平成30年10月 2日 決算特別委員会 企画総務分科会（未定稿）

午前１０時３０分開会
○林分科会長

おはようございます。ただいまから決算特別委員会企画総務分科会を開会

いたします。
短い限られた日程の中で多岐にわたる調査となるため、委員の皆様、理事者の皆様のご
協力をお願いいたします。
まず、調査の進め方についてお諮りをいたします。当分科会では、議案第４６号、平成
２９年度千代田区各会計歳入歳出決算の認定についてのうち、企画総務委員会所管分を調
査することになっております。お手元に企画総務分科会決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、決算書、決算参考書、事務
事業概要、主要施策の成果、決算審査意見書、平成２９年度決算関係資料、不用額一覧な
どの資料ですが、よろしいですか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
○林分科会長

はい、ありがとうございます。

次に、調査方法につきましては、理事者からの説明は決算関係資料の配付をもってかえ、
冒頭に各部の平成２９年度決算の特徴や成果など、概括的な説明の後、主要施策の成果等
の説明がある場合には、必要に応じ目の冒頭で説明をお願いいたします。よろしいですか
ね。はい。
また、原則として、目ごとに調査をいたしますが、目が少ない項では項ごとにいたしま
す。よろしいですかね。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
○林分科会長

はい。理事者の出席は、条例部長、庶務担当課長、財政課長及び会計管理

者は常時出席とし、他の理事者は所管分調査時のみ出席とし、それ以外は自席待機とした
いと思います。
調査日程は、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１０月３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。
分科会決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、分科会会議録を添付しまして、１０月９日火曜日に決算特別委員長に
提出いたします。よろしいですかね。はい。
それでは、初めに、区議会事務局所管分の歳出から入ります。議会費、決算参考書の１
２８ページから１２９ページまでの前にあれだ、部長、特に事務局はないですよね、決算
のね。
○依田議会事務局次長
○林分科会長

はい

はい。では、ここはなしで、１２８ページから１２９ページまで、説明は

特にございますか。
○依田議会事務局次長

１、議会費の１１番、議会運営システムの整備についてでござい

ます。こちらご案内のとおり、７階、本会議場等の機器について、おおむね８年の耐久年
数を超過し、部品欠品により交換修理が不能となったため、議会運営システムの一部をリ
プレースしたものでございます。
説明は以上でございます。
１
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○林分科会長

はい。それでは、調査に入ります。何か、委員の方。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○林分科会長

よろしいですか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕

○林分科会長

はい。それでは、区議会事務局の調査を終了いたします。

次に、環境まちづくり部に入りますが、冒頭に確認いたしましたとおり、まず、環境ま
ちづくり部の平成２９年度決算の特徴や成果など、概括的な説明をお願いいたします。
○保科環境まちづくり部長

それでは、私のほうから、平成２９年度決算の環境まちづく

り費に関する主な特徴についてご説明申し上げます。
まず、平成２９年度の環境まちづくり部の予算につきましては、誰もが住みやすさ、居
心地のよさを実感できる安全で活力あるまちの実現を目指し、環境に配慮したまちづくり
を地域とともに推進していきますということで編成をさせていただきまして、これに基づ
き執行させていただきました。環境まちづくり費全体といたしましては、歳出総額が７３
億８,５００万円余ということで、これは子ども費に次ぐ２番目の歳出規模でございます、
５事業部の中で。ただし、執行率が６６.９％と非常に低くなってございますけれども、
この要因といたしまして、実は全体の繰越明許費が１５億余あったわけでございますが、
そのうちの１４億余がまちづくり関係の繰越明許でございます。
主な要因といたしましては、国指定、国史跡常磐橋の修復事業の繰越明許、また、お茶
の水橋の橋梁の整備の繰越明許、常磐橋の約５億、お茶の水橋が約４億ございましたので、
こういった繰越明許に伴いまして執行率が低くなってございますが、繰越明許費を除きま
すと、おおむね８割台ということで平均的な数値となってございます。
また、平成２９年度は細かな新規事業がたくさんございまして、後ほど各担当のほうか
らご説明させていただきますけれども、主要施策の成果８６ページから１１２ページまで
全部で２７事業掲載してございますが、このうち１０事業が新規事業でございます。また、
４事業が拡充事業という形で、全体の約半数が新規・拡充事業というような構成となって
ございます。
概括的な説明は以上でございます。
○林分科会長

はい。何かございますでしょうか。よろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○林分科会長

はい。

それでは、少し環境まちづくり部の調査に入る前に、１８４ページ、決算参考書の１８
５ページの地域振興管理費の基幹統計費、どなたが来てるんだ。あ、大丈夫なのか。ええ。
これ、説明はございますか。
○佐藤環境まちづくり総務課長
○林分科会長

特にございません。

はい。委員の方、統計費、何か。よろしいですか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕

○林分科会長

はい。

それでは、２００ページから２０１ページ、決算参考書の、５款の環境まちづくり費、
第１項、環境まちづくり管理費の１目め、環境まちづくり総務費の調査に入ります。
ある。はい、どうぞ。
２
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○佐藤環境まちづくり総務課長

それでは、環境まちづくり総務費、主要事業の成果に掲

載されている事業について簡単にご説明させていただきます。
主要事業の成果、８６ページでございます。６５番のコミュニティサイクル事業、本事
業につきましては、平成２６年度から開始しました、皆様ご承知のちよくるの事業でござ
います。事業費といたしましては、２５年度決算で６１０万円ほどとなっております。事
業実績でございますけれども、中段の表にございますとおり、２９年度現在、末現在で６
２ポート、８００台の自転車を擁しておる形になっております。２９年度には、分析調査
も行いまして、想定を上回る利用回数、広域連携、広域連携については下に９区名前を書
いておりますけれども、この９区の連携等の成果がある一方で、連携区とのルールの設定、
サービスの向上が課題との結果を得ました。３１年度予算に向けては、分析調査の結果な
どを踏まえまして、本年度中に連携区同士で基本協定の締結を行い、来年度予算としては
オリ・パラを視野に入れました、さらなるサービス向上に取り組める予算としたいという
ふうに考えております。
続きまして、８７ページ、６６番、交通安全推進でございます。事業費といたしまして
は、２９年度決算で２２３万円弱となっております。事業実績でございますけれども、２
９年１０月から７０歳以上の方が免許を自主返納した場合に、５,０００円のＰＡＳＭＯ
を進呈する高齢者運転免許証自主返納支援事業をスタートさせました。２９年度末の実績
といたしましては、５４名の方にＰＡＳＭＯを差し上げているということでございます。
その他既存事業として、交通安全のつどい、春と秋の交通安全運動等、警察とも連携し、
実施しております。３１年度予算に向けては、この高齢者運転免許証自主返納支援事業、
より一層周知を図りまして実績を上げていきたいというふうに考えております。
めくっていただきまして、８８ページ、６７番、放置自転車対策でございます。事業と
いたしましては、自転車駐車場の整備、放置禁止区域の指定、放置自転車の警告・撤去な
どを行う事業でございます。事業費といたしましては、２９年度決算で１億２,８６０万
ほどということで、億単位の経費をここに投入しているとなっております。事業実績でご
ざいますけれども、２９年度末で年間登録制の駐輪場が１６カ所、コインパーキング１３
カ所を設置しております。また、記載にもありますとおり、警告・撤去等を地道に行うこ
とで、区内主要駅の放置自転車についても年々少しずつですが、減少しております。３１
年度予算に向けては、引き続きコインパーキング等の増設などを行い、放置自転車の減少
に努めてまいります。
説明は以上でございます。
○林分科会長
○米田委員

はい。調査に入ります。委員の方。
主要施策の８６ページのところ、コミュニティサイクル事業なんですけど、

大体、毎年、半年ごとに聞いているんですけど、まず、日比谷公園の図書館のところの進
展状況とかを教えていただけますか。
○佐藤環境まちづくり総務課長

従前から日比谷図書館、設置されておりますので、公園

内にポート設置できないかということでいろいろご要望をいただいています。東京都の都
立公園なので、東京都の建設局ともいろいろ話し合いをしているんですけれども、現行の
都市公園法上ではなかなか設置できないということで、前向きに、ここの東京都さんも場
所としてはいいよというお話をいただいているんですけれども、その設置の方法について
３
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多少折り合わないところがあるということで、公園内には設置できておりません。ただ、
２９年度末から、この公園の周りとして東京ミッドタウン日比谷ですとか、図書館の道路
の向こうですけれども、日比谷パークフロント前ですとか、内幸町のみずほ銀行内の本部
ビルですとか、３カ所ポートをつくりまして、３００メートルメッシュで考えますと、こ
の地域についてはおおむね充足したんじゃないかというふうに考えております。
○米田委員

その３カ所は評価したいなと思います。都市公園でさまざまな条件が重なっ

て、途中まで進んでいるけど、あと一歩だというところも理解しております。この部分は
しっかり、オリンピック・パラリンピックに向けて前進して進めていただきたいなと思い
ます。
あと、区道に３カ所設置する予定だったと。一つは、さっきおっしゃっていただいたよ
うに、図書館の向かい側の区道のところかなと思います。あと、２カ所の予定のところは、
どことどこで、どういった理由でできなかったとかはありますか。
○林分科会長

休憩します。
午前１０時４４分休憩
午前１０時４５分再開

○林分科会長

分科会を再開いたします。

環境まちづくり総務課長。
○佐藤環境まちづくり総務課長

すみません、区道上には場所を探しているんですけど、

なかなか適地が見つからないということで、今申し上げた３カ所、１カ所は区道ですけれ
ども、その他２カ所について適地を当たって見つけたということで、引き続きこの辺も網
羅的に探していく予定でございます。
○林分科会長
○米田委員

米田委員。
これ、毎回、決算・予算のときにも課題というのは出ていると思うんですけ

ど、日比谷公園も含めて、その課題に対してどのように進んでいったかという項目はあり
ますか。
○佐藤環境まちづくり総務課長

今、９区連携というお話を差し上げました。３０年度に

なってから、品川区、大田区に参加していただきまして、９区相互乗り入れをしています。
この関係もあって、利用者、その利用回数とも右肩上がりで上がっております。で、９区
の協議会もつくって、いろいろお話をしているんですけれども、このコミュニティサイク
ル事業の肝というのは、やはりポートの設置と自転車台数の確保だと思っていますので、
その点については連携各区でいろいろお話をしているということでございます。
で、先ほどもお話を差し上げましたけども、オリンピック・パラリンピックに向けて、
さらに来街者はふえると思います。外国の方もふえると思います。そういう中で、どうい
うサービス向上が図られるかということで、いろいろ９区の中でも連携して話をしている
ところですけれども、一つとしては、例えば仙台市だとか横浜市だとか、このドコモの自
転車を使ってシェアサイクルをやっているわけですけれども、今のところ連携をしていな
いので、そちらから来る方、逆に出張で仙台に行ったり、千代田区で登録している方も向
こうでは使えないような状況もありますので、そういうのをお互い相互で使えるようにす
るとか、細かい点でいろんなサービスアップについて今着実に前に進んでいるような状況
でございます。
４
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○米田委員

そういったことも大事だなと思うんですけど、前に岩佐委員だったんですか

ね、クレジットカードとか、ドコモ以外に、まあドコモ以外、この場合はちょっとやりに
くいとは思うんですけど、クレジットカードとか、あと、９区になったのはいいことなん
ですけど、多分、千代田区のほうが持ち出しがさまざまな面で多かったと思うんですけど、
そういう分担金の割合とか、その辺の課題とかはどうですか。
○佐藤環境まちづくり総務課長

課題いろいろ今までもご指摘いただきまして、我々もい

ろいろあるというふうに認識しております。それで、将来的には、ほかの区も違う事業者
を使って、この９区以外の、連携区以外ですと、なかなか違う事業者だと利用できないよ
うなところもありますので、国や東京都に働きかけて、そこからまた事業者に働きかけて、
今、ＰＡＳＭＯやＳｕｉｃａで普通にＪＲも乗れるし、私鉄も乗れるような、そういった
仕組みになっていますので、このシェアサイクルも一つの様式に統一していただいて、い
ろんな事業者の自転車、相乗りして乗れるような方向性ができないかということで、課題
解決に資するような方向性で動き出したいというふうに考えています。最初４区でやりま
して、そのときの先行投資というのはやはり大きいわけでございます。その中で、また新
しい区も、９区以外の区も連携したいということでお話がございます。その際には、最低
このぐらいのポートをそろえてほしいとか、最低このぐらいの自転車をそろえてほしいと
か、今ガイドライン的なものはあるんですけれども、９区で基本協定合意する際には、そ
ういう新規参入ルールもきちんと決めて、最初からやっている区が損といいますか、余り
不利にならないような状況をつくりたいというふうに考えております。
○米田委員

さまざまな課題が結構、毎回出ると思うんですけど、オリンピック・パラリ

ンピックに向けて進めるときには多分一番のチャンスと思いますので、毎回さまざま言い
ますけど、しっかり前向きに捉えて進めていただきたいと。特に日比谷公園に関してはお
願いしたいなと思います。
○佐藤環境まちづくり総務課長

