命化のところでは、アパートのところは建てかえるべ
きではないという考え方もあるかもしれないけど、それを乗り越えて執行機関が整理した
ことを、やはり区民にわかるようにここのところは説明していかなくちゃいけないし、そ
こが違うということであれば、大変な話になっている。ちょっとそこについては一応この
前の常任委員会での指摘、指示してありますので、その資料を早急につくっていただけれ
ばと。
ほかに。
○小枝委員

すみません。こちらの麹町仮住宅の件については、別の大きな委員会のほう

での資料要求もしておりますが、それに至らないレベルの小さい、小さいというか細かい
ことは、ここで確認をさせていただきたい部分があるんですけども、いいですか。
○はやお分科会長
○小枝委員

どうぞ。質問を妨げませんよ。（発言する者あり）

平成３０年１０月４日に政経部のほうから出された、麹町仮住宅新築時の東

京メトロ永田町駅への連絡通路設置に伴う工事延期についてという資料があって、私はず
っと保存版でノートに張りつけているんですけど、議会が麹町仮住宅を議決したときには、
それが平成２９年１２月１２日なんですけれども、２カ月ぐらい前から、２カ月じゃない
かな、メトロとの話をもうスタートしていたというようなことがありました。
それで、私はそれについてはしつこく、１２月１１日に特別委員会があって、１２月１
２日に本会議議決があって、翌日、工事契約みたいな形で、ばたばたっとなったんですけ
れども、何でその段階で、こういう必ず次の追加工事があるということについて、ちゃん
と説明しなかったのかということを言ってきたわけなんですけれども、今回も同じ意味で、
議案の審査と別にしなきゃいけないので、切り離せと言われているわけなんですけれども、
現在どこまで話が東京メトロとの関係ででき上がっているのかというところについては、
粗々ご説明をここでしておいてもらいたいなというふうに思います。
○はやお分科会長

整理できているのかな。ここのところについては、この前の常任のと

きには、あえて整理としてと、皆さんの合意、どこまで合意したかはあれなんですけれど
も、ここについては、東京メトロの交渉経緯というのは、ちょっと議案とはちょっと別に
しながら、明らかにする必要はあると。それは例えば予特の場だとか、そういうところで
明らかにしたほうがいいのではないかというところで、一応課題としての整理をしていま
す。
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そこで、この辺のところについては、結果的には資料要求が予特の全体の会議のところ
で出ていまして、そこで資料要求が出ているんだけれども、今あのところについての、こ
の仮住宅とメトロの案件については、いつ、どこで、どんなことが、という話についての
整理は、総括までで整理するということでいいのかどうか。今、そこがきょう整理されて
いればということなんだけど、されていなきゃ議論が共通認識でできないから、全体でと
いうことになるんだけど。そこのところだけ確認すれば、ちょっと資料がない中でやると、
言った、言わないにまたなるので、きょうのところは、ここの案件については総括でやる
ということになると。ちょっと、そこだけ確認。
○加藤住宅課長

現在、精査のほうを努めております。ただ、じゃあ、本当に完成したの

かと言われると、ちょっとまだ確認したい事項がございますので、申しわけございません。
きょうの段階ではちょっとお示しすることはちょっと難しいので、また総括の場でという
形でお願いできればとは思います。
○はやお分科会長

よろしいですかね。非常に重要なことだとは思いますけれども、今後

のことになります。それだけど、当初予算のところ、これ、令和２年のところの、まだ連
絡通路のところの予算というのは入っているわけでもないし、これからの検討事項だもん
ね。はい。だから、でも今後の発展としては重要で、当然のごとく、５億だったか６億だ
ったか、仮住宅のところの地下のところが、実際のところはもう工事を当初予算でやって
いることだから、ここについての継続性とか拡張性としては議論してはあるけれども、当
初予算と関係なくても、予算ですからね、全体の今後のこととして、総括で十分に丁寧に
やっていくということで、そこの件はよろしいですかね、まず。
小枝委員。
○小枝委員

仕切りとしてはそういうことで結構なんですけれども、お忘れでなければ、

前任の部長のとき、環まち部長のときに、この案件がこういうテーブルにのったときにお
っしゃっていたのは、もう東京メトロさんというのは、一時期と違ってかなり、何という
か、バリアフリーに関しては前のめりでしっかりとやっていこうということで、かなりの
部分を持つだろうということを部長さんがおっしゃったんですよね。どういう表現だった
かは、議事録を予特までには引っ張っておきますけれども、確かにＰＭＯでしたか何でし
たか、いろいろなところに３点セットで、すばらしいそういうバリアフリー、地下鉄出入
り口ができていて、そのほとんどが、かなりの部分、東京メトロさんのほうが積極的に前
向きに整備されたというようなこともあったので、割と多くの議員は、私みたいに疑い深
くない多くの議員は、そうなのかなというふうにお思いになったということがあるので、
非常に環境まちづくり部の答弁も物すごく大幅にぶれているんですよ。そのぶれ方は何な
のかというところもありますし、そこのところもしっかり、代がわりをしても、前任がお
っしゃったことというのもしっかりと読んだ上で、そこはもう誠実に謙虚に答弁する準備
をしておいていただきたいというふうに思います。
○はやお分科会長

今、小枝委員のほうから、当然のごとく組織は継続性だから、当然、

組織で答えたことについてのやっぱりきちっと責任を持って、どういうように意思決定過
程が、また変更になると、修正になったり変更になるのは当たり前なんだよ。だから、そ
こがこういう理由でこうなったということをきちっと説明をして、議会にわかるように、
そういうように説明していただく準備をしてくれということだから、それはいいですね。
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はい。ほかに。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○はやお分科会長

いいですか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕

○はやお分科会長

はい。じゃあ、いろいろさまざま議案のこともありましたし、総括の

資料要求もありますので、またその場をおかりして質疑をしていくということで、今回、
分科会につきましては、住宅建設費については、ほかによろしいですね。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
○はやお分科会長

はい。終了いたします。それでは、この住宅建設費については終了い

たします。
続きまして、道路公園費に入らせていただきます。道路公園費の１、道路橋梁総務費に
ついて、執行機関の説明があれば、求めます。
○谷田部道路公園課長

それでは、予算書の２１２ページ、２１３ページ、１番の道路橋

梁総務費の４番、路面下空洞調査、これについてご説明をさせていただきたいと思います。
予算案の概要が１５０ページでございます。（発言する者あり）
ここに「新規」とございますが、平成２８年から３年かけまして、区道の幅員が１１メ
ーター以上の通りにつきまして、３年間かけてこの空洞調査を実施してまいりました。１
１メーター以上の通りについては一定の調査を終えて、空洞が見つかったものについては
補修して、この空洞をなくしているという状況でございます。
今回これを新規で挙げておりますのは、さらに道路の幅員が６メーターからこの１１メ
ーター未満の路線、これを対象としまして、改めて前回やっていなかった場所についての
空洞調査でございます。
中身につきましては、道路幅員が６メーター以上１１メーター未満の路線の延長につき
ましては、約５０キロございます。２カ年かけてこの５０キロの総延長を、レーダー探索
機を使って空洞調査を実施していく予定でございます。令和２年度、来年度につきまして
は、このうちの２０キロの部分について予算計上をしているところでございます。
ご説明は以上でございます。
○はやお分科会長