今ご指摘の点、しっかり受けとめまして、前に進みたい

というふうに考えております。
○林分科会長

はやお委員。

○はやお委員

まず、基本的なところを確認したいと思います。ここの事務事業概要４０

ページで、先ほどの説明いただいた主要施策のところは８６ページになるところ。今回、
非常に重要施策の一つでありながらも、まずちょっと不用額が多いのかなと思うんですね。
まず、基本的なところとしては、支出済額、つまり決算ベースの６１０万ほどの、余の内
訳をゆっくり言ってください。
○佐藤環境まちづくり総務課長

２９年度決算の内訳ですけれども、今回、臨時的な事業

といたしまして、実証実験を踏まえた分析調査を行いました。これについては５３４万６,
０００円でございます。それと、コミュニティサイクルポート、この区役所の前ですけれ
ども、ポートが１カ所ありまして、そこは国有地になっておりまして、使用料を課せられ
ております。それについての年間の支払い額が１４万５,８６４円。それ以外は無償で借
りている状況でございます。あと、事業者に対する補助金として、今年度、二重橋前の地
下鉄のメトロの出口に１カ所ポートを設置しまして、これについて区の役割分担として、
ポートを設置したときの、道路上に設置した場合など、ガードパイプをつけたり、いろん
な安全対策が必要ですので、それを補助金として交付しております。それが６１万５,６
５
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００円で、総額が６１万７,４６４円というふうになっております。あれ、６１０万７,４
６４円というふうになっております。
○林分科会長

質問者のほうが、決算関係資料の２３ページの不用額の２４７万円の、こ

の不用額の内訳も。
○はやお委員

まあ、だから、次の質問で不用額も出るよねって。すみません、委員長―

―あ、分科会長。
○林分科会長

はやお委員。

○はやお委員

２４７万２,０００円ということで、結局ここのところが進捗してない、

執行率が足りない、少ないというところだから、ここはどういう内容が進んでなかったの
かお答えいただきたい。
○佐藤環境まちづくり総務課長

不用額の大きなところとしましては、その安全対策に係

る補助金でございます。予算としては２２５万円ほど、ポートを設置するときの安全対策
に対する補助金として予算計上していたんですけれども、これ３カ所分だったんです。そ
れが今回、二重橋前の１カ所ということで不用額が１６０万余出ております。
あと、もう一件は、これ、国から――あ、すみません、東京都から補助金をもらって、
それも財源として進めている事業でございますので、進捗によっては東京都に補助金を返
還しなきゃいけない場合も想定されます。その補助金の返還額として７５万円ほど予算化
しておったんですけれども、その返還には至らなかったということで、ここ、執行ゼロで
丸々７５万円が不用額となって、その二つが大きな要因として２４７万円ほどの不用額が
出ております。
○はやお委員

この事業については、後でやる放置自転車の億単位にかかるのと比べると

非常に過小な、まあ実質ベースで動いていると。ここのところで、先ほども課長のほう、
参事のほうでも話があったように、ここのコミュニティサイクルの一番のポイントは、ポ
ート設置と使用台数をどうやってふやすのかと、という点において、このポートが結局設
置できなかった。それによって不用額の２２５万出てしまったといったところについては、
ここのところ、先ほど答弁いただいているのかもしれないんですけれども、いま一度、も
う一つ、なぜ進まなかったのかお答えいただきたい。
○佐藤環境まちづくり総務課長

進まなかったという認識は我々ございません。ポートの

設置も順次行っていまして、２９年度末は６２カ所でした。前年度５７カ所から５カ所ふ
えているんですけれども、今年度になりまして、さらに今ふやしている状況で、ポート数
も今現在ですと７２カ所までふえております。今年度も引き続き、さらに事業者と協力い
たしましてポート設置に向けて努力していきますので、そこの部分では進んでるというよ
うな認識でございます。
○はやお委員

結局は、いろいろこれを調べてみますと、昨年の平成２８年度のときの、

ごめんなさい、間違えました。ここのところにおきまして一番確認したいことが、企業に
とって、ドコモにとっては、結局は、初期投資はうちでやりますよ、そして、自転車のお
金というのはふえてなければ今のところはあれなんでしょうけれども、この辺のところで
企業のメリットというのをどういうところにあって、これだけの、何というんですかね、
非常に効果はありますよ、コミュニティサイクルということで。どういうところに企業側
の、相手側からしたらメリットがあるのか、その辺はどういうふうに捉えているのかお答
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えいただきたいと思う。
○佐藤環境まちづくり総務課長

メリットは、端的に言えば、この１回当たり幾らですと

か、月に幾らですとか、法人会員だと幾らですとか、そういった使用料が企業に入ります
ので、それによって企業の収益というのが出てくるんだというふうに考えております。
我々、公共用地などを無償で提供してポート設置するような形で支援しておりますので、
それについても今後、無料でポート設置をできるような支援をしていけば、それによって
向こうも収支バランスがとれていくんじゃないかというふうに考えております。
○はやお委員

そうすると、企業に入る、入会することによっての金額が、千代田区の申

請というんですかね、管轄内で幾らぐらい費用として、というのが、適正に区の税金をど
れだけつぎ込む必要があるのか。また、ポートの設置について、今、先ほど参事のほうか
ら話がありましたように、いや、今後はもう利益がしっかりしていくことだから、そっち
でやってよ。もしくは、自転車のことについて、また古くなるわけじゃないですか。その
辺のところはどういうような話し合いになっているのか含めてお答えいただきたいと思う。
○佐藤環境まちづくり総務課長

すみません、その千代田区の管内で、今、ドコモの収支、

ちょっとすみません、手元に細かい資料がないので、総額幾らぐらいかかっているという
のはちょっとお時間をいただければと思うんですけれども、その役割分担として、今、千
代田区では８００台、自転車をそろえているわけですけれども、それについては東京都の
補助金も活用し、８００台そろえました。これももう事業開始から４年たっておりますの
で、古くなったり、壊れて使えなくなったりしている部分もありますけれども、その更新
ですね、オリンピック・パラリンピックに向けて、さらに増車するとか、ちょっと古くな
ったものを更新するとかというところの、自転車をそろえるときにどっちが負担するかと
いうのは今協議しているところですけれども、今９区連携している中でおのおの各区も考
え方はありますので、そこを整理しつつ、お互いの役割分担を考えていかなきゃいけない
なというふうに思っております。
○林分科会長

収入については、ちょっと、じゃあ調べて。後ほどで、よろしいですか。

ドコモの年度収入みたいな形でいいですかね、決算ベースの……
○はやお委員

それ全て、どういう感じの、何件とか。

○林分科会長

年度で１年間でどれぐらいの収入があるのか。

○はやお委員

そうそうそう、というのだけは調べてもらって。

○林分科会長

と、内訳。わかるんだったら。

○はやお委員

後でも。

○林分科会長

休憩しましょうか。大丈夫。

○佐藤環境まちづくり総務課長

今、ちょっと資料を取りに行きます。

○林分科会長

うん、はい。で、後で。で、続けて。

○はやお委員

はい。で、じゃあ、休憩。

○林分科会長

休憩する。

○はやお委員

いや、続けて。

○林分科会長

はい、そのほかのところで。

はやお委員。
○はやお委員

結局は、今おっしゃったように、今後もうオリ・パラが、２０２０がある
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と。そこになってきたら下降になるのかどうか。あと、どれだけの財源を投入しなくちゃ
いけないか、ここのところは結構大きい話だと思うんです。それで、本区だけではできな
い。今度は連携がどんどんふえていくといったときに、この本区だけの計画も必要でしょ
うし、その連携する区として早くやらないと、どれだけの財源を確保していかなくちゃ、
今はとりあえずドコモでやっていきますよ。でも、頓挫する可能性もあるわけですよ、採
算ベースが合わないとか。だから、そこはどういうふうにやって注視していくのか。そし
て、一番今心配しているのが、ここのところが、行政が関与しながらいろいろなさまざま
なデータ、個人情報に近いものがドコモのほうに吸い取られている。吸い取られているっ
て失礼ですが、そこのところに集中していくと。そして、絡めてドコモのほうがどこに何
があるかということを管理されている状況なんですけど、この辺のところの情報というこ
との観点に対して、どのように本区では考えているのか、そしてまた、連携のところでは
どういうふうにこの辺のところは押さえて、当然のごとくその情報公開、そのプライベー
トな情報をどうやってセキュリティしていくのかというのは、どのように考えているんで
すか。
○佐藤環境まちづくり総務課長

今後、その区の財源の入れ方につきましては、区として

も最終的には事業者が独立採算でやっていただいて、先ほど言いましたように、公有地の
ポートだとか、そういったところで支援していくというような形が一番いいかなというふ
うに考えております。９区の中でいろいろ検討会を立ち上げてやっていますけれども、あ
る区はコミュニティバスになぞらえて、ある程度、公共交通なので自治体が金銭的に支援
していくのは公共交通を確保するという意味でもコミバスと同じような形で財源投入して
いくのはやむを得ないだろうというふうに考えている区もありますし、逆に最初の初期投
資、自転車買いました、ポート設置しました、そこについては東京都の補助金も出ますの
で、３年間は何とかやっていきます。それ以降はびた一文出しませんという区もあります
ので、そういう中で千代田区の考え方も示しつつ、９区で余りばらばらな対応をとっても、
その連携自体成り立たない可能性もありますので、そこについては、区の方針をしっかり
固めて、議会のほうでもいろんなご意見をいただいて、しっかりとした方針、今後の方針
は決めていきたいというふうに考えております。
で、情報の観点から、確かにクレジットカードだとか、登録する際の個人情報的なもの
については、ドコモのほうで管理してるわけですけれども、そういったものの漏えいを阻
止するだとか、そういったことについては、今現在ではなかなかそこまで詳細な話をして
いるわけではありませんけれども、今言ったご指摘も踏まえて、その情報管理には万全を
尽くしていきたいというふうに考えております。
○はやお委員

今後、ここのところの事業は非常に拡大するであろうというのが推測され

るわけですよ。ですので、この辺のところをどういうふうにやるのか、指針なり計画なり
というのを立ててやっていかなくちゃいけないと思うんですけど、その辺のところがどう
いうふうにやるのか。あと、情報を含めて、ここのところが民間開放に近いような形でや
るわけですね。そうなってくると、政経部のほうの企画が今整理してくれるというところ
と照らし合わせて、指定管理のところもガイドラインができていくように、この辺のとこ
ろをきちっとね、同じ視点だということで整理していかなくちゃいけないと思うんです。
今回はそれに比べて、他の区が連携してくるというところで、煩雑さとか複雑さが出てく
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るだけに、この辺の整理は大至急にやらないと、お金の投入、そして、情報の漏えい、そ
してまた、どういうふうになっていくのかといったときに、なってくる。そこのところが
どうか。ちょっとお金を見ての話もしたいと思いますので、一応ここでとめておきます。
また別件、実はまだあるんですけれども、ここでとめておきたい。
○佐藤環境まちづくり総務課長

しっかりとした方針を持って計画を立てて進めていくと

いうのはご指摘のとおりだと思いますので、その辺はしっかりやってまいります。
○はやお委員

組織がなくなったのは残念だね。

○林分科会長

えっ。

○はやお委員

組織がなくなったのは残念だね。（発言する者あり）一元化のところに行

くんで。
○林分科会長

一元管理。

ほかにコミュニティサイクルのところでございますか。ない。ない。わかりました、か
ね。わかった。
では、休憩いたします。
午前１１時０６分休憩
午前１１時０７分再開
○林分科会長

それでは、分科会を再開いたします。

先ほどのＮＴＴドコモのコミュニティサイクル事業の収支についてです。
答弁の環境まちづくり総務課長。
○佐藤環境まちづくり総務課長

すみません、調べる時間をいただきまして、ありがとう

ございます。２９年度の収支報告、ＮＴＴドコモからいただいているものを見ますと、支
出が１億６,０９０万８,０００円ほどあります。収入が１億４,０７６万５,０００円ほどな
ので、差し引き２,０１４万３,０００円程度、今のところ赤字ということで収支報告をい
ただいてます。そのうち利用料収入については、１億４,０００万の中で１億３,０００万
ほどが利用料収入ということでございます。
○林分科会長

はやお委員。

○はやお委員

まあ、本区の中ではそうだと。また、あと経年のところ、本当はあと調べ

てもらいたいのは、どういうふうに、累積の赤字がどうなっているのか。で、ちょっとそ
このところが確認で、で、ドコモさんがそういう赤字の状態でそのままにしているわけな
いわけですよ。そうすると、どこにメリットがあるのかというところをきちっと分析して
いかないと、さっき言った、例えばデータ情報がビッグデータになるわけですよ。この辺
が何らかの形で使われるとか、そういうことがあってはならぬことですから、その辺の整
理をしっかりしていただきたいということで。
それと、あともう一つやらなくてはいけないことが、まあ、それは後で答弁いただきた
い。あともう一つあるのは、非常に私も車を運転するわけですよ。そうすると、赤い自転
車がぶわっと通っていくわけです。そこの安全性について、やっぱり環境まちづくりとし
て、道路を、道路管理者というのはどこだったっけ、道路管理者はそれぞれの区道であれ
ば千代田区で、それで、そういうところからの視点での安全性という点において、どのよ
うに今実態を把握し、考えているのか、そこをお答えいただきたい。そういうことを非常
に、これこそ二律背反するときもあるでしょう、道路整備がされてなければ。それで、今
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後どういうふうにやって考えていくのかというところについて、道路の整備計画含めて、
どんな話になるのかお答えいただきたい。
○林分科会長