はい。ありがとうございます。

それでは、質疑、質問を受けます。
○米田委員

路面下空洞調査を聞きたいんですけど、まあいいです。（発言する者あり）

１番の道路台帳整備、この部分についてちょっと聞きたいんですけど、ここの簡単な内
訳をちょっと教えていただきたい。
○山下環境まちづくり総務課長

こちらのほうは道路の台帳整備の委託料になります。毎

年、道路境界標管理台帳の補正をデータ化したものを毎年更新していくものです。予算が
令和元年度より令和２年度は多くなっているんですけども、実施する場所がふえておりま
して、その分の委託料の増となってございます。
○米田委員

これ、だから道路の下の配管とか、そういった道路の台帳ということでよか

ったんでしょうか。違うところでしたっけ。
○山下環境まちづくり総務課長

道路を補修とかをしたときに、道路の位置とかが変わっ

たものを整備をして、データを修正していくというものになります。道路の状況というの
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は工事とか開発の状況によって変化してきますので、それをデータ上正確なものに修正し
ていくというものでございます。
○米田委員

ちょっと僕が間違っていたかもわからないんですけど、この道路の下のこの

配管とかそういうやつの整備台帳、これはまた別のところですか。
○はやお分科会長

はい。休憩します。
午後３時２９分休憩
午後３時３０分再開

○はやお分科会長

再開いたします。

答弁をお願いいたします。
○山下環境まちづくり総務課長

こちらの台帳整備については、占用物件の台帳の整理の

部分ではございません。
○はやお分科会長
○米田委員

はい。いいですか。

はい。

○はやお分科会長

はい。ほかにございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○はやお分科会長

はい。それでは、この事業のほかに、ただいまの道路橋梁総務費につ

いて、いいですか。終了させていただきますが。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
○はやお分科会長

はい。じゃあ、ここの橋梁総務費については終了いたします。

続きまして、道路維持費について入ります。執行機関から説明はありますか。
○谷田部道路公園課長
○はやお分科会長

特にございません。

はい。

それでは、委員のほうから質疑、質問を受けます。
○岩田委員

街路灯のところで、代官町通り、新しく今整備されて、街灯が非常に明るく

て、いるんですけども、夜って、でも、あそこって走る人ぐらいで、そんなに歩いている
人も余りいないんですが、すごい明るいですよね。でも一方、番町のほうの裏のほうの通
りとかは結構暗かったりするんですけども、今、街灯をつけていないところって、どれぐ
らいあるんでしょう。
○谷田部道路公園課長

以前、東日本の大震災のときの影響で、省エネのためにちょっと

少し間引いたという経緯がございますが、今はもう完全に全部点灯しているという状況で
ございます。
○岩田委員

じゃあ、その一つ一つの街灯の、何というんですかね、ワット数というのか、

その明るさが暗いんでしょうか。何かすごく暗いというのを最近区民の方からよく聞いて、
何かちょっと怖いよねなんていうようなお話があるんですけど。
○谷田部道路公園課長

今、街路灯のＬＥＤ化も含めて工事のほうを進めているところで

ございますが、個別に、もしもそういうところがあるというものがございましたらば、言
っていただければ、照度をちょっともう一回確認をし、果たして灯具を変えてそれで明る
くなるのか、それとも具体的に街路灯の数が少ないがために暗いのか、そこは一回調査さ
せていただいて、それなりの対応ができるかと思います。
○岩田委員

なるほど。じゃあ、３.１１前に比べて暗くなっているとか、そういうこと
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ではなく、前の状態に戻った感じということなんでしょうか。
○谷田部道路公園課長

今、街路灯をそのために消しているというところはございません

ので、以前に戻っているという状況でございます。
○岩田委員

わかりました。

○はやお分科会長

いいですか。

ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○はやお分科会長

なし。それでは、道路維持費について終了いたします。

続きまして、道路新設改良費に入ります。執行機関からの説明はございますか。
○須貝基盤整備計画担当課長

予算書２１２ページから２１５ページの３目の道路新設改

良費についてでございます。
１枚おめくりいただいて、２１５ページの３番、自転車通行環境整備でございます。自
転車道の整備は、本年度に神田警察通りにおきまして、沿道協議会や地域へのアンケート
調査によって広く意見聴取を行いましたので、令和２年度はそれを踏まえ、２期区間の設
計及び工事を実施いたします。また、自転車ナビマーク、ナビラインなど、自転車誘導の
ための路面標示工事も適宜行ってまいります。そのため１億６,９００万円の増というこ
とになってございます。
説明は以上でございます。
○はやお分科会長

はい。ありがとうございます。

それでは、質疑を受けます。いいですか。
○木村委員

３の（１）の自転車道の整備で、沿道協議会でアンケートを実施されたと。

それで、それを踏まえて設計工事費を計上したという話でした。これ、アンケートという
のは大体どのくらい回収、戻ってきたんでしょうか。何枚ぐらい、何部ぐらい配って、ど
の程度回収されたのか。
○須貝基盤整備計画担当課長

まずアンケートの実施は、協議会が行ったものではなくて、

所管課が行ったものでございます。配布枚数は神田警察通りの南北に４,７０４枚配布い
たしました。回答数は６８０で、回答率は１４.５となっております。ただ、このアンケ
ートにつきましては、企画総務委員会のほうで実施する旨等を今までご報告してきました
ので、その結果につきましては企画総務委員会のほうで報告しようとは思っております。
○木村委員

ああ、なるほど。委員会独立で……

○はやお分科会長

いいですか。いい……

○小枝委員

ごめんなさい。関連でいいですか。

○木村委員

ちょっと、陳情があるんだっけ。まあ、いいや。じゃあ……

○はやお分科会長

はい。

それでは、小枝委員。
○小枝委員

すみません。そのアンケートのとり方については、報告の時点で間に合うと

いうか議論することになるんでしょうが、非常に不思議な、正直、普通なら、住民ですか、
地権者ですか、在勤ですかといって、ほかの千代田区のアンケートはみんな書くところが
あるのに、全く書くところがなくて、本当に不思議な、誰がつくったんだろう、このアン
ケート、と思うような内容でした。
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でも、ここで聞きたいのは２点なんですけれども、会議体が、どんどんいろいろなこと
があって、行政も所管が違うと、同じ通りでも明大通りであるとか、あるいは公園でも東
郷公園であるとか、あるいは錦華公園であるとか、どんどんボトムアップ型で、しかも女
性もしっかりと入って、中には障害者も入ってというような形での、専門家も入って議論
が多角的に行われる、成熟したというような形が行われてきているんですけれども、ここ
はもう、何でなんでしょう。かたくなに、絶対にもう男性の町会長との会議という固め方
を、いや、もちろんどちらかを、どちらもリスペクトしなきゃいけないと思うんですけれ
ども、なぜこういう偏りというか、をそのままにしたまま会議を進めていこうとするのか
というのは、非常に不思議でならないんです。
ほかの本当に部課長さんにも聞いていただきたいんですけれども、やっぱりボトムアッ
プで議論する会議のほうが、ずっと、ある意味楽しいし、希望が持てるし、広がった、そ
の場で打ち消しのいろんな調整型の議論ができると思うんですね。大変なこともあるけど。
なぜ××課長のところだけは、かたくなに、（発言する者あり）こういう態度を貫くので
しょうか。
○はやお分科会長
○小枝委員

名前。ちょっと、ピーだな。

あ、名前は、じゃあ削除でお願いします。（発言する者あり）

○須貝基盤整備計画担当課長

この神田警察通りの協議会は、これまでに１６回という長

く重ねてきたという歴史もございます。それから専門家も加えまして、その中で街路樹、
この神田警察通りにふさわしい街路樹、街路樹のあり方というものについても、いろいろ
とご講義いただいております。あとは公園と道路というところで、ここの神田警察通りは
１.４キロという非常に長いスパンでの、何というんでしょうかね、延長になっておりま
すので、個別な公園のような、あとは道路というのは、なかなかいろんなアイデアとかを
加えられない、道路法ですとか道路交通法の中で厳しい規制の中でつくられていくもので
すので、なかなかご意見というところは、アイデアというところは取り入れられないとい
うところがございます。
○はやお分科会長
○小枝委員

小枝委員。

今これまでの経緯・経過があるので、もちろん急に課長の代になってそうい

うものにしたわけではないというのもよく理解しますが、何とかみんなの知恵を出し合っ
て、樹木の専門家であるとか、それから女性たちであるとか、そういった人たちの多様な
意見を吸収しながら進んでいかないと、一番最初に、ここの環境まちづくり部の予算の冒
頭のところで、居心地のよいとか住み心地のよいとかというフレーズが最初にあったんで
すけれども、それって誰が感じるものかといったら、住んでいる人なんですよね。その住
んでいる人の、食材を買い物に行ったり、近所に少しお裾分けしたりという人たちの感覚
や、子どもの手をつないで歩いている人たちの感覚をもっと取り入れていかないと、その
居心地のよさの実現につながらない。そこは、だから、会議のあり方について、もう一工
夫をできないかということが、前向きの答弁はいただけないでしょうか。終えたいので。
○須貝基盤整備計画担当課長

まさにそのために、居心地のよさ等、住んでいる方のご意

見をいただくために、新たな試みとしてアンケート調査を沿道の方に行ったということで
ございます。
○小枝委員

そこはまた委員会の中でやらせていただきたいと思います。
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もう一点、ここ、すごくあれなのは、神田駅を境に、神田警察通りの向こう側に、あ、
神田平成通りですよね。こう続いているのだから、どうしてここを続けていかないのか。
一緒に、要するに道ってつながっているわけだから、こっちが終わらないと、あっちへ行
かないという話じゃなくて、やっぱり一緒に話したほうがいいんじゃないか。
それと、これはもう今ここで全部答えなくてもいいですから、区道の名前が、何で神田
警察通りと神田平成通りと変えなきゃいけないのかというのも謎中の謎で、同じ区道なん
だから、同じ名前で靖国通りまで行っちゃえばいいんじゃないというのと。すごく道路と
いうのは何でそうなっているのか不思議なことが多過ぎて、住民感覚から遠過ぎて、それ
で変えていくともっと遠くなっちゃうという悪循環を、何とかしてほしいと思うんですけ
ど。端的に言うと、名前を同じにするとか、それから工事の連なりだって、自転車道なん
て、ナビラインでぴっぴっぴっと線を引いていれば、みんな自転車道になるんだから、さ
っさと早くやればいいじゃないと思うんですよ。それも早くやってもらいたいし。木にこ
だわってこけてばっかりって（発言する者あり）、何だろうという、そんな気持ちがあり
ます。
○須貝基盤整備計画担当課長

まず、道路の名前というのは、道路通称名ということで、

これは地元の方からこういう名前をつけてほしいということで、ついたものでございます。
○小枝委員

うそだ。ほんと。

○須貝基盤整備計画担当課長

あとその先の神田平成通りも、一本だからということでお

話がありますけど、それはまた、それを言うと物すごい長くなってしまうので……
○小枝委員

長くない。全然長くないよ。

○須貝基盤整備計画担当課長

それは、また一つずつ進んでいかなければいけないという

ことでございます。（発言する者あり）
あと、木でつまずくというお話がありましたけど、まさに木でつまずく歩道になってお
りますので、（発言する者多数あり）それを道路管理者として何とか直していかないと、
というのは、地元の方からも言われておりますので、よろしくお願いいたします。
○小枝委員

……もう、いいです。（「地域からの要望があった話なんでしょう」と呼ぶ

者あり）いいです。
○はやお分科会長

いいですか。（発言する者あり）いやいや、だって、もう終わりだっ

て。（発言する者あり）
ほかにありませんか。（発言する者あり）
休憩します。
午後３時４５分休憩
午後３時４６分再開
○はやお分科会長

それでは再開いたします。

この道路新設改良費、ほかの事業について、質疑はありますでしょうか。いいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○はやお分科会長

はい。それでは、道路新設改良費につきまして終了いたします。

続きまして、受託事業費に入ります。執行機関からの説明はございますか。
○谷田部道路公園課長
○はやお分科会長

特にございません。

はい。それでは委員のほうからの質疑を受けます。
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○はやお分科会長

はい。それでは、受託事業費について終了いたします。

続きまして、５の私道整備費に移ります。執行機関からの説明はありますか。
○谷田部道路公園課長
○はやお分科会長

特にございません。

はい。特にない、と。

それでは、委員のほうからの質疑を受けます。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○はやお分科会長

はい。それでは、５の私道整備費について終了いたします。

続きまして、６の公園維持費に入ります。執行機関からの説明はありますか。
○谷田部道路公園課長
○はやお分科会長
○林委員

特にございません。

はい。それでは、委員のほうからの質疑を受けます。

３番の公園・児童遊園の整備についてです。

まず全般的に聞くと、事務事業概要で、先ほどもちょっと、ちよくるのところで確認を
とった、何ページだっけかな、１３４ページから１３５ページに、都市公園と児童公園と
いうのが一覧表で面積通じてあります。このうち、要はサイクルポートのような形で、公
園として使えないというのは、どれぐらいの平米数で何％ぐらいあるのか、お答えくださ
い。（発言する者あり）
○はやお分科会長