大丈夫。

○佐藤環境まちづくり総務課長

このちよくる団体の事業で言いますと、事故はあります。

２９年度に関しては、２６件事故がございました。
○林分科会長

多いね。

○佐藤環境まちづくり総務課長

幸い死亡事故等はないんですけれども、今の状況で考え

ましても、事故率としては０.０００３５８％ということで、非常に率としては少ないん
ですけれども、ゼロにはならないということで、本会議でもご質問いただきましたけども、
しっかり保険は附帯して、その辺のけがの治療費ですとか、賠償に対する賠償金の確保で
すとか、そういうことは保険で附帯しているんですけれども、事故に対してはその程度と
いうこと、単体で考えると、まあそういうことでございます。それで……。
○林分科会長

続いて、はい、道路管理者。道路公園課長。

○はやお委員

あ、専門家だ。

○谷田部道路公園課長

やっぱりちよくる、私も昨年まで担当しておりましたけれども、

非常にやっぱりマナーがなかなか行き着いていないということがございます。どうしても
やっぱり歩道をかなりスピードを上げて走ったりとか、そういった状況もまだまだ見受け
られる状況もあります。道路上におきましては、今、自転車が走る走行空間の整備に向け
て取り組んでいるところでございますけども、なかなか区道上、それほど幅員がないとこ
ろでございますので、自転車レーンとか、それからナビマーク等、これは警察との協議を
しながら走行空間については整備を進めていきたいというふうに考えてございます。
○はやお委員

ということなんですね。お金の面も考えていかなくちゃいけない、事業の

単体もある。それでいながら、どんどんどんどんこのちよくるがふえていくとなると、今、
たまたま当面的な、暫定的な、パッチワーク的に言って、何か発生したら、それは保険で
やりますよ、それはもう当たり前の話なんですよ。でも、行政がこれを進めるべしという
ことになったら、確かに放置自転車の代替案として出てきたことかもしれない。でも、交
通ルール、こういう走行空間を確保していくという一方での環境整備をしなくちゃいけな
いわけですよ。その辺の折り合いを、メリット、デメリットが必ず対になってくる事業で
すから、ここのところをどうやっていくのか。そこでもう一度言いたいのは、組織が今、
総務課長がやっていますけれども、本当に今後の展開からしたときに統合的に確保、整理
をしていく必要があるんじゃないかと、この辺についてはどのように考えているのか。私
は、ここのところは重要施策にしておきながら、組織がなくなったということについて非
常に私は希有な判断だったと思ってるわけですよ。今後はどんなことで、どんどんどんど
ん課題がふえていく真っ最中に、都合で組織が変わるというところに関してどのように考
えるのか、お答えいただきたい。
○林分科会長

課長。えっ。

○はやお委員

えっ。ええっ、答えられるの、組織のことで。

○林分科会長

どっちの部長。参事でいい、参事。交通施策推進課というのがなくなりま

した。ところが、課題はどんどんふえてっています、今後の課題もどうしますかという組
織論なんですが。下向かれているじゃ――やってみますか。はい。
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環境まちづくり総務課長。（発言する者あり）
○佐藤環境まちづくり総務課長
○はやお委員

私に任せろって

○佐藤環境まちづくり総務課長
○林分科会長

組織的には課はなくなったんですけれども……
交通対策・監察係というのが。

係はある。

○佐藤環境まちづくり総務課長

新設の係ができまして、その放置自転車、道路観察的な

要素も含みますし、当課にはもともと占用係もありましたし、そういう意味で、いろんな
知見を係レベル、課レベルで集約して、今後の自転車を中心とした交通施策については環
境まちづくり総務課で発展的にこの事業、交通施策、交通対策について進めていきたいと
いうふうに考えております。
○はやお委員

ああそうって。いや、だから。はい。

○林分科会長

はやお委員。

○はやお委員

すみません。つまり係がやったって、それは前の課が係に行っただけなん

ですよ。そんな組織論なんて言ったってだめなんですよ。今度の拡張される事業について
どうやって抜本的に考えるかというところの話をどうしていくのかというところを言って
いるんであって、私は総務課がね、環境まちづくりの総務課が答弁する内容ではないと思
っています。だから、そういうのをどういうふうにやっていくのかということについては、
ここでは結論が出ないまでも、ここのところについてしっかり受けとめていただかないと、
組織の変更というのは非常に都合でやってもらっては困るんですよ。課長がいないからっ
て減らすとか、何々がいないからやるとか、そんな都合は、じゃあ、何だったんですかと
いったら、やっぱり勝手に職員定数減らしてきたからじゃないですかってまたなるんだか
ら、だから、そういうところについての行政サービスを、安定的、継続的に提供していく
ためにはどうあるかということを、本当に政経部含めて腹くくって考えてくださいよとい
うことを何度も言っているんですよ。その辺のところについてきちっと答弁いただかない
とね。
○林分科会長

どなたが答えましょうか。これはＡＩが取ってかわれる案件でもないと思

いますし。
○はやお委員

ＡＩ。

○林分科会長

お一方が言われているように。どなたか。

政策経営部長。
○清水政策経営部長

組織の問題ということで、総括的に先に私のほうからお答え申し上

げます。
ただ、組織とは申し上げましても、政策経営部だけが単独でこうしますということで事
業部の意見を全く無視して政策経営部が一括的に決めるというようなことは一切しており
ませんので、もちろんのこと、出発点は各事業部において事業部の課題を解決するために
は、どういう組織が翌年度好ましいかということを申し出てもらいながら全庁的に、最終
的に決めるということでございますので、そこだけはご理解をいただきたいと思います。
一方で、組織というものと人、そこで、組織の中で働く職員、そして、各事業部の課題の
解決というものは、これがセットであるということは常々はやお委員ご指摘のとおりだと
思っております。今後の課題の解決、それは環境まちづくり総務課だけの問題ではござい
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ません。全庁的にそれぞれの課題がありますので、組織について、あるいは職員について
引き続き今後ともできる限り、いい形で解決が図れるような組織体制というものを検討し
てまいりたいと思っております。
○林分科会長

はい。よろしいですかね。コミュニティサイクル事業につきましては。

そのほか、環境まちづくり総務費について。よろしいですか。
○はやお委員

また同じ結論を導こうというわけで質問するわけじゃないんですけど、放

置自転車対策について、ここも先ほど説明いただいた、事務事業概要４５ページ、主要施
策のところについては８８ページになると思います。そこで、まず基本的なところを確認
いたします。決算額の１億２,８００万、これの内訳についてお答えいただきたいと思い
ます。ゆっくりお願いします。
○佐藤環境まちづくり総務課長

一番大きいところが委託料でございます。コインパーキ

ングの管理ですとか、設置ですとか、そういったことを委託して進めているわけですけれ
ども、この委託料が１億１３２万９,０００円ほどございます。あともう一つ、大きいの
が、役務費で放置自転車の撤去作業にかかるものです。ある会社に撤去作業員とかトラッ
クとか込みで作業をお願いしているわけですけれども、この辺の経費、役務費について、
１,４９８万７,０００円ほどありまして、その他、光熱費ですとか一般需用費ですとか、
そういう細かいものがありますけれども、この１億２,８００万の大勢を占めているのが、
この委託料と作業をお願いしている役務費ということになります。
○はやお委員

わかりました。不用額が約１,９００万ぐらい出ているんですけれども、

委託料となると、年間ベースでやることだと思います。確かに撤去作業というのが、これ
がちょっと多少流動性があると思うんですけれども、この辺の差額が出てきた予算との差
異というのはどの辺が大きいのかお答えいただきたいと思います。
○佐藤環境まちづくり総務課長

委託料を、この辺、予算としてはコインパーキングを委

託して増設する予算等も予測して組んでおりますので、そこが進まなかった部分等ありま
して、委託料の不用額が１,０００万ほど出ております。その他、今言った役務費が２３
３万４,０００円ほど出ておりまして、あと、事務的な経費で２００万ほど出ております
ので、それらを重ねますと、１,９８７万４,０００円余の不用額ということになっており
ます。
○はやお委員

結局は最後、増設の場所なんですね。そこで確認したいのが、コインパー

キングの増設ということで、秋葉原の中央口を２１台分設置しました。それで、それぞれ
の何というんですかね、放置自転車の状況ですね。２８年度は何台で、２９年度は何台な
のか。書いてあるんですけど、ちょっとそこをもう一度答弁いただきたい。
○佐藤環境まちづくり総務課長

今の数字については、事務事業概要の５０ページの一番

下段の表ですね。主要駅の放置自転車台数の推移ということで掲載させていただいており
ます。秋葉原についてはワーストということで、２７年当時５８４台というふうに、かな
り多かったんですけれども、撤去やコインパーキング等の設置によって、現在では２８７
台、２９年度はそこまで減っているというような状況でございます。
○はやお委員

ちょっといろいろな数字があって、ここのところの下のところに、課題と

してって、平成２９年度の調査では、結局は３０５台に減少しました。３０５減ったとい
うことを言っているの、合うかな。
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○林分科会長

合わない。

○はやお委員

合わないよね。そうすると、だからどうなるのという。数字が合わないよ

ということ。
○林分科会長

事務事業概要と主要施策の成果の数字が。

○はやお委員

数字が合わないよということ。

○林分科会長

また数字が合わない。

○はやお委員

どこかで聞いた。

○林分科会長

予算書も合わなかった、財産調書も合わなかった、こっちの数字も、にな

ると。大丈夫、はい。
○佐藤環境まちづくり総務課長

失礼しました。今、私がご説明したのが自転車だけの数

字でございました。原付自動二輪含めますと、合計３０５台ということで、すみません、
ここの数字と合致しております。
○林分科会長

合いました。

○はやお委員

それで合ったのでよかったと思って。じゃあ、結局は秋葉原を見た際に、

ほかの自転車以外のやつを入れると、平成２７年で５９７台、そして、２８年で３０６台、
そして、２９年で３０５台、１台しか減ってないわけですね。だから、定点のとり方もあ
るんだろうと思うんですよ。これは１０月の現在ということなんでしょうけど、自転車の
これを打っておいたのが３０年か。えっ。開設が３０年だから、ここのところには効果が
出てないということなのか。はい、答えてください。
○佐藤環境まちづくり総務課長

すみません、主要施策の成果については、１０月調査と

いうことで、これは各自治体のその放置自転車の統計的な数字をとる際に、１０月の晴れ
の日のいつごろみたいなことで決めがありまして、そのときに調査をして、各自治体、こ
この駅には何台というふうに統計数字として出します。ここについては、事務事業概要に
ついてはその数字ということで、２８年、２９年、１０月の同じ条件の日で、確かにやっ
ぱり１台しか減ってないということで、この間の効果は限定的だったかもしれませんけれ
ども、今、はやお委員が逆におっしゃっていただいたように、この３月に増設した、その
コインパーキングの効果、また、地道な警告・撤去の効果等を積み重ねまして、今まさに
１０月になりますので、この調査の結果についてはまたご報告したいというふうに考えて
おります。
○はやお委員

まあここはね、そういう違いですよ。だけど、実を言うと、施策としては

売りにしてて、そして、この秋葉原のことを軽減すると言ってたら、遅くともやっぱり半
ばでやらなくちゃ、それと、１０月に定点でやるんならば、そう言っちゃいけない。やっ
ぱり行政マンとしてはさ、９月にやって、そして、減りましたって数字を見せるところが
心意気なんじゃないんですか。ここのところについて言うわけじゃないけれども、２９年
度については、そこであれだといって言いながらも、ここのところについて効果はどうな
るのか。また、３０年度の検証を１０月やることですから楽しみに待っておりますが、そ
ういうようにやりますよ、そして、今度は、結局は億単位のお金を放置自転車の対策でや
っているわけです。それが先ほどのコミュニティサイクルとも連動していく。このことに
ついてはどういう評価しているのか。ただ、この事業を推進するとかなんとかということ
はあるけれども、コストパフォーマンスということを含めて、どういうふうに今考えてい
１３

平成30年10月 2日 決算特別委員会 企画総務分科会（未定稿）

るのか。さらに追加をしていってやっていくんでしょうけれども、この辺を、またやっぱ
り委託業者に任せていくわけですよ。そして、ここのところについての、例えば民間にや
らせることのほうがいいのか、いや、こういうことについてのいろんなことについてはど
ういうスタイルでやっていったほうがいいのか、その辺のところについての検証とか、今
考えてないならば、今後考えるのはどういう節目で考えるのかお答えいただきたいと思う。
○佐藤環境まちづくり総務課長

今その放置自転車の関係については、撤去とか警告とか

行政処分にかかわるところなので、完全に委託化するというのがなかなか難しいと思いま
す。警察で駐車の、自動車のほうですね、取り締まりなんかは委託してやっていますけれ
ども、流れとしては、今そういう方向で検討しています。その条例を改正して、区が指定
したものにそこまでやらせることができるのかどうかというようなことで研究はしており
まして、流れとしては、この辺の作業については委託化できないかというふうに考えてお
ります。億単位のお金をここに投じるということで、区としてどこまでやるかというとこ
ろですけれども、今後、さらに駐輪場をふやすですとか、駐輪場の仕組みもわかりやすく、
使いやすくするということには心を砕いて、いろんなアイデアを考えていかなきゃいけな
いと思うんですけれども、ここにこれだけの巨額のお金を投資するということに関しては、
放置自転車、いろんなバリアにもなっていますので、そこはある程度やむを得ないのかな
というふうに考えております。
○はやお委員

予算概要のあらましのところで、２８年度については３０６台ということ

になっている。３０６台で、ここで、まだ順位がどこかのところで確認しているんでしょ
う。今現状、３０６台のときは何位だったのか。そして、やっぱりこれだけ今後のことに
ついては、さまざまな課題というのがある。今はこの委託をどこまで権限を任せるかとい
ったら、僕は環境まちづくり総務課だけでやるような内容ではないと思うんですけれども、
その辺を含めて何位だったのか、この辺をもう一度含めて、もう一回この放置自転車を含
めて、どうお考えかお答えいただきたい。
○佐藤環境まちづくり総務課長
○はやお委員

それはない……

ないって、ほら、ここね、秋葉原のほうの放置自転車台数といって、多分

これ最悪の、例えば秋葉原が平成２６年度で８７２台で１位というのが、ワースト１位と
いうやつだと思うんで、それが、ここのところで３０６台だったら、かなり改善されてい
るはずだから、何位になったのって。
○林分科会長

わかりますか、すぐ。休憩する。しますか。

はい。休憩いたします。
午前１１時３１分休憩
午前１１時３２分再開
○林分科会長

それでは、分科会を再開いたします。

ただいまのはやお委員の質問については、ちょっとお時間がかかるということで、その
ほか、放置自転車対策について。
米田委員。
○米田委員

先ほどの質問で、増設できなかった部分があると。まあそうだろうなと思い

ます。特に言いたいのは、神田駅と岩本町が結構、放置自転車がふえてるんですよね。増
設できなかったことだと思うんです。それもあると思うんですけど、年間登録されている
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自転車置き場がありますよね。これ、基本的には満車だと思うんですけど、どの駐輪場も
基本的には満車ですか。
○林分科会長

わかりますかね。

環境まちづくり総務課長。
○佐藤環境まちづくり総務課長

増設を図っていかなきゃいけないということはそのとお

りなんですけど、今設置されている年間登録については。
○米田委員

年間登録です。基本的には満車と。

○佐藤環境まちづくり総務課長
○米田委員

満車です、はい。

そうだと思います。ただ、この駐輪場によって、登録は満車でも、曜日とか

状況によっては結構がらがらとか、あいているときがあるんですよね。登録上は満車で仕
方がないかもわからないんですけど、結構その状況を見たときに、満車だったら、満席だ
ったら登録させないと思うんですけど、ちょっとそういうときにはもうちょっと申し込み
を猶予を持ってやってあげたりすると解消にもつながるとは思うんです。また、コインパ
ーキングも結構場所、私、見ているんですけど、なかなか難しいなと思いながら見ている
んですけど、その辺の来年度というのか、今年度と来年度の対策はどう考えていますか。
○佐藤環境まちづくり総務課長

今、定期利用の収納可能台数、原付も含めてですけども、

１,６００台程度。今、利用者というのが登録されている方ですけれども、ちょっと水増
しして２,２００人ぐらいの登録の方がいるので、常に満車にならないということを想定
して、各駐輪場については収容台数より多目の方を当選させているというような状況で、
それも一定の係数を掛けるということではなくて、かなりきめ細かく、ここはこのぐらい
いけるだろうというようなことで、担当のほうで積算してやっている状況なので、今いた
だいたご意見も含めて、いま一度、その辺も見直せるところは見直して、さらに使いやす
くしたいというふうに考えております。
○米田委員

あと、もう区民の方ではなくて、結構、通勤で利用されていて、会社の近く

が駅なんで、今の事情というか、それでやっていらっしゃる方もいらっしゃるんで、難し
いかもわからないんですけど、会社に駐輪場をちょっとお願いするとか、そういったこと
でかなり解消になると思うんですよね。その辺もちょっとやっていただきたいなと思うん
ですけど、いかがですか。
○佐藤環境まちづくり総務課長

国で策定した自転車活用推進計画も、やっぱり自転車通

勤みたいなのを推奨して、推奨するからには事業所内に駐輪場を設けてもらうというよう
な計画になっていますので、今も当然やっているんですけれども、引き続き、そういうと
ころも働きかけていきます。
○林分科会長

よろしいですか。

ほかに放置自転車の、よろしいですか。はい。
それでは、わかりましたら、休憩いたします。
午前１１時３６分休憩
午前１１時３７分再開
○林分科会長

それでは、分科会を再開いたします。

先ほど、はやお委員の平成２９年度千代田区予算の概要に、１４７ページにありました
順位についての答弁。
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○佐藤環境まちづくり総務課長

すみません、たびたびお時間いただいて。

２７年度秋葉原５９７台、ワースト２位ということで、この駅前放置自転車等の現況と
対策、東京都で出している調査、ベスト１０だけ出しております。２７年度は２位だった
んですけど、２８年度はその１０位以降でランク外になって、まあ減っているんですけど
も、その後ふえている傾向もあるんで、さらに頑張っていきたいというふうに考えており
ます。（発言する者あり）
○林分科会長

１０位以下だったと。

○はやお委員

以下だった。

○林分科会長

以下だったと。はい。よろしいですか。それでは、放置自転車対策。

では、そのほかのところで、どうぞ、小枝委員。
○小枝委員

ちょっと、枝の話で申しわけないんですけど、６番の地域交流費というとこ

ろなんですけれども、５０万円の予算を組んで、２３万９,０００円を使いましたという
ことになってるんですが、この内訳というか、あるときからスタートした予算だと思うん
ですけれども、どんな、まず予算立てで、どんな執行になっているのかということを教え
てください。
○佐藤環境まちづくり総務課長

地域交流費、各部に交際費としてついているんですけれ

ども、ほかの部も統一的に予算としては部で５０万というふうになっていると思いますけ
れども、２９年度決算、環境まちづくり部では２７件ですね、いろんな団体の総会の参加
費ですとか、交際費ですので、その懇親会ですとか、そういったものに対して５,０００
円とか１万円とか、会費として出しているんですけども、その２７件の積み上げが２３万
９,０００円ということでございます。
○小枝委員

環境まちづくり部として、この会合は職務上行かなければならない、部長で

あったり、課長であったり、係長であったり、あるいは係員であったり、そういった人た
ちの参加費ということですね。千代田区の場合、ホテルでの会合が多いですよね。こうい
うのは単価を幾らぐらいというふうに考えているんでしょうか。
○佐藤環境まちづくり総務課長

一応その招待状には会費を書いてほしいということでお

願いしていて、書いていない場合には、ちょっとマナー的にどうかとは思うんですけど、
電話して会費幾らですかというのはお聞きして、２９年度ですと、最高が２万円、最低が
３,５００円程度のもありますけれども、大体５,０００円とか１万円とか、この辺、常識
的に逸脱しない範囲で執行しているというふうに考えております。
○小枝委員

この制度ができたのというのは、いつごろからでしたかね。当初はなくて、

自腹だったり、あるいは別のやり方をしているということで、この制度ができたと思うん
ですけれども、その辺の歴史はわかりますか。
○林分科会長

わかりますか。財政課になる。わからない。

○佐藤環境まちづくり総務課長

全庁的に、どちらかというと、その、要は、今、小枝委

員おっしゃったように、義務的にいくところに対して、自腹を切っていたようなところを
是正しようということで、各部５０万ということで創設されたんですけども、正確な年次
は今、資料がないんですけれども、平成十四、五年とか、その当時だったというふうに考
えております。
○林分科会長

石川区政になってからと。
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○佐藤環境まちづくり総務課長
○林分科会長
○小枝委員

よろしいですか。
はい。

○林分科会長
○小枝委員

ほかに、１目の環境まちづくり総務費、よろしいですか。
はい、ごめんなさい。

○林分科会長
○小枝委員

あ、そうそうそう。

まだある。小枝委員。
７番の環境まちづくり総務一般事務費の執行率、非常に低いわけなんですけ

れども、大体どんなことに使ったかを。調査項目などあったら、それはとりたてて言って
いただきたい。
○佐藤環境まちづくり総務課長

一般事務費の中には、その部内の研修経費ですとか、あ

と、大きなところでは、やはりコミュニティサイクル、今、例えば庁内の職員が出張所に
出向いたり、出張所の職員がこちらに来ていただくときに、公共輸送機関を使ってほしい
ということでＰＡＳＭＯも配って地下鉄に乗ったり、風ぐるまに乗ったりするんですけれ
ども、自転車もいいよということで、各部に環境まちづくり部のほうで一括して法人会員
になりまして、それを各部に配っているというような経費がありまして、その経費が２４
０万ほどあります。一般事務費ですので、要は、何というんですかね、そのセイカツ費的
なところがあるので、予算額としてはなくならないように、困らないようにということで、
若干多目に積んでいるところがありますけれども、節約しつつやっていますので、かなり
不用額が出るということでございます。（発言する者あり）
○林分科会長
○小枝委員
○林分科会長
○小枝委員

はい、小枝委員。セイカツ費というのも、ちょっと。
すばらしい答弁だと思うんですけれども。
どっちのセイカツ費。
きょう、やりとりを聞いている中で、例えば保育園なんかは来年のこのエリ

アにはこれだけのマンションで、これだけの世帯数、子どもが発生するだろうということ
を予測しながら、できるだけ後手後手に回らないようにというようなことをしているんで
すね。それと同じことがこの環境まちづくり部にとっても、そういう後追いでもうとにか
くつくるというだけではなくて、どんなにつくろうと思ってもエリアのキャパシティーに
限界があるわけですから、その交通政策が全て後追いになるといろいろなところが行き詰
まっていく、あるいは危なかったり、渋滞したり、事故がふえたりというようなことにな
ってしまうので、こういう、逆に政務活動費ではないですけれども、もっとしっかりと調
査をかけていくべきなんじゃないかなと、交通政策全体についての調査ですね、事前調査。
ここはかなり厳しいところが出てきてるよというのは、住宅の今後の予測、保育のほうは
把握しているんですよ。そういうことをやっぱり把握しながら、ある程度危険でないまち
をつくるための予測調査というものをちゃんと、逆に公費を使って公式にやっていくとい
うようなことはここではできないんでしょうか。
○佐藤環境まちづくり総務課長

一般事務費の中にコンサル経費、ここに積みますと、余

り表に出ない、隠れちゃうような形でご批判もありますので、ご指摘の事業、我々もこと
し、多少の経費をかけて交通施策の、要は千代田区の交通事情について調査しようという
ところで取り組んでいるんですけれども、それはかかったとしても１００万未満というと
ころなので、そこは今ご指摘の範囲までできるかわかりませんけども、やっていくつもり
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です。今ご提案いただいたようなところ、もう少し拡大してやっていくのは、これも検討
して、必要だということになれば、きちんと予算書にも事業項目を出して、そこに例えば
コンサルになるか、調査経費ですね、３００万とか５００万とかの予算をお願いして、必
要に応じて取り組んでいければというふうに考えております。
○小枝委員

確かに今、平成３０年執行中ですけれども、おっしゃることは、行政の手

順・手続としてはそのとおり、予算項目を出していくべきであろうと。けれども、年々、
年度途中でも必要が、発生する場合もありますし、かなり今の首都高のあり方の交通変化
のこともあるし、どう考えても千代田区というのは道、地下道をつくらない限り上の道を
広くするというのは、やっぱりどう考えても困難な中で上物がふえてきているので、そこ
ら辺は一年送り、一年送りでやっていくと、やっぱり厳しいところもありますので、年度
の中でも協議・調整しながら、できるだけエビデンスをしっかりと持ちながら次の政策展
開をやっていくというようなことは、ちょっと決算事項というふうに考えると少し出てし
まうかもしれませんけれども、決算をやりながら予算を考えていくという意味では、ぜひ
そういう方向性で、節約節約ということだけではなくて、むしろ戦略的に取り組んでいく
と、仕掛けていくと、問題意識を見えるようにしていくというようなことでのお考えはい
かがですか。
○佐藤環境まちづくり総務課長

交通施策、交通対策を考える上で、今ご提案の事業とい

うのは必要だというふうに考えております。戦略的にやるに当たっては、その一般事務費
じゃなくて、やはり事業化をして、財政課にも予算要求をして、説得をしてできるように、
そういったことも検討してまいりたいと思います。
○林分科会長
○小枝委員
○林分科会長