答えられますか。

休憩します。
午後３時４８分休憩
午後３時５０分再開
○はやお分科会長

それでは、再開いたします。

答弁を求めます。
○谷田部道路公園課長

公園のそれぞれのポート数をちょっと調べて、それで面積を出す

ような形になろうかと思うので、ちょっとお時間をいただきたいと思います。
○はやお分科会長

はい。

次に。林委員。
○林委員

わかりました。要は子どもたちや公園利用者が、実際問題、暫定とはいえ、使

えない部分がどれぐらいなのかというのをちょっと把握させていただきたい。後ほど結構
です。
もう一点が、委員会審査、ちょっと別のところで。公園ですけどね。それはお願いいた
します。委員会審査の独立で、企画総務委員会のほうには出たんですが、東郷公園、（３）
のところですね。事務事業概要でいきますと１２２ページ、１２３ページ、予算の概要で
いくと１５７ページが関連するんですが、企画総務委員会のほうには工事を再開していく
よという形だったんですが、全体スケジュールで、土壌処理のスケジュール、要は土をど
のような形で入れかえて鉛の含有率を減らしていくのかというのを、具体的に説明を願え
ますか。今年度対応のものと来年度対応のものも含めて。
○谷田部道路公園課長

これ、東郷公園につきましては、環境局と今、最終的な調整を行

っているところでございますが、それで承諾をいただいた上で工事を再開しようというふ
うに考えてございます。
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来年度は下段の部分、これを１年間かけて、土壌の処理と、それから公園の完成形、こ
れも含めて工事をする予定でございます。令和３年度につきましては、中段と上段の残り
の部分、これを土壌の処理と、それから公園の整備をあわせてやっていくということで、
トータルで２年間を今考えているところでございます。
○林委員

それは企画総務委員会に資料提供もありましたので。要は具体的に下段部分を

今年、３月、今月中から４月に向けてやっていきますよという形なんですが、どれぐらい
土の処理、鉛という危険物質が出てきたので、これを、土をどこかに持っていって、きれ
いな土とまぜて戻してくるのかとか、あるいは土を除染というのか、やっていくのか。ど
のような形で、どういうふうに、近隣の方が目に見えて、ああ土壌処理をしているんだな
と、鉛の基準値を超えていたのがきれいになっているんだなと、実感を持ってわかるよう
にするには、きれいな説明と具体的な工事の内容、そして期間が必要だと思うんですよね。
それを説明してください。
○谷田部道路公園課長

この土壌処理につきまして、今考えているのは、当然、鉛が出た

部分については、場外に搬出することを考えてございます。処分先の処理場のところに持
っていって、そこで引き取ってもらうような形になります。で、新たにそこに入ってくる
土については、何だろう、鉛が入っていない、きちんとしたきれいな土を盛ってくるとい
うような、そういう計画で進めているところでございます。
まだちょっと具体的に細かい工程までは、いつまで土壌をやってとかという細かい工程
までは、ちょっと今明らかにはなってございませんが、トータルで１年というふうに見て
いるところでございます。
○林委員

わかりました。一つが、じゃあ、今、鉛のある土を、当然、千代田区外という

か、どこかのところに持っていって、処理の工場がどれぐらいあるのかわかりませんけど、
それをちょっと想定しているのは、どこを想定しているのかというのを答えていただきた
いのと、もう一つが土を運んでくる。これ、以前３.１１のときも、いろいろ保育所に運
んできた砂の中にガラスが入っていたとかありましたので、どういう安全なところから土
を運んでくるのかというのと、あわせて、僕も余り詳しくないんですが、生物何とか性と
か、余り土そのものを入れかえて、生物体系にも特にそんな関係ない北国のほうから持っ
てきたり南の国から持ってきたりすると、特にそういった影響はないものなのか。含有量
については、鉛等々はチェックはできるんでしょうけども、生物体系に特に問題のない形
でなっているのか。その辺はどのような形で検討されているのかお答えください。
○谷田部道路公園課長

今現在、搬出先については２カ所押さえてございます。１カ所は

横浜市にあります処理センターでございます。もう１カ所は江東区の会社でございます。
当然ながら、新しく入れる土については、東京都環境局の指導のもとで、きちっとした
きれいな土を持ってくるということで、それはちゃんと検査機関を通った土を持ってくる
ということで、埋め戻すというようなことを考えてございます。
○林委員

わかりました。今ある、当面、令和２年度の下段部、下の広いところの土は、

横浜市と江東区のほうに、何センチになるのかわからないですけど、持っていくと。
で、確認するのが、それがトラック何台分ぐらいを想定されているのか。持っていける
距離じゃないので、それが一つ。
もう一つが、新たな土で、東京都の指導によるんですけど、都内の土なのか。どういう
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ところを、かなりのトラックで運んだ分、当然、同じ分だけトラックで運んでくると。で、
土を入れるというと、近隣の方にも当然かなりのご負担というか、時間帯も含めて、土を
入れるという形になってくると、大規模な改修工事になると思うので、そこは新年度予算
でどのように想定されているのか、お答えください。
○谷田部道路公園課長

ちょっと細かいところまでお答えできるかどうかなんですが、下

段の部分の、今、土量の総数が、搬出する土の量でございますが、１,３８７立米でござ
います。これって、１０トントラックだと何台分になるのか、ちょっとここ、今、資料を
持ち合わせてございませんが。
○林委員

何トンぐらい。

○谷田部道路公園課長
○林委員

算数、弱いので。（発言する者あり）立米でわかる人……。（発言する者あり）

○谷田部道路公園課長
○林委員

５.５で割ると、ちょっと……
１０トントラックで言うと、２５２台分になります。

２５２台ね。１０トントラック。

○谷田部道路公園課長

はい。あと、新しい土をどこから持ってくるかについては、まだ

ちょっと今の段階では決定しているところはございません。
○林委員

ちょっと本当は常任委員会のほうでやる、時間がなかったので、この場をかり

てという形で、２５２台をまず搬出するのにかかると。持ってくるのも当然、同じグラウ
ンドレベルにするんだったら、倍かかるわけですね。で、ちょうど小学校もある。児童館
は幸か不幸か、ちょっとはるかかなたの日本テレビさんのほうに行っているんですけれど
も、どういう対応になるのかわからないですけど、施設でお住まいの方も近隣にいらっし
ゃるわけですよね。学校があって、住宅があって、改修工事が始まると。
ここの総合調整、トラックの土で、でかいダンプカーだと思いますので、例えば登校時
とか下校時、で、幼稚園がありますから、幼稚園の送迎のときですよね。この時間を外し
た形でできるような想定になっているのかとなってくると、今度、学校の子たちが遊びに
当然来るわけですよね。僕も休みの日に、ちょっと半蔵門公園とか、コロナ新型ウイルス
で室内は危ないというので、もう相当混んでいる。安全となっているので。そういったニ
七通りと九段小学校の下の通りと、一方通行、かなり交通量が、道路が広いところじゃな
いですけども、この時間帯の調整というのは、これ、急がなくちゃいけないというのは一
つすごく強い要件であるので、１日がかりで、もう朝から晩まで運び出せば効率はいいん
でしょうけれども、四番町の複合施設でも解体工事が始まっちゃったりするので、そこの
調整というのは庁内でどのように考えられているのか。全く今のところ考えていないのか。
お答えください。
○谷田部道路公園課長