よろしいですか。
はい。
はい。それでは、１目の環境まちづくり総務費、調査を終了してよろしい

ですかね。はい。
それでは、２目の環境保全費２００ページから２０３ページまでの調査に入ります。
説明は。
○夏目環境政策課長

それでは、環境保全費につきまして、主要施策の成果に記載の事業

についてご説明いたします。
初めに、決算参考書２００ページの環境保全費の１番、環境保全意識周知の中の（３）
ちよだミツバチプロジェクトについてでございます。主要施策の成果８９ページ、項番６
８をごらんください。
こちらの事業は、区内で養蜂活動を行い、養蜂を通じて環境学習や環境教育を行う団体
に対して、その活動に要する経費を補助する制度でございます。予算は１団体当たり最大
１００万円、３団体分で３００万円に対しまして、執行額が１団体１００万円で、執行率
が３３.３％と低調でございました。執行率が低かった理由ですが、制度利用の要件とし
まして、本制度を利用して養蜂を行う場合には、地元町会等に対する説明をお願いしてい
たところ、これをちゅうちょして制度利用しなかったところも幾つか見受けられた点が挙
げられます。制度利用に関する相談自体は５団体ありましたが、結果として１団体のみの
補助となりました。
次に、環境保全費の３番、ヒートアイランド対策の推進の中の（２）クールスポットの
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創出でございます。使用施策の成果は９０ページ、項番６９でございます。
この事業は、ヒートアイランド現象の緩和や東京２０２０オリンピック・パラリンピッ
ク競技大会に向けた暑さ対策のために、人々が涼み憩うクールスポットの創出を推進する
事業でございます。平成２９年度は、ドライ型ミストの効果検証や有効性のＰＲを図るた
め、牛込橋交差点と有楽町駅前広場で実証実験を行いました。実証実験のアンケート結果
では、ドライ型ミストに対する好意的な意見が多かったため、この結果を踏まえ、本年度
につきましては公園４カ所、駅前１カ所にミスト装置を設置したほか、区内事業者がミス
ト装置の設置をする場合の補助をするなどの事業を実施しているところでございます。
次に、環境保全費４番の地球温暖化対策の推進についてでございます。こちらにつきま
しては、執行率の低い（２）新築建物の事前協議制度について簡単にご説明いたします。
主要施策の成果９１ページ、項番７０をごらんください。
こちらの新築建物の事前協議制度は、平成２８年１０月に開始した制度で、建物の新築
の際に省エネ設備の導入などについて事前協議を行い、当該建築物を建築物省エネ法に定
める省エネ基準よりも３５％以上の省エネとするようお願いをしておりまして、そのイン
センティブとしてＣＯ ２ 削減量１トン当たり２５万円、上限１,０００万円を補助する制度
でございます。こちらの事業は、予算額４,４４４万７,０００円に対しまして、支出済額
が１,２３２万円で、執行率が２７.７％となっております。執行率が低かった理由ですが、
予算４,４４４万７,０００円のうち、４,０００万円が助成金の予算となっているところ、
助成件数が１件、執行額が８００万円と助成金の執行が低調であったことによるものでご
ざいます。この助成金につきましては、工事の着手前に交付決定をしまして、工事完成後
に交付するということにしておりまして、交付決定と予算執行にタイムラグがございます。
平成２９年度は、制度創設直後で、工事完了件数が少なかったため、執行率が低くなった
というふうに考えております。昨年度以降、基準を満たす建物も徐々に出てきております
ので、今後は順次、助成件数がふえていくものと見込んでいるところでございます。
次に、決算参考書２０２ページ、環境保全費の５番、建築物の省エネ化のあり方検討に
ついてでございます。主要施策の成果９２ページ、項番７１をごらんください。
この事業は、今後、区内に一層の省エネビルを普及していくために、ＺＥＢの建設例や
採用技術、建物の用途別の省エネ対策などを調査・整理するとともに、区内におけるＺＥ
Ｂの普及に当たって、どういったレベルを目指していくべきかなどを検討いたしました。
検討結果の中では、千代田区におけるＺＥＢの実現可能性について、１００％のＺＥＢを
達成するためには、太陽光発電などの再生可能エネルギーの導入が必須ですが、本区では
立地条件の制約があるため、現時点では建物の省エネによる「ＺＥＢ

Ｒｅａｄｙ」、こ

れは省エネだけでマイナス５０％ということになりますが、こちらへの取り組みが現実的
であるという結果も示されておりまして、本年度以降、こうした内容を踏まえて、今後の
省エネビルの普及策について検討していきたいと考えております。
最後に、環境保全費、６番の樹木の再活用の検討についてでございます。主要施策の成
果は９３ページ、項番７２でございます。
この事業は、これまで樹木の維持管理で回収された枝や幹などをチップ化して有効利用
してきましたが、新たな活用策について検討したものでございます。平成２９年度は、環
境イベントで活用可能なコースターやスマホスタンドを試作いたしました。試作したコー
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スターやスマホスタンドは、イベントの際に参加者に自由に絵を描いていただくなどして
オリジナルコースターづくりなどをしていただいたところです。木材を通じた環境意識啓
発にも資することができたと考えておりまして、こちらとしては有効活用できたというふ
うに考えております。
なお、執行率が３８.３％と低調でしたが、予算上、新たに供給される木材の運搬、保
管料を計上していたところですけれども、新たな供給がなかったため、当該経費が未執行
となりました。
説明は以上です。
○林分科会長
○小枝委員

はい。それでは、調査に入ります。ある。
まず、すみません、全体に環境保全費の全体執行率が５２.８５％というこ

とで、監査委員からの指摘では、執行率が８４.３％になって、前年度よりもさらに下が
ったという評価がありましたけれども、その中でもさらにさらにさらに低いという状況に
あるわけなんですけれども、その幾つかの項目については、かくかくしかじかですという
説明を今いただきました。で、体制面においてちょっと、まあ伺いたいというか、その今
の現状について、なかなか予算、思ったように進まないという状況についてどう考えてい
るかということをまず伺いたい。
○夏目環境政策課長

環境保全費につきましては、ご指摘のとおり予算執行の執行率が非

常に低調ということで、そこはそういうふうに受けとめております。環境保全費につきま
しては、先ほどもちょっと触れましたけれども、新築建物に対する、その助成金ですとか、
既存の建物に対する省エネ助成ですとか、あとは昨年度も執行率が低いということでご説
明をしたヒートアイランド対策の助成金、そういった助成金がかなり予算上大きな割合を
占めております。助成金の予算を編成するときには、やはり前年度の執行率ですとか、そ
ういったことも参考にするんですが、申請があって交付決定をするときに、お金がないと
やはり執行できませんので、ある程度過去の実績も踏まえて少し余裕を持った予算を積ん
でおります。ですので、結果として、その補助金の執行が少ないと、そこがダイレクトに、
割合が大きいものですから、そこはダイレクトに執行率に反映されて低調になるという実
態がございます。ですので、助成金につきましては、年度間の差というのも結構あります
ので、そういった形の予算編成はちょっとやむを得ないかなと思っておりますが、一方、
事業で執行しているものについては、そこはある程度の予算執行はあります。ただし、例
えば生物多様性、ちょっとこちらから触れてしまって申しわけないんですが、生物多様性
の予算執行については、昨年度は８４％、今年度４１％ということで、半分ぐらいの執行
率、執行率の比較で言うと半分ぐらいやっています。これはたまたま委託料という契約差
金が大きく出てしまったとか、そういった事情もありますので、各事業ごとに理由は異な
りますが、事業に関しては予算をきちんと使って効果を出していきたいというふうに考え
ております。
○小枝委員

大変地味でもいいお仕事をたくさんなさっていることは評価をしていますけ

れども、数字の問題だけではないとは思います。ただ、その体制として、非常に気になる
のは、千代田区というのは細々とした環境団体がいっぱいあるんですね。一体どの団体が
どれをチェックしているのかと非常にわかりづらい。でも、環境というのは全部横、連な
りを持っているので、本当だったらば一つ、千代田環境未来会議みたいなものがばちんと
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あって、それがいろいろな各分野の、この方はＣＯ ２ の専門家、この方は生態系の専門家、
そういう方たちのブレーン会議みたいなものが、で、都市計画のマスタープランの中にも
環境の先生はいらっしゃるんですよね。そういう方も入っていて、全体を見通して、その
判断、まあ、はやおさんの言い方じゃないけど、ストップ・ゴーがかけられるような、そ
ういう会議体が何かないんですよね。ないかどうかというのをちょっと考え、判断したい
ので、その環境関係団体というのが幾つあって、それは一体この予算づけで言うと、どれ
に対する影響力を持っている団体なのか、そこをちょっとわかりやすく説明してください。
○林分科会長

答えられますか。環境整備協議会も環境ってついているけど、そこまでは

入らなくて、この環境保全費にかかわる。
○小枝委員
○林分科会長

保全費にかかわる。
団体。だったら、わかりますか。

○夏目環境政策課長

団体というか会議体も含めてちょっとお話をさせていただきますと、

まず、地球温暖化対策地域推進計画等の進行を管理しています、地球温暖化対策推進懇談
会というのがございます。
○小枝委員

ちょっとゆっくり。

○夏目環境政策課長

はい。そちらは予算事業で言いますと、環境モデル都市関連事業の

ほうで執行しております。
○小枝委員

ちょっと待ってね、メモをとれないから。

○夏目環境政策課長
○小枝委員

推進懇談会がどれですか。

○夏目環境政策課長
○小枝委員

地球温暖化対策推進懇談会ですね。
予算では環境モデル都市関連事業というところになります。

環境モデル都市ね、はい。

○夏目環境政策課長

それから、生物多様性のところで、生物多様性推進会議というのが

ございます。
○小枝委員

はい。

○夏目環境政策課長

外部の人が入る会議体についてはその二つになっておりまして、あ

とは大学連携会議ですとか、そういった細々したものは結構ございます。そのほかに。
（発言する者あり）そのほかに、こちらのほうで、環境政策課のほうで補助金を執行して
おりますのが、千代田エコシステム推進協議会ということでございます。
○小枝委員

この環境保全費の範囲内で言うと、今の１、２、３ですね。で、通常もう少

し、先ほど申し上げたようなまちづくり都市計画における専門家集団であるとか、それか
ら清掃協力をしているリサイクル団体であるとか、そういうのも通常の行政縦割りの中で
はなくて、環境関連になってくるんですね。その環境というのは、そういう意味で環境ま
ちづくり部というふうにしたんではないかと思うんですけれども、ここをそれぞれが学識
経験者の先生方が入っていて、縦割りの中のさらに細部の縦割りになっているという状態
にあるような気がするんですけれども、問題意識のところだけでいいんですが、非常にこ
ういった環境事業を推進していくに当たって、こういった民間知識、知見をいただくこと
であるとか、それから、民間団体を育成することであるとか、非常に重要だと思うんです
けれども、そこら辺がもう少しすっきりとした一つのこう何というか、総知恵の、あらゆ
る知恵を連携、集めながら判断していけるような、また、そういったエビデンス、調査も
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かけていけるような、そういうふうな会議体のあり方というのは内部で検討したことはな
いですか。
○夏目環境政策課長

今のお話につきましては、恐らく予算のときか、すみません、昨年

の決算のときもお話をいただいたかなと思います。委員おっしゃるとおり、環境に関して、
あらゆる分野を見渡して大きな判断をしていくという会議体があることは望ましいとは思
っています。ただし、環境の分野に関してはかなり専門分野が細分化しておりまして、例
えば生物多様性のことを専門にされている先生が、気候変動の今回話題になりましたが、
適応策についても考えていく場に参加するのがいいのかどうかとか、それは悪くはないと
思うんですが、効率性の面ではどうなのかなというところも考えなきゃいけないと思いま
す。ですので、ご提案、ご意見いただいています、その大きな判断をする会議体というよ
うな必要性は感じておりますが、実際にそういった会議体を組織していく場合には、どう
いう人を選んでいって、どういうふうな運営をしていってというのはちょっと研究しなき
ゃいけないなというふうに考えております。
○小枝委員

いろいろ進んでいく上で、本当だったら環境というのはいいことで、未来を

みんなで希望を持って取り組むべきことなんですけれども、ちょっとこの間、行き違いが
多かったりするので、ぜひ検討していただきたい。ヒートアイランドにしても、生物多様
性にしても、まちなみ、樹木の効用についても、これは大体、自転車を使うのだってエコ
だと言っているわけですから、その環境のあり方というところをしっかりと、新たに誰か
を入れていくというのではなくて、もう千代田区のことを知り尽くした、もうこの２０年、
３０年の中で、本当によくわかっている方というのはいるんですよね。行政はちょっと、
あんまりいろいろ言われるとうるさいというんで切ったりしてきているんですけれども、
過去にもね。余りそういうふうにしないで、本当に石川幹子先生とかね、あんまり名前を
挙げてはまずいかもしれないけれども、いろいろな、いろんな知見をいただいているよう
な、さまざまな方々を、やはり生物多様性の先生も非常にいい先生ですよね、と思います
けど、そういう方たちの知見、議会も大事だし、行政も一生懸命やっている。だけれども、
やっぱり専門家集団の中にもう少しトータルに俯瞰して見られる会議体が必要であると。
これはもうあんまり行ったり来たりをしてはいけないので、そこのところは、ぜひ課題と
してこの際受けとめていただいて、そうすると、区有施設に例えば環境的なものを入れる
としても、いや、エコセンターだからエコセンターじゃなきゃいけないじゃなくて、やっ
ぱりこの施設だってエコのコーディネートしていかなきゃいけないとか、そういう視野が
広がるんですね。今、非常に細い細い、みんな本当に小枝の状態になっているので、幹に
ね、もっと大きなものに……
○林分科会長
○小枝委員

森に。
まあ、そう、大森になっていただかないと、なかなかみんなが本当に笑って

暮らせるまちにならないので、ぜひご検討いただきたい。（発言する者あり）
○林分科会長

どなたが答えるの。課長で、まあ頑張りますか。

○夏目環境政策課長

ご意見いただきまして、その環境分野は細分化しているとはいえ、

やはり特に環境に関する施策、事業に関しては、地域特性に応じたという施策を打ってい
かなきゃいけないかなと思います。そういう意味では、千代田区のことをご存じの方にご
参画いただくとかというのは大事だなと思っておりますので、そういった大きな判断をす
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る会議体、ちょっと今はまだ具体的にイメージができるものはありませんけれども、そう
いったものを課題と受けとめて、ちょっと研究をさせていただきたいと思います。
○林分科会長
○小枝委員
○林分科会長

よろしいですかね。
はい。
これで環境保全費を終わるわけではない。（発言する者あり）いっぱいあ

りますよね。
では、休憩をいたします。再開は１時１５分再開で。
午後０時０６分休憩
午後１時１５分再開
○林分科会長

それでは、企画総務分科会を再開いたします。

午前中に引き続きまして、決算参考書２００ページから２０３ページ、２目の環境保全
費の引き続き調査です。
委員の方。２００ページから２０３ページ。
○はやお委員

２００ページから２０３ページね。

○林分科会長

環境保全費。

○はやお委員

はい。ヒートアイランド対策の推進の中の（２）でクールスポットの創出、

いいですかね。事務事業概要７０ページで、主要施策の成果が９０ページになると思いま
す。よろしいでしょうか。基本的なところを確認したいと思います。決算額が１８３万６,
０００円余、この内訳についてお答えいただきたいと思います。
○夏目環境政策課長

ヒートアイランド対策の推進の中のクールスポットの創出の決算額

の内訳ですが、まず、ドライ型ミストの実証実験の業務委託、こちら牛込橋の分になりま
すが、こちらが１５９万１,７６８円です。そのほかに、区内一斉打ち水におけるドライ
型ミスト設置運営、これは庁舎前で打ち水イベントをやったときにドライ型ミストを短期
で置いたものですが、こちらが２４万５,１６０円です。
○はやお委員

まあ、そうなりますと、不用額については、ちょっとわからないのか、引

きゃいいんでね、まあ、あと、まあいいです。このドライ型ミストの効果検証ということ
をされて、ここの主要施策にも書いてあるんですけれども、いまいちちょっとここら辺の
ところを、どのような実証結果、実験してメリット、デメリットがどうあったのか。ちょ
っとデメリットの部分が少ないので、メリットばっかりしか書いてないので、そのデメリ
ットを中心にお答えいただきたい。
○夏目環境政策課長

まず、すみません、昨年度、牛込橋周辺、牛込橋と有楽町駅前両方

アンケートをとったんですが、牛込橋周辺のアンケート結果では、ミストはヒートアイラ
ンド現象の緩和に有効かという問いに対して、「そう思います」というのが約９割。それ
から、区はミストを普及させるべきですかという問いに対して、「そう思う」というのが
約８５％というような結果が出ております。こちらについてはメリットというか期待する
ご意見だったというふうに受けとめております。一方、デメリット、すみません、特段ア
ンケートの中で否定的な意見というのはなかったんですが、ヒートアイランド対策として、
そのミストを使って気温を下げるということに関して、やはり電気を使うということに対
しては否定的な意見が散見されたというのはございました。
○はやお委員

我々のほうの議会報告、そして、広聴活動の中で、このドライミストにつ
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いての話があったのが、和服を着ている方が、やはり水がかかるということに関しての否
定的な返事もいただいたんです。だから、そのように、必ずしも全部がオーケーではない。
そこの、実は反対する中にまた改善もあるのではないかというふうに思ったので、そこを
確認をして。あと、そこはどのように、そんな意見がもう少しあったのかどうか、もう一
度確認したい。それと、先ほどの、またここも委託で全てのことを確認しているわけです
よ、この実証実験ですね。ほとんどが、１５９万１,０００円というところが委託でかけ
て、実証検証してると。その中で、結局はどういうふうに職員がかかわって、このところ
についてのゴー・ストップをかけているのか。この辺をどのように留意しながら、この委
託業者を活用しているのか、ちょっとその辺のところをお答えいただきたい。
○夏目環境政策課長

まず、反対の声の中で、やはり衣服や肌がぬれることに関して、必

ずしも心地よいというふうに答えた方ばかりではありませんでした。数％は不快だという
ことで答えた方がいらっしゃいました。今後、そういった声をどうやって反映させるかで
すけれども、やはり例えば人がたまるところにも全面にミストをやるんではなくて、人が
歩かざるを得ないところはちょっと外すとか、例えば道にやる場合、道にやる場合にはい
ろいろ制約がありますので、道に置けるかどうかというのはありますけれども、対面通行
で道路、車道を挟んで歩道が両側にある場合に、両側にミストなんかを置いてしまいます
と必ずかかってしまいますので、やっぱり一方はあけておくとか、そういったような配慮
が必要かなと思います。
それから、こちらの委託事業に関してのゴー・ストップということで、まず、場所の選
定に関しては当然、区のほうで調整をしたんですが、基本的には、この、特に牛込橋のほ
うでやったときには、ミストを借りるお金と、あと、そこに警備員を置いてミストの運転
時間をずっと見ていただいていたというのがございます。ですので、そういった安全配慮
に関しては、区としては指示をして、そういった形でミストの運転をやっていたというこ
とになります。
○はやお委員

そうですね、やっぱりデメリットの話が出てくると、そのデメリットとい

うわけではないですけれども、そこの課題というのが出てくると、先ほど言ったように和
服の方にそのミストが当たらないようにどういうふうに配置するか、そういう課題が出て
きたって、今お聞きしてわかるというところだと思うんですね。こういうところがきちっ
と成果と課題というところできちっと押さえていっていただきたい。そしてまた、一緒に
ゴー・ストップというふうに言ったのが、こういうノウハウが、職員のほうにノウハウが
たまっていき、そして、委託業者に対して、きちっとこういうふうにするべきだ、こうい
うふうにやめるべきだというところが言える体制をつくっていかないと、今ないにしても、
またそのノウハウをきちっと蓄積できる体制をつくってもらいたいと思うんですけど、そ
の辺の蓄積という点についてはどうでしょうか。
○夏目環境政策課長

今回の事業に限らず、その委託をするときには、委託を組む、委託

を検討する段階で、やはり仕様について非常に細かく検討します。ですので、まずその検
討をする段階でも、過去の事例等を配慮して、考慮して細かな仕様を組んだ上で、実施し
た上でも、そこを振り返って、やはり課題の整理が必要かと思います。そういったことを
積み重ねることによって、やはり区として委託先に全部任せるのではなくて、コントロー
ルするというのが大事だというふうに考えております。
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○はやお委員

まあそうだと思います。ですから、しっかりと委託を進めて、活用せざる

を得ない状況もあるんですけれども、必ずそのノウハウを蓄積できる体制づくり、そして、
チェックする体制を全庁的にも、多分、今度は企画課長を中心にしながら、その辺のとこ
ろも整理されるんだろうと思います。
で、ここの事業実績、９０ページの、この主要施策の９０ページの検証結果のところに、
先ほどの話、好意的な意見が９０％あったよ。この設置希望に対する場所について、この
ようにあるんですけど、ここ、いま一つ、結果と中身についてお答えいただきたいと思い
ます。
○夏目環境政策課長

こちら設置を希望する箇所について、問いとしては、区内のどのよ

うな場所に設置をするのが効果的でしょうかというようなご意見を伺いました。選択式で
すが、一番多かったのが「駅前」、こちらが５５％程度、次に「公園」、こちらが４６％
程度、それから「交差点付近」、こちらが約４０％、そのほかに「商店街」ですとか「バ
ス停」ですとか「学校」「商業施設」、こういったところが挙げられております。
○林分科会長

学校って。学校、どうぞ、はやお委員。学校のほうが大事だよね。

○はやお委員

ちょっと今、大半が駅前、交差点も入るのか何だかよくわからないんです

けど、「駅前」という点で５５％、約、そして、「公園」ということで４６％というと、
もうここでほとんど、その中の希望の場所、複数可ということもあるんでしょうけれども、
多いということがわかりました。だからこそ、公園に４カ所、実験でさらにやったという
ことなんですね。もう一度そこのところをお答えいただきたい。
○夏目環境政策課長

今年度につきましては、区内の公園４カ所と駅前で１カ所を実施を

しております。昨年度のアンケートの結果も踏まえた対応というふうに考えております。
○はやお委員

そこなんですね。やっぱり区民のニーズ、広聴活動をしてみると、そこに

区民の人たちがあると。そういうところからしたときに、公園の一つである外濠グラウン
ド公園、総合公園、ここについてはミストをつけるとかつけないとかという意見は、お考
えはあるのかどうか。
○夏目環境政策課長

今回、外濠公園はこの検討には入っていなかったわけですが、今後

の整備の中でつけられるようであれば、環境政策課としてはつけるべき対象には入るかな
というふうに考えております。
○はやお委員

ということなんです。それで、結局はこれだけの広大な、例えば野球場で

すよ、そこがヒートアイランド対策という点においては、あそこがもし人工芝にするとか
しないとかという議論をするんじゃないんですよ。あくまでもヒートアイランド対策とい
う視点において、そこを人工芝にして、７０度から８０度になるという結論が出てる中で、
この点について、公園についてはミストにして環境を整えてくれという話が多いわけです
ね。それで、今言いましたよ、ミストをつけるということがあったらば検討したいと。そ
うすると、人工芝にするということは真逆な話だと思うんですけど、その辺については庁
内でどんな話があるのかお答えいただきたい。
○夏目環境政策課長

外濠グラウンドに関してのヒートアイランド対策ということで、昨

年度、地球温暖化対策第４次実行計画事務事業編の中では、区有施設については緑化など
のヒートアイランド対策を推進するというふうにいたしました。外濠公園においてもこの
対象に入りますので、緑化等のヒートアイランド対策を講じることは基本です。おっしゃ
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られるとおり、芝とか緑に関してはヒートアイランド対策効果が高いことは確かです。た
だ、外濠公園に限らず、それが難しい場合があった場合には、ヒートアイランド対策につ
いては幾つか方法がありますので、さまざまな方法を組み合わせて対応していくことが可
能かなというふうに考えております。
○はやお委員

まあね、もうちょっとここのところはもう前回もやっているんで、つまり

何かといったら、区民のニーズもそこにあるんですよ。集まる憩いの場、みんなが集うと
ころについては、やはり涼しい環境を整えてもらいたいわけですよ。それで、確かに次世
代の行動計画の中においても、今回出たのは４次でしたっけ、３次においてもそこが対象
だったと。４次については完全な、明快な言葉はしていないけれども、先ほどの答弁をい
ただいたように、ヒートアイランド対策の公共施設ですから多様なんだという中でのこと
をしっかりと検討していただきたい。
まあ、これ以上言っても、また私は今回、資料要求していますから、文化財という視点
の中でのまた話をせざるを得ないんですけれども、この辺のところが、怒るとかなんとか
ではなくて、何度も言っているのは、当たり前のことを当たり前に行政マンはやってもら
いたいんですよ。そこを、政治的な対応が多過ぎると、結局は本来、天然芝を一度張った
んですよ、億単位かけて。それを理屈もなく、それをヒートアイランド対策ってあるにも
かかわらず、また、場合によっては人工芝にしようという、同じ条例部でありながらやろ
うとしているところもあるわけですよ。そういうようなところについて、整合性がとれて
ないということについて、本当にどういうふうに考えるのか。議論する気力もなくなるん
ですよ、本当のこと、正直なところを言って。で、こういう結果が出てますよねというこ
とを十分踏まえて、今後、その所管の課であるところとして意見もちゃんと主張していた
だきたいと思うんですけれども、いかがですか。
○夏目環境政策課長

外濠公園に関するヒートアイランド対策につきましては、緑化だけ

でなくて、いろいろな方法があるというふうに考えておりますので、そういった立場で、
ただ、ヒートアイランド対策自体は、やはり進めていかなければなりませんので、そうい
う基本的な姿勢は守っていきたいと思います。
○はやお委員

ちょっとだけ、最後。

○林分科会長

はやお委員。

○はやお委員

いや、いろいろな方策があるって、ないんですよ、方策はもうそうなると。

それ、何だっけ、何とかカーボン方式とかって。何でしたっけ……
○林分科会長

カーボンオフセット。

○はやお委員

カーボンオフセットとかね。

○林分科会長

そこは違う。それは全然関係ないんだ。

○はやお委員

それはＣＯ ２ の話だとかなんとかといってとんでもない答弁もあったけれ

ども、そういうような対策といってもね、今言ったミストだけだって、じゃあ、どのぐら
い温度が下がるんですか。それが人工芝にしたらどのぐらい上がっちゃうんですか。そう
したときには、普通に、論理的に、合理的に考えてください。でも、いろんな方法がある
というんなら今提示してください。
○夏目環境政策課長