今現在、正直言いまして、調整はまだしてございません。これか

らになるかと思いますが、当然ながら一番安心・安全を第一に考えて工事を進めていかな
きゃいけないということは、もう当然でございますので、まず、その時間帯、そういった
小学校の生徒が通学、それから、するような時間帯、これは当然ながらそこは考慮しなき
ゃいけないでしょうし、その周りの利用状況に合わせて、どういう形でどういうルートで
通っていくのが安全なのか、もうこれは十分調査をした上で、それであと、子ども施設課
のほうとも、当然ながら連携してやるべきものだというふうに認識してございます。
○林委員

そうすると、基本的な押さえなくてはいけないのが、２５２台の搬出、当然掘
５７

令和 2年 3月 4日 予算特別委員会 企画総務分科会（未定稿）

ってトラックに入れてと、ショベルカーみたいなのでやって、この時間なんですよね。実
際、掘り始めてから土を入れ終わるまでの期間というのは、安全面を考えれば期間が長く
なると。ところが、大変な期間中断していて、ご迷惑をかけて、１日でも早く再開してほ
しいというのがあるので、ここは大変なところだと思うんですけれども、どれぐらいを想
定しているんですかね。時間数とか。これ、先に、今の時点で全く事業者に確認をとらな
いとわからないものなんですかね。１カ月で土の外に運び出しは終わりますと。もう１カ
月で運んできて埋めますという形で、大体の期間というのを近隣の方に。
もうここは代替園庭でも非常に使っておりましたし、ほぼお日様が出てから、朝ラジオ
体操の方から、夕方暗くなるまで、子どもたちがずっと使っているところですし、この後
やる公園の利用実態でも、大変ニーズが高いところですので、どういうふうに短くやりな
がら工期を短縮するかというのを、そろそろ予算をここまで固めたんですから、出てきて、
近隣の方にも、あるいはこの後出てくる協議会の方にもお知らせしませんと、いつまでた
っても動きません。やり始めたら長くて長くて、何をやっていたんですかという形になる
と、やっぱり一生懸命携わっている職員の方にも嫌な思いをしてしまいますし、子ども関
連の保育士さんたちも苦情が耐え切れなくなってしまう。保護者からの。外遊びはどうな
っちゃっているんですかと。
ダンプカーが来るから、この期間、東郷公園はだめなんですよとなったら、またこれ大
変な、区立の保育園だけじゃなくて民間の保育所の方もみんな困ってしまうので、いつご
ろまでにこの土壌処理の期間というのが近隣や利用者に明らかにできる。第一四半期とか
第２四半期とか、あるいは４月５月とかという、その辺のレベルから、四半期ごと加わっ
た形でもいいんですけれども、精査できる予定なんですかね。
○谷田部道路公園課長

これ、搬出については、普通の工事で出るような土の処理の仕方

という形にはちょっとできないと思います。これ、飛散防止して、きちんと周りに土が飛
び散らないような形で、どういう指導で、どういう管理のもとで、というところが非常に
大きな部分かと思います。これについては、東京都の環境局の指導もいただきながら計画
をしていくので、まだちょっとそこが見えていない、正直状況でございます。これはもう
早急にそこを詰めさせていただいて、それによって１台搬出するのにどのくらいの手間が
かかるのか。これだけの、今、１,３８７立米を搬出するために、具体的にどういう対策
をして、どのぐらいの規模のトラックで何台、どういう時間帯でどういうルートでという
細かいところまでやっぱり精査していかないと、なかなかちょっと見えてこないかと思う
ので、これはもう早急にやるような形で今進めさせていただいております。
○林委員

早急にって、できれば第１四半期とか、もう早々にやってもらいたい。

もう一つ、これ関連部署が非常に多いので、ここ、防災のときの、水道の下に貯水何と
かがありますよね。これで、この工期の期間はここが使えなくなってしまうのか。要は土
壌の入れかえのときに重機が入って土を全面取ってしまうので、それともぎりぎり水道の
とれるようなルートを確保するのかと。ただ、その周りも変えなくちゃいけないので、か
なり大変だと思うんですけど、そこの総合調整というのは防災部門とどのようにされてい
るんですか。あるいはこれからなのか。
○谷田部道路公園課長

その工事の状況をもう一回改めて、その土の処理の仕方をどうい

うふうにしていくかというところにも影響してきますが、当然ながらそこの部分について
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は鉛が入っていない部分でございます。ただ、そこに、いざ何かあったときに入っていく
ためのルートは、やっぱりきちんと安全な場所を確保していかなきゃいけないので、まず
はそこをきちんと確保した上で、何かあったときにはこのルートでというところは、今後、
防災課と、あ、危機管理対策課のほうと調整をし、何かあっても対応できるような形でと
いうふうにしたいというふうに考えてございます。
○林委員

調整していただきたいと。

で、下段部分というのは平らなところなので、掘って何とかなると思うんですけれども、
斜めになっているところですよね。坂になって。ここは関東ローム層だかなんとかで、非
常に貴重なこの何とか台地、番町の台地のところが残っている、すごく、きょう、貴重な
ところだと職員の方から伺ったことがあるんですよ。土自体がね。土とか形状自体が残っ
ていると。これ、ここの土というのは、どこかから持ってくる形で大丈夫なのか。要は砂
のようになってしまったら、今までのせっかくの残された、武蔵野台地というのか、何か
そこの地盤の粘土質とかなんとかというのを、新たな、形はもとどおりだけれども、中身
が全く違っているという形になってしまうといけないので、そこの対応というのは土の入
れかえでどのように考えられているのか、お答えください。
○谷田部道路公園課長

これ、中段、上段となるので、１年ぐらい先になろうかと思いま

すが、そこの、確かに斜面ですので、どういうものを入れるかということは非常に重要な、
崩れてきたりしても困りますから、それの除去の仕方も含めて、どういう土を持ってくる
か、これについては今後きちんと整理をしていきたいというふうに考えてございます。
○林委員

次に、ちょっと整備の方針に、土壌じゃなくて、行きます。これは区議会事務

局の調査の方から手に入れた、平成１９年５月に千代田区では公園・児童遊園等整備方針
というのが作成されたと。これ、事務事業概要の１２２ページのところにも、公園・児童
遊園等の整備及び維持管理というところに、この平成１９年度に策定された公園整備方針
に基づいていろんなものをやっていきますよというのを書いてある。
拝見すると、大変いいことが書いてあるんですね。最初のところには、整備方針策定の
目的というところで、公園というのは大事なんだよというところの後に、整備するのが将
来を左右する重要な課題となっていると。このため、子どもの目線を取り入れた、子ども
が魅力を感じる公園整備を図るとともに、幅広い人々が快適に利用できる公園整備を推進
することが求められていますよというのが背景として掲げられているんですね。この結果
が、企画総務委員会で報告された子ども向けのアンケートだというふうに私は受けとめて
いるんですね。要は子どもの視点が大事なんだよというところなんですが、これは間違い
ないですか。一つの土壌になっていると。この整備方針がいまだに道路公園課として、千
代田区として、よりいい公園整備の一つの基準になっているという一つのものとなってい
るのは、事務事業概要のとおりで間違いないのかどうか、お答えください。
○谷田部道路公園課長