幾つかの方法ということで、これは緑化の一つに数えられるとは思

うんですが、地面を天然芝で被覆するということでなくて、壁面緑化ですとか、そういっ
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たことも方法としてあります。また、舗装部分については保水性舗装だとか、そういった
技術を採用することもありますので、そういうさまざまな方法を組み合わせて、可能な限
りヒートアイランド対策を進めていくということが必要かなというふうに考えております。
○はやお委員

私が言っているのは、千代田区オールでそういうことにやって、例えば減

少するかもしれないです。でも、限局的に考えて、外濠のところの話をしているんです。
幾らあそこでやっても事務所棟ぐらいしかないわけですよ。じゃあ、それを何ですか、そ
んないろいろな方法でどれだけカバーできるんですか、ということなんですよ。だから、
まあいいです。とにかく、でもそこのところ、本当にできるんだったら、今の答弁じゃだ
めですよ。とてもとても、今言った、もし人工芝にしたときのヒートアイランド対策とい
う視点からしたらマイナス面が多いということについては、これはもう悪いけれども、子
どもが聞いてもわかると思います。だから、そこのところをどういうふうに本当にできる
のか含めて検討していただきたいと思いますが、よろしいか。
○夏目環境政策課長

所管のほうと相談をさせていただきたいと思います。

○はやお委員

そうですね、それしかない。

○林分科会長

はい。

小枝委員。
○小枝委員
○林分科会長
○小枝委員

クールスポットのところで、すみません、同じになりますかね。
クールスポットね。
そうでしょ。ヒートアイランド対策の推進という中に、このクールスポット

でドライミストの調査をかけているんだけれども、そこに東京都でも街路樹とか樹木によ
る低温効果、温度の低減効果というものについての調査をしているんですね。で、行政の
ほうは、これは住民のほうも、もう環境モデル都市を何というか、もう返上したほうがい
いんじゃないかという不信感がいろいろなところに沸き起こっているんですけれども。
なぜそういうことが起きるかというと、必要に応じてドライミストを入れるというのは、
これは電力を使って、水を使ってという批判ももちろんあるけれども、それは所によって
使ってもいいところがあるのかもしれないと思いますけれども、一方で、天然のドライミ
スト効果のあるというか、温度の低減効果、こういった人工被覆面を下げる効果が明らか
であるものに関しての調査というのは一切かけたことがない。これが非常に人工的なもの、
電気使ったり、コンクリートでつくったり、そういうことには非常に熱心であるけれども、
一方で、今ある自然や天然のつくり上げてきた、先人たちのつくり上げてきたものの効果
に関しては全く関心を持たない。それは、もう数字がわかっているからなのか、調べなく
てもはっきりしているから、ということなのか、それとも必要性を感じないからなのか、
そこのところはちょっと答弁をいただきたい。
○夏目環境政策課長

さまざまな天然のものですとか人工的なものも含めてですけれども、

それぞれそういったヒートアイランド対策のツールになるようなものに関しては、個別に
データが出ていたりしますので、現在はそういったものを活用しているところです。必要
性を感じていないというところでなくて、そういったものを活用して、我々のできる範囲
で情報を集めているというのが実態です。
○小枝委員

わかりました。

それでは、この夏も大分テレビでの報道もありましたけれども、街路樹や緑化による低
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減効果というものを何度と捉えているのか。空間温度と、それから表皮温度ってあると思
うんですけれども、その数値についてお答えください。
○夏目環境政策課長

すみません。今、ちょっとデータを持ち合わせておりませんで、お

答えが正確にはできませんが、緑の下では、やはり人が感じる温度として、直射日光が当
たるよりは、かなり涼しくて、１０度とか、そういった数字が出ているのは聞いたことが
ございます。
○林分科会長
○小枝委員

調べればわかるんですかね。時間をかければ。わからないんだったら……
はい。調べてほしい。

○林分科会長
○小枝委員

わかるんでしたら、指示して……
ちょっと調べて。

○林分科会長
○小枝委員

ええ、決算では。（発言する者あり）
うん。

○林分科会長
○小枝委員

うん。（発言する者あり）いや、休憩とる。
東京都がね、数字を出すという話もある……

○林分科会長

休憩します。
午後１時３５分休憩
午後１時３７分再開

○林分科会長

それでは、分科会を再開いたします。

ただいまの街路樹の案件のデータにつきましては、ちょっと時間がかかるということで、
そのほかで、クールスポットについてで、小枝委員、どうぞ。
○小枝委員

午前中の質疑とも関連しているんですけれども、論点を非常に細分化してし

まうがゆえに、全体論として見えにくかったり、すれ違っているということが多分にある
と思うんです。
このクールスポットということや、ヒートアイランド対策ということに関して、否定を
する人というのは誰もいない。もう、みんながみんな一致して、そういう温暖化して暑く
なる中で、できるだけ省エネ型で、かつ涼しい、朝ドラじゃないけれども、風がね、吹く
ようなまちでいきたいねというふうにみんな思っているわけです。
じゃあ、数値化としてはっきりしていく必要があると思いますので、先ほどは街路樹の
効果ということで、数字を今調べていただいていますけれども、あとは人工芝と天然芝と
土の差ということも、以前に答えていただいたんですが、再度、ちょっと数字的なところ
で答えてください。
○夏目環境政策課長

天然芝の熱の効果ということで、以前、ご紹介させていただいたも

のが、平成２２年度に実施しました熱分布調査です。こちらは、場所は、先ほどもありま
した外濠グラウンドです。こちらについては、芝生の部分の表面温度が３６.８度、一方、
土の部分の表面温度が４０.７度、こちらに関しては、芝生の部分が低くて、その効果が
あったというような結果が出ております。
○小枝委員

それが――これも繰り返しになっているかもしれません、前回もあったかも

しれませんけれども、人工芝を採用した場合の温度というのがどのぐらいになるというよ
うなことも答弁があったと思いますので。
○須貝基盤整備計画担当課長

平成２２年度の調査のときではないですけども、人工芝の
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メーカーの実験結果の中では、たしか６９.何度というものが出ております。一番条件の
強い、強いといいますか。ですから、このときの条件と重なるかどうかは、ちょっとわか
りません。
○小枝委員

そうですね。天然芝だと３６.８、土のグラウンドですと４０.７、人工芝も、

まあ、いろいろな改良策があるんでしょうけれども、約７０度近い。で、そこの数字との
見合いで、やはりどういうふうに施策展開をしていくかということは、それこそクールに
考えていかなければいけないというふうには思います。
というのは、やはり住民の方たちも、非常に都会で生きていく生きづらさというのを一
方で本当に感じておりますので、コンクリートに囲まれ、本当に広場も少ないところで、
必死で生きておりますので、人工的な空間だけではなかなかということがあります。
それはもう、とりあえず、私の今の質問としては、そういうところで。
で、もう一つ、外濠公園は後であるのかな。あ、いいです、いいです。
○林分科会長
○小枝委員
○林分科会長

じゃあ、ちょっと。
あとは、もう答弁待ちます。
はい。

えっ。えーと、いい。
○小枝委員
○林分科会長
○小枝委員
○林分科会長

いいです。
じゃあ、街路樹のがわかるまでは、次。
街路樹がわかるまで、いいです。
いい。

まだですよね。（発言する者あり）はい。
そのほか、それでは、街路樹の……
○岩佐委員
○林分科会長
○岩佐委員
○林分科会長

はい。
あ、はい。
街路樹じゃないの。
街路樹じゃない、クールスポット。いや、街路樹のを待っている間にクー

ルスポット。
○岩佐委員
○林分科会長
○岩佐委員

ヒートアイランドのほうで。
ヒートアイランドだったら、結構です。岩佐委員、どうぞ。
ヒートアイランド対策の推進についてお伺いします。

こちらも執行率が毎年低いということで、前回の決算のときにも、やっぱりこれは周知
方法で変えていくしかないというご答弁だったんですけれども、まず、じゃあ、ことしも
上がってはいないんですけれども、周知方法とか、何か工夫された点はあるんでしょうか。
○夏目環境政策課長

昨年度、決算の際に、２８年度の決算の執行率について、低いこと

をご説明した上で、やはり周知方法について検討するということでお答えをしたところで
す。
昨年度、途中から検討をして、ことしについては、（発言する者あり）たしか７月だっ
たと思いますが、東京商工会議所の大きな会議がありまして、そこでヒートアイランド対
策助成についてご案内をさせていただきました。また、あわせて、省エネ改正についても、
そういったご案内をさせていただいたところです。
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今年度、また１１月に、同じく東京商工会議所の千代田支部なんですが、会場をとって、
ビジネスフェアというのをやるということで聞いておりまして、そこにちょっとブースを
出させていただくということで、今、相談をしている最中です。そういった場を活用して、
こちらとしてメニューをご案内するとともに、そういった相談にも乗っていきたいなとい
うふうに考えています。そういったことを通じて、助成をふやしていくような形で考えて
おります。
○岩佐委員

いろいろ工夫はされているとは思うんですけれども、やはりこれは対象は区

民も対象ですので、そうなってくると、やはり広い、もっと広い周知が絶対必要だという
ことは、引き続き工夫をしていただきたいと思うんですね。
ただ、今回、じゃあ、２０８万円という額で、そのうち助成が８６万円ですよね。これ
は事務事業が。あとの１００万円というのは、事務費と周知方法でかけられているという
ことでよろしいんでしょうか。
○夏目環境政策課長

ヒートアイランド対策の推進の中では、今の助成金のほかに、打ち

水ですとか、ゴーヤ、ハーブの苗の配布なども入っておりますので、そういった経費で、
合計で２０８万円という形になっております。
○岩佐委員

じゃあ、対策と助成の制度なんですけれども、そういう緑化、特に緑化は緑

化指導のほうでもやっていらして、商工会議所とか、そういったところでも工夫されてい
ると。ただ、やっぱり事業者がすごく多いところですし、千代田区というのは、商工会議
所だと、対象の事業者も限られてしまいますし、そういう意味では、一つ一つの場所にス
ポットを当てて働きかけをしていかないと、やっぱりちょっとこれは上がらないと思うん
ですね。緑化率も、緑被率も上がらないと思いますし、認識も、周知も、そこまではでき
ないと思うんですね。
今、結構ピンポイントで、いろんな自治体が企業にお願いというか、協定をしていくと
いうのを、災害と同じ発想なんですけれども、千代田区でもむちゃくちゃふえているコイ
ンパーキング、コインパーキングの緑化というのは、秋葉原のほうでもやられている事業
者さんがいらっしゃるんですけれども、そういった、京都なんかは協定を各事業者さんと
結んでいまして、で、緑化をしていただく。そして、その場合には助成をする。緑化をし
ないコインパーキングの場合には、逆に寄附をお願いする。区が緑化をするときのために。
というようなシステムを、個別の場所にスポットを当ててやっていくわけですよね。だか
ら、周知だよね、あるいは、じゃあ、区報に載っければいいよねということで、待つだけ
ではなくて、働きかけということもしていかないと、これはもうちょっと進んでいかない
のではないかと思うんですけども、そのあたりについては、ご検討されたことはあります
か。
○夏目環境政策課長

以前も、別の委員の方から、個別に要請していったらどうかという

こと、ご意見をいただきました。やはり新築の建物を建てる際の緑化指導というのは、あ
る程度効果がありまして、緑化については、建築主の方に費用もご負担いただいて、やっ
ていただいているんですが、基準を超える部分の緑化については、やはり待っているだけ
だとなかなか広がりがないのかなと思っています。ただ、協定をするとか、もしくは協定
でご協力いただけないところに寄附を募るというところまでいくかどうかは、ちょっとわ
かりませんが、少し個別にアプローチしていくという方法については、少し――これまで
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検討されたかということに関して言うと、検討はしていません。ですが、今後のやり方に
ついては、少し考えてみたいと思います。
○岩佐委員

個別の特定の事業者さんというわけではなくて、例えばホテルならホテルで

すとか、パーキングならパーキングという、何ていうのかな、業界と場所にスポットを当
ててご検討いただければと思いますので、ここはぜひ進めていただけますようにお願いし
ます。
○夏目環境政策課長

区内に、かなりの業種別団体ですとか、そういったこともございま

すので、そういった場で周知もするのと、あと、積極的な働きかけの方法については検討
していきたいと思います。
○林分科会長

はい。

ほかの委員の方。
○木村委員
○林分科会長
○木村委員
○林分科会長
○木村委員

ちょっとだけ。
あ、はい。ヒートアイランド。木村委員。
はい。すぐ終わります。
大丈夫です。大丈夫です。
ヒートアイランド現象への対策の推進ということで、いろんな事業をやられ

ているのは承知しています。ただ、対症療法なんじゃないかと。ヒートアイランド対策大
綱でね、何年か前ですか、そこで、幾つか要因はあるけれども、主な要因として二つとい
うことで、人工排熱の増加、それから地表面の人工化、これは緑地・水面の減少だとか、
舗装面、人工物の増加というのが背景にあるだろうと。人工排熱の増加と地表面の人工化
という、ヒートアイランド現象の原因に対する対策というのは、どのようなものがあるの
か。
○夏目環境政策課長