平成１９年５月に策定しました千代田区公園・児童遊園等整備方

針、この冊子に書いてあるこの方針については、いまだ変わらず取り組んでいるというこ
とであります。
○林委員

もう一つ、アンケートのことも聞いたんですね。先へ行ってしまうと、この方

針の９ページには、子育て支援機能の強化と３番にあって、大きな表題で、子どもや保護
者の意見を取り入れた公園づくりと項目が出ていると。既存の公園等には利用する上でさ
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まざまな制約があり、子どもや保護者が不便を感じることも少なくないと。公園等を子ど
もにとって、より使いやすい場とするため、利用者本人である子どもや保護者の意見を取
り入れ、幼児と児童の遊び場の分け方や生物観察やと、要は公園の整備をやっていくとい
う形になっていると。
改めて確認しますけれども、九段小学校や近隣の就学前の保護者に確認、子どもたちに
聞いたアンケートというのは、この方針に、一つですよ。全部じゃないですよ。考え方と
して、このアンケートは、ここの方針で一つの基盤となっているという形でよろしいのか
どうかを確認させてください。
○谷田部道路公園課長

当時、この今工事しております東郷元帥記念公園につきましては、

協議会形式でいろいろ意見を聞きながら進めてきていると。まさにこの整備方針にのっと
った上でこの公園の改修について考えてきたという経緯がございます。
ただ、今、林委員のご指摘のとおり、その子どもたちの意見というのがちょっと不十分
だったんじゃないかというところもございまして、九段小学校、それから近隣の保育園に
ついてのアンケートも実施したということで考えております。
○林委員

ここは、時代背景がすごく、平成１９年になって東郷公園も分析されています。

当時、平成１９年のときは喫煙が可能な場所だったので、何とかたばこの喫煙所を排除し
てもらいたいとか、そういう視点も多かったんです。時代背景は。ただ、共通する基盤と
いうのが確認できたので、次にいきたいんです。この東郷公園の位置づけなんですね。ど
れぐらい東郷公園が子どもたちにとって利用する公園があって、ここの方針の６０ページ
のところには、断トツで東郷公園、東郷元帥記念公園、これが子どもたちにとって利用し
ていますよというのが突出しているんですね。ただ、平成１９年当時の子どもたちのアン
ケートなんで、今はこれよりふえている感じなのか、減っている感じなのかというのを、
道路公園課として把握しているのかなと。
というのが、この平成１９年当時というのは、まだ保育所は少なかったんですよ。園庭
のある保育所ぐらいで。ひまわりさんはあったんですけど。ここ数年かけて、もう園庭が
ない、外遊びするときは、みんな、しーっ、と保育士さんが言って、子どもたちが、しー
っ、と言って、声を出さないように出発して、遠く離れたところ、やっと声を出せるよう
なところ、そのオアシスが東郷公園だった。そこがクローズになっちゃっているとか、さ
まざまな要件があって、この１９年当時よりも、東郷公園の子どもたちの寄せる期待とい
うのは、ますます増しているんじゃないかなと思うんですけれども、その辺、受けとめ方
は、子ども部とどういうふうに話し合って公園整備をやっていこうと。これまでやってき
て、これからやっていこうとお考えなのかお聞かせください。
○谷田部道路公園課長

そうですね。この平成１９年度当時の利用状況ということで、東

郷元帥記念公園が全体の２１.５％の方が一番期待、この公園に期待をしているというと
ころが調査の結果として出ていると。その後、正直言いまして、実態調査は正直行ってご
ざいませんので、細かいこの後どうなっているかというところの数字は、ちょっと持ち合
わせてございませんが、総体的に子どももふえて、当然ながらこれよりもまたさらにふえ
ているのではないかというところは想像するところでございます。ただ、これについて、
子ども部と具体的に何かこれについて意見を、連携していくためのそういう話をしたかと
いうと、そこのところについては特にしているものではございません。
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○林委員

非常に残念です。もう少し子どもの視点を取り入れた整備にしていかないと、

非常に期待値が高いところだと思いますので、数少ない、私も近隣の方、子どもの同世代
初めとして確認とっていったのをこれから言っていくんですけれども、整備内容で大変協
議会の方が積み上げていただいて、いい形にはなってきたとは思います。ただ、企画総務
委員会でも確認したとおり、これが全てなのかというと、そういうわけでもないんじゃな
いかと。いろいろ考えていって、たまたま鉛が出たので、落ちついて考えてみたら、きれ
いになることはいいことだったと。作成したときはよかった。もうこれはかなり満点に近
い形だった。ただ、よくよく見てみたり、あるいはよく考えてみると、遊び場がないんで
すよ、平面の。このエリアというのは全くないんですよ。日本テレビさんがやっている番
町の庭ってあることはある。でもアスファルトなんですよ。アスファルトの遊びと土の平
面の遊びって、全く違うんですよ。
で、１９年のときの利用実態調査で、子どもたちがですよ、見たのが６３ページに書い
てある。遊びの内容で。砂遊びがいい、ボール遊びがいい、遊具遊びがいいと。遊具とい
うのはこれは断トツであるので、鬼ごっこがいいという形になってくると。平面で僕も保
育参観で行ったときに、やっぱり北の丸公園でも平面のところで鬼ごっこを、保育園児た
ちはみんなほかの保育園でもやっているんですよね。危ないような、あずまやみたいなウ
ッドデッキみたいなところには、北の向こうに、行っちゃいけないんですよ、やっぱり。
ルールとして。保育園の先生たちも見切れないから。けがしちゃうから。かたいところだ
ったら。地面でもけがしますよ。すり傷はあったとしても、ズボンをはいてやっているの
で。
ここの、もう一度確認しますけど、子どもたちがこの当時、１９年度にニーズがあった
もの、ここは、本当に残念でたまらないですけど、子ども部から、今からでも遅くないと
思うんですけども、聞く気はございませんか。
別に住宅課長に聞く必要は全くないと思うんですけど、子ども部の、実際、保育に携わ
っている子たちの現場とか、聞いてみて、改めて午前中も聞いたんですけど、これ、ウッ
ドデッキって、本当にこの広さが必要なのかというのは、相当数僕は言われた。選挙のと
きも言われた。終わった後も言われた。日曜で遊んでいるときも、みんな関心を持ってみ
るんですよ。これ、道路公園課のいい功績だと思いますよ。あそこに図面を張ってあるん
ですから。こんな公園になりますよと。皆さん、ご意見があったらという形で掲示されて
いる。あ、こうなるんだなと、わかった。わかった上に、もうちょっとだけここを直して
もらえるといいなと。子どもの意見、こんなに広くなるんだ、よかったねとなっています
よ。今のトイレを我慢をすれば、階段を上っていかなくちゃいけないような高いトイレか
ら、じゃぶじゃぶ池のそばにトイレができるんだ。よかったねと。これは評価だと思いま
すよ。積み上げてきた協議会の評価だと思います。
ただ、１カ所だけというか、本当に空地がない。アスファルトの広場やウッドデッキの
広場は民間の公開空地でも何とかなる。でも土の地面だけは、固定資産税を払わない、地
方公共団体が整備しない限り、民間にやってくださいといっても、なかなかやってもらえ
ないと思うんですよね。やっぱり無駄ですもん。整備にお金がかかりますもん。手間がか
かりますもん。でも、子どもたちは砂遊びをしたいとか鬼ごっこをしたいなんですよ。
ここをちょっと考えられるように、協議会の方とも含めて、話し合いで早急に部内調整
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でできないものですかね。計画修正するのは本当に嫌なものだと思いますけれども、実際
少しずつよくなって、工期だって短縮できたじゃないですか。３段階を２段階にどうです
かと、事務局が言ったら快く協議会の方は受け入れていただいたんですよね。２発でやっ
ちゃいましょうと。３段階じゃなくて。受け入れていただいたので、ここはちょっと行政
の、総合的な地方公共団体として使命感を持っていただいて、子ども部門と公園整備の、
ここまで平成１９年度やった今回の東郷公園というのはかなり特殊性のある公園というの
を踏まえて、もう一度庁内調整して、この下段部のね、上についてはもう言いませんよ。
下段部のところだけでも、せめてもう少し広場機能をふやして、土の平たい面をふやして、
子どもたちが２園、３園保育所が遊びに来ても鬼ごっこができるように、氷鬼ができるよ
うに、できるようなスペースを確保できないものでしょうかねと。（「いまだに何かそん
な話があるの」と呼ぶ者あり）うん。企画でさらっとだけ言って、結論だけ言っちゃった
んですよ、時間がないんで。今、これちょっと積み上げて、ここまで言ってもだめなもの
ですかねと。
○谷田部道路公園課長

今週の企画総務委員会でもご報告させていただきました、九段小

学校とそれから近隣の保育園の方、それから保護者の方にもアンケートをとったという結
果もご報告させていただきました。その中でも、ちょっとご紹介させていただきましたけ
ども、ここでいろいろ期待されるものとしては、遊具の充実とか、それから鬼ごっこや隠
れんぼうなど、そういった遊具以外の遊びもしたいというご意見も多々ございました。そ
ういう意味からすると、ここの、今、平成１９年度の調査をした６３ページにございます
この遊びの期待感というか、それと、それほど相違はないのかなというふうに思ってござ
います。
これについては、改めて、当然ながら協議会で、今後この機会に、仕様も含めて改めて
皆さんの意見も聞きながら検討していきましょうというふうになってございますので、当
然この部分については、今後、協議会のほうで共有しながら、どういう形でこれを、この
期待に応えていけるかについては、当然ながら議題として検討してまいりたいというふう
に考えてございます。
○林委員

遊具については上段部でやるわけなんですよ。ずっと言っている。ここ東郷公

園って特殊なんですよ、千代田区の公園で。遊具があっても広場部分が少ないところじゃ
なくて、わざわざ上段、下段、中段、下段とあって、この下段だけなんですよ。
で、別の委員会でも出た、ここの道路整備方針にはどこにもウッドデッキなんか書いて
いないんですよ。（「道路整備……」と呼ぶ者あり）道路公園整備方針。（発言する者あ
り）ごめんなさい、道路整備方針じゃないね。公園・児童遊園整備方針には、ウッドデッ
キがいいですよとか書いていないわけですよ。（発言する者あり）これ以降調査していな
いわけですよね。ここのウッドデッキが出てきた理屈を企画総務委員会で聞いてもなかな
かよくわからない。必然性が何でここまであるのかといったら、段差があると。段差があ
っても、もっとウッドデッキを狭くして、この下の広場を広げられないかというのを聞い
て、もう一度確認します。これ、ウッドデッキというのはどこで出てきちゃったんですか
ね。出てきちゃったというか、出てこられたんですかね。段差の解消といったって、別に
壁を打ちっ放しのような形になれば、サッカーをやる子は壁当てができるし、できるわけ
で（発言する者あり）ちっちゃいやつだったら。（発言する者あり）
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あずまやについてはいいです。ステージについては、これはもう、ラジオ体操の方が３
６５日、あそこはいわゆる聖地ですから、千代田区のやっぱり。特殊性で、雨の日もやっ
ぱりやっていただいて、ぬれないように、地面がぐちゃぐちゃにならないところで、１段
高いところでやっていただくのは、これは全然違和感はないですし、僕も、名前を出して
はあれですけど、あの方にお聞きして、いや、そんなにでかいウッドデッキなんかは要求
していないよと、実際、現場でやられている方にもお聞きしたので。
ここの調整を、区としてですよ、区として、協議会に委ねるんじゃなくて、区としても
う一度精査した上で、協議会の方にどうですかねと図っていただくほうが、僕は今後の整
備方針でも、せっかくの教訓を生かせるんじゃないかなと。この鉛の機会がなかったらこ
んなことはできなかったんですから、これが成果だと。ただ工期がおくれただけじゃない
と。工期がおくれてそのままになっちゃったわけじゃなくて、こんな改善点があったんだ
よというのを近隣の方にも、この平成１９年の子どもたちはもう大きくなっていますけど、
これからの子どもたちにやるのは、やっぱり区役所の職員の方が議題設定をかけないと、
協議会の方と調整、あるいは専門家と調整したって、一番実務に携わっているのは子ども
部の職員で、道路公園課の方なんですから、ここは議題設定で、ちょっと調整のできるよ
うな形で工期を急いで、早く、子どもたちのアンケートにあったように、早くなんですよ。
（「分科会長、ちょっと休憩をとってもらって」と呼ぶ者あり）
○はやお分科会長

はい。休憩します。
午後４時２１分休憩
午後４時３３分再開

○はやお分科会長

再開いたします。

答弁から求めます。
○松本環境まちづくり部長

東郷元帥記念公園の整備につきましては、協議会を中心に議

論を積み重ねてきておりまして、これまでのところで、汚染土壌の処理の仕方、またその
汚染土壌地帯に植わっている樹木の処理の仕方、そうしたことについて合意が得られたと
ころでございます。今月末、恐らく次回が開かれると思いますが、それから数回にわたり
まして、精力的にこれまで行ってきました設計の見直しというものを取り組む予定になっ
てございます。そうした中では、区のほうから見直す項目というものを提示した上で、幅
広く委員の皆さんからのご意見を頂戴することになってございますので、ただいまいただ
きましたご意見につきましては、区からの提案事項として議題にきっちり乗せて、協議会
で精力的な検討をして、実施できるかどうかということで、区のほうでも積極的に議論を
積み重ねてまいりたいと思います。またその結果につきましては、適宜常任委員会のほう
にご報告をさせていただきたいと思います。
○はやお分科会長

はい。よろしいでしょうか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕

○はやお分科会長

また、このところについては、先ほど答弁いただいたとおり、常任で

も別の場でも、議会の報告をいただきながらしっかりと進めていきたいと思います。
それでは、この公園維持費について、ほかに――あ、そうだそうだ。そっちの報告があ
ったのか。（「ええ」と呼ぶ者あり）答えられるのかな。（「……ちよくる」）と呼ぶ者
あり）休憩します。
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午後４時３５分休憩
午後４時３７分再開
○はやお分科会長

再開します。

道路公園課長。
○谷田部道路公園課長

先ほどの林委員のコミュニティサイクルが公園・児童遊園で占用

している面積について、どのぐらい使われていないのかと。公園として機能できていない
かという、面積のパーセンテージはどのくらいかというご質問でございました。ちょっと
お時間をいただきまして、申しわけございませんでした。
調べた結果、児童遊園につきましては２カ所でございます。これは全体の面積からする
と、この２カ所で１２.６９平米で、全体の０.１％になります。それから公園・児童遊園、
こちらのほうが９カ所で１１０.１６平米で、これも公園・児童遊園の総面積からすると
０.１％が、このコミュニティサイクルとして使われていて、公園として利用できていな
い部分ということでございます。
○はやお分科会長

いいですか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕

○はやお分科会長

はい。ちょっとそういう状況、基本的なところを確認でした。

それでは、そうなりますと、公園維持費については、いいですね。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
○はやお分科会長

それでは、６の公園維持費につきましては終了いたします。

続きまして、河川維持費について、執行側のほうからの説明はございますか。
○谷田部道路公園課長
○はやお分科会長

特にございません。

はい。

それでは、委員のほうからの質疑、質問を受けます。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○はやお分科会長

はい。それでは、河川維持費につきましても終了いたします。

続きまして、これで道路公園費の項は終了させていただきます。
続きまして、４の清掃サイクル費の項に入らせていただきます。（「リサイクル」と呼
ぶ者あり）あ、サイクルじゃない。（発言する者あり）もう、さっき自転車ばっかりやっ
てたから。リサイクル費に入らせていただきます。清掃リサイクル総務費、２１６ページ
から２１７ページに入らせていただきます。執行機関からの説明はありますか。
○伊藤千代田清掃事務所長
○はやお分科会長
○木村委員

総務費については、特にございません。

それでは、委員の質問を受けます。（「なし」と呼ぶ者あり）

あれっ、オリンピックのやつもそうだったよね。（発言する者あり）あ、こ

れはな。
○はやお分科会長

はい。オリンピック。はい。それでは、じゃあ、この清掃リサイクル

総務費につきましては終了いたします。
続きまして、清掃リサイクル事業費、２１６ページから２１７ページ、執行機関からの
説明はありますか。
○伊藤千代田清掃事務所長

それでは、清掃リサイクル事業費の１番、ごみの収集・運搬、

２番、資源回収事業について、予算の概要１６６、１６７ページのところでご説明をさせ
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ていただきます。
東京２０２０オリンピック・パラリンピックの競技大会開催に伴いまして、競技会場、
ＪＲ駅周辺では、観戦・観光に訪れる人々で混雑することが予想されております。こうし
た中で、特別収集地域を設けて、早い時期に、早い時間に集積所のごみ資源の収集を行っ
て、来街者へのおもてなしと安全性の向上を図ってまいります。
特別収集実施の期間ですけれども、大会の前後含めて、７月１日から９月３０日までと
いうことで考えております。
特別収集地域・時間ですけれども、まず日本武道館、東京国際フォーラム周辺、競技会
周辺はおおむね９時までに収集をいたします。午前９時までに収集をいたします。ＪＲ周
辺、駅周辺についてはおおむね午前１０時までに収集をいたします。ただし、競技会場周
辺となる東京駅、有楽町駅についてはおおむね午前９時までに収集をいたします。靖国神
社周辺はおおむね午前１０時までに収集をいたします。
なお、秋葉原駅については、国内外に広くその存在が知れ渡っておりまして、多くの国
内外の観光客が訪れることが予想されておりますので、特別収集地域を広目に設定をいた
します。また、東京２０２０パラリンピックのマラソンコースの付近の集積所の点検を開
催日前日に行って、点検のほうを実施いたします。また、特別収集地域以外については平
常どおりの曜日、排出時間にてごみ資源の回収を行ってまいりたいと思っております。
説明は以上でございます。
○はやお分科会長

はい。ありがとうございました。

それでは、委員からの質問を受けます。
○木村委員

今ご説明がありました特別収集地域、今回、特別収集地域、あるいはその上

の特別収集実施期間によって、それ以外のエリアへの影響というのがあるのかどうか。そ
れによって収集時間が変わるとか。
それからもう一つは、当然、９時までに収集するとなると、出勤も早まるのかなと。そ
んなことはないのかな。それによる職員の体制だとか人員だとかというのは、来年度の予
算の中に計上されているのか。ちょっとその辺、お聞かせください。
○伊藤千代田清掃事務所長

まず１点目の特別収集地域以外の地域についてなんですけれ

ども、これはもう、通常どおりの曜日、時間で収集のほうをやっていきます。
○木村委員

通常どおりで。うん。

○伊藤千代田清掃事務所長

はい。

で、２点目の９時という時間帯のところがありますけれども、ここについては職員のほ
うが若干早く、まあ、今と――今も８時半に出ているんですけども、若干早く出て対応し
ていきたいと考えております。
○木村委員

じゃあ、特別に体制を強化するだとかということがなくても対応できると。

過重労働にならないということで大丈夫ですか。
○伊藤千代田清掃事務所長

職員に関しては、若干ですけれども、今よりも作業の量はふ

えるかと思っています。ただし、いわゆる過重労働と言われる部分についてはないかと思
っています。その辺は、例えば人材派遣で、オリパラ期間対応ということで人数をとった
りして対応をしていきたいとも考えておるところでございます。
○木村委員

派遣。
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○はやお分科会長
○木村委員

よろしいですか。

はい。

○はやお分科会長

はい。

ほかにございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○はやお分科会長

はい。それでは、２の清掃リサイクル事業費についても終了いたしま

す。これで清掃リサイクル費の項も、２１６から２２７、終了と。
これで、今回、本日の、区議会事務局、環境まちづくり部所管分についての歳出は終了
いたします。
休憩します。
午後４時４４分休憩
午後４時４６分再開
○はやお分科会長

再開いたします。

それでは、歳出が終了いたしました。
歳入の審査の実施に入りますけれども、（発言する者あり）えっ。あ、歳入の調査に入
ります。歳入の調査について、一括でもよろしいでしょうか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
○はやお分科会長

はい。それでは、執行機関からの、その歳入の部分について説明する

ことはありますでしょうか。
○松本環境まちづくり部長
○はやお分科会長

特にございません。

はい。ないということですので、委員のほうからの質問はございます

か。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○はやお分科会長

はい。それでは、今回の所管分、区議会事務局並びに環境まちづくり

部所管分の歳出歳入は終了いたします。
以上で、本日の分科会の部分についての、（発言する者あり）あ、ちょっと待って。
休憩します。
午後４時４６分休憩
午後４時４７分再開
○はやお分科会長

再開します。

これで歳入歳出を終わりますけれども、確認です。総括送り、今回の所管分で総括送り
については、ありませんよね。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○はやお分科会長

はい。それでは、ないということで、本日の分科会は終了させていた

だきます。皆様お疲れさまでした。ありがとうございました。
午後４時４７分閉会
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