ヒートアイランド現象に関して、対症療法が多いということなんで

すが、基本的に、ヒートアイランドに対しては、対症療法がメーンになるかと思います。
ただ、その、（発言する者あり）はい、ヒートアイランド対策への対応というのは、この
間の本会議のほうでも答弁があったかと思うんですが、緩和策と適応策ということで、例
えばミストなんかは適応策ということになります。で、根治療法に近いものとして緩和策
というのがあるんですが、人工被覆、そういった路面に関しては、やっぱり蓄熱が少ない
ような、保水性舗装、遮熱性舗装をやっていくといったようものが効果的だと思います。
また、人工排熱については、ヒートアイランド対策助成の範疇ではないんですが、省エネ
改修助成ということで、やはり同じ温度を下げる、空調で温度を下げるにも、より高効率
なものでやっていくこと、まあ、使うということで、そういった人工排熱を抑えていくと
いうこともありますので、そういった対策で現在対応をしているところです。
○木村委員

まあ、対症療法が中心にならざるを得ない。確かにそういう側面はあると思

うんですよ。
で、千代田区における施策、そのときの体系として、被覆対策や人工排熱等対策、都市
形態の改善とかって、いろいろ施策体系が持たれて、都市形態の改善として、何だ、あ、
被覆対策か、それで遮熱性や保水性舗装への対策というのが出てきていると思うんですよ
ね。ただ、もう一方で、先ほど小枝委員との質問ともかぶるけれども、街路樹の再生・整
備や公園への高木植栽と、そういったことで少しでも修復していこうと。これも一つの対
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策の一つとしてやられている。
まあ、それは置いておいてですよ、そうすると、例えば今回のヒートアイランド対策と
して、対症療法が中心だと。となると、例えば原因というのは、つまり人工排熱の増加、
これは車両の増大、あるいは冷暖房使用と都市活動のエネルギー消費による人工排熱の増
加というのがあるわけですよ。これが特に都心なんかではヒートアイランド現象の大きな
要因なわけですよ。これはどんどんふえる一方なわけですよ、現実は。だって、マンショ
ンがどんどんできてくれば、当然、エアコンの使用が増大してくるでしょう。で、開発が
進めば、一極集中で車両もふえるでしょう。車もふえるでしょう。つまり、ヒートアイラ
ンド現象の原因をどんどんどんどん一方でふやしながら、あとは対症療法でとなると、こ
れはもう間に合わないんじゃないかと。
なぜこういうことを言うかというとね、ヒートアイランド対策大綱でこう言っているん
ですよ。ヒートアイランド現象は、長年にわたる都市形成の結果として生じてきた環境問
題なんだと。長年の都市形成の結果として生じてきた環境問題だと。だから、だとしたら、
長期的な視点を持って、まちづくり全体の視野を広げた総合的対策を計画的に実施しなく
ちゃいけないと。そのとおりだと思うんですよ。長年にわたる都市形成の結果として生ま
れた環境問題であるなら、時間をかけて、長期的視野に立って、計画的に対策をしていか
なければいけない。この視点は、私はもっともだと思うんです。
ところがですよ、長年にわたる都市形成の結果として生じてきた環境問題の元凶は、そ
のまま放置しながら、対策は長期的視点じゃなくて対症療法だと。これで本当のヒートア
イランド対策が打てるのかということだと思うんですよ。
その点で、２９年度の決算の検証だけで、すぐこういうふうにというふうには、なかな
かいかんと思うし、じゃあ、これすればいいじゃないかという提案も、私もしにくいとい
うのがあるんだけれども、やはり対策も、対症療法はもちろん必要だけれども、これだけ
暑いわけですから、と同時に、長期的視野に立った対策というのも同時に打ち出していか
ないといけないんじゃないかと。要するに現況にメスを入れるようなね。（発言する者あ
り）あ、そうか。そっちへ行っちゃう。よかったです。
○印出井計画推進担当課長

まあ、ヒートアイランド対策、脱炭素とも関係するのかもし

れませんけれども、それとの都市活動との関係というお話で、木村委員ご指摘のとおり、
都市の成長とともに、問題として顕在化してきたということは否定できないと思います。
一方、これからのまちづくりについても、成長から成熟社会への対応というのが大きな
課題になっています。その中で、一つ、ヒートアイランドとか、低炭素まちづくりとかと
かということは、大きなテーマになっているのかなというふうに思っております。
例えば緑について言うと、東京の緑というのは、オール東京ですね、オール東京の緑と
いうのは、残念ながら減少傾向にあると。東京都の目標としては、現状を維持するという
ことが目標になっています。しかしながら、都心部の緑はふえていると。そのあたりにつ
いても、都心における開発というのが、緑の増加、都市活動が及ぼす影響への対応という
ことを常に念頭に置いて進められているんじゃないかなということがあります。
それから、人工排熱についても、規模の問題も当然あるんですけれども、一方で、排熱
する棟数が多いということに起因することもあるかと思います。また、設備が古いという
ことに起因することもあるかと思います。それについて言えば、機能更新を進める中で、
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そういった都市から出される排熱等を極小化していくというような取り組みも一方である
のかなと思いますし、開発に合わせては、低炭素なり、緑の量を、今まで求められている
以上にふやす、あるいは、ふやしてくれというような形で交渉するまちづくりが進められ
ているかなと思いますので、そういう意味では、全くそういったヒートアイランドとか低
炭素に対してまちづくりの動きが考慮していないというようなことは、ないのかなと思っ
ていますし、逆に、緑化の推進とか、低炭素を進めることが、都市としての価値を高めて
いる、ＳＤＧｓとかＥＳＧ――すみません、投資とかってありますけれども、（発言する
者あり）そういうような形で、企業も投資をすることによって、外からの投資も受けられ
るような形でまちづくりが進められているということはありますので、決して後ろ向きの
形でまちづくりが進められていると、区としても進めているというふうには、認識はして
おりません。
○小枝委員
○林分科会長
○小枝委員

はい。関連でいいですか。はい。
小枝委員。
非常に重要な論点だと思うんですけれども、まちづくりにおいて特にＣＯ ２

排出ということを基準係数で使ってきていることを考えると、今の答弁がそうであるなら
ば、緑に関しては、そういう部分があるかもしれませんけれども、ＣＯ ２ 排出量に関して
は、かねてから申し上げているように、例えば３８０メートルの今度の常盤橋プロジェク
トがありますね、あれは区のせいじゃないと言ったら何ですけれども、国がやっているわ
けですけれども、その従来の排出量と、新たにできるものの排出量ぐらいは、やっぱり数
字として見える化するということが、これは一つ。依然として、下げるといっても、その
数字がですね、現在状況というものを表には出さないんですよね。新たにできるものが、
普通にやったら幾らか、でも、環境機器を使ったらこれだけ下げられると。それで８％だ
みたいな出し方をしているという。そうすると、現状との比較、総量比較にならないわけ
なんです。
その点が１点と、それから、リノベーションということが、今、前に進む議論としては
非常に注目をされているんです。そこのところをもっと評価していく。たまたま景観の担
当でもあるということもありますので、新しい機器を使って、新しい建物を使って、コン
クリート表皮をふやすことが、必ずしも環境にとっていいというふうな考え方だけに立っ
てしまうと、今の木村委員の質問には、十分には答えられないんじゃないかということの
指摘ですね。
それと、廃材、建築廃材を捨てるに当たって排出しているＣＯ ２ 量についても、換算さ
れていない。いろいろな問題があって、数字のマジックというのがあって、そういうとこ
ろをやっぱり、一生懸命やっていただいているとは思うんですけれども、真摯に数字を見
える化していただく中で、何か前に向かうのが、新しい機器と新しい建て方をすることで、
複数棟を１棟にすることが、極めて、何ですか、コンパクトシティなんだという２１世紀
型の考え方、もう、そろそろ２０２０年から先に向かうので、そこはちゃんと踏まえて答
弁をしていただきたいと思います。
○林分科会長

少しヒートアイランドから広がって、温暖化対策全般なのか、まちづくり

全般なのかという形ですけど、お答え、どうしますか。
○印出井計画推進担当課長

大丈夫です。
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○林分科会長

まとめて。はい。

○印出井計画推進担当課長

今のお話の前段の部分で、例えば３９０メートルという話が

出ましたので、常盤橋の開発の件だと思うんですけれども、その辺について、従前・従後
をどう比較するかについては、かなり考え方はさまざまだと思います。国際金融都市とし
ても、さまざまな機能を集約する中で、その後、新たな開発後のまちの中で、どういった
形で炭素が排出されるかということについて言うと、今ある現状の、あの街区の状況と比
べることに意味があるのかないのかというのは、議論する必要があるかなと思います。そ
ういう意味で、飯田橋の西口のように、原単位で考えていくと。原単位で６割減というよ
うな形で出していくというような考え方が一つあるのかなと思います。
いずれにしても、こう、小枝委員がよくおっしゃるような、エビデンスに基づく政策形
成とか政策検証とかという部分については、まちづくりでも求められているということに
ついては、私も認識はしております。
それから、後段のリノベーションについてもですけれども、もうご案内のとおり、大手
町で言えば、大手町ビルが建てかえではなくてリノベーションで機能更新するというよう
な報道がなされましたけれども、要は、リノベーションといっても、何か新たな価値を生
まないと、そこを活用する事業者なりなんなりが生まれないということがございますので、
ただ単なる長寿命化というか、老朽化したものをそのままに使うとかということではない
のかなというふうに思います。ですので、我々としても、リノベーションを全く否定する
ものではなくて、さまざまな選択肢の一つの中で、付加価値をもたらすリノベーションで
あれば、それがまた低炭素につながるということであれば、今後もまちづくりの検討の対
象にはなってくるかなと思います。
○林分科会長

いいですかね。大分広がって、（発言する者あり）ヒートアイランドから

まちづくり、温暖化、全てですけれども、ちょっと、わかる――まだですかね。
それでは、ヒートアイランドの小枝委員のやりとり以外で、よろしいですか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
○林分科会長

はい。

ほかに、環境保全費について。
○小枝委員
○林分科会長

環境保全。はい。
はい。ありますか。

どうぞ、小枝委員。
○小枝委員

ちょっと簡単なほうから。すみません。

７番目の水素燃料自動車維持管理というところがありますけれども、（「ああ」と呼ぶ
者あり）電気、たしかエコ何とかフェスティバルか何かで乗せていただいたのは電気自動
車、ここに載って――ちょっと私の中で混乱しているかもしれませんけど、どういうこと
なんでしょうか。
○夏目環境政策課長

恐らく試乗していただいたのは水素自動車です。（発言する者あり）

燃料電池車ということなんですが、水素自動車の「ＭＩＲＡＩ」という車種だと思います。
○小枝委員
○林分科会長
○小枝委員

はい。
これ。
それで、電気……
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○林分科会長
○小枝委員
○林分科会長

これは何ですかって。
うん。（発言する者あり）これのことなんだ。
この項目。

○夏目環境政策課長
○小枝委員
○林分科会長
○小枝委員
○林分科会長
○小枝委員

あ、さようです。そうです。

ああ。
はい、はい。
と、はい。
小枝委員。
と、ちょっとここの質問では、はみ出すかもしれないんですけど、これは世

の中において、電気による自動車ということであれば、電気の部分の、何だ、電池、電池
が、取り出すと、いろんな、エレベーターの非常時用の電源になったりとか、そういうふ
うなものに使われていると。ここのところ、よくテレビの報道で、そういうコネクターと
いうか、変換器さえあれば、防災に使えるということが言われているんですけど、ちょっ
と、縦割りの中ではちょっと聞きづらいあれですけど。
○林分科会長
○小枝委員

水素かな。えっ、電気自動車。
違う。それではないの。

○夏目環境政策課長

ちょっと、この車種がどうかはわからないんですが、委員おっしゃ

られているのは、電気自動車で充電をしておくと、それが災害で停電や何かした場合に、
その電気自動車に蓄電したものを使えるというような、そういうようなイメージのお話か
と思います。
で、この水素自動車に関しては、ちょっと、申しわけございません、私、この情報を把
握しておりません。
○小枝委員

そうしましたら、それは、私も、もう、もっと調査しなきゃいけませんけれ

ども、平時は、まあ、平穏なときは環境、でも、何か災害があったときには、環境という
のは世の中的にはコンセプトを持っているようになっているらしいんですね。非常に環境
事業としては重要なものだとは思いますけれども、そういう視点でも、ちょっと、まあ、
調査というか、視野を、連携を広げていっていただくと、ここの部分が充実するのかなと
いうふうに思いましたものですから。まあ、それはいいです。あ、いいですというか。
○林分科会長
○小枝委員
○林分科会長
○小枝委員

うん。まあ。
いいですか。
ええ。
はい。

すみません。次のところで――あ、答弁。
○林分科会長

答弁。

じゃあ、せっかくですから、水素自動車、これだけ活躍しているというのを言っていた
だいてでいいですか。
○夏目環境政策課長

現在、水素自動車――先ほどの防災の観点ということで、そこはち

ょっと災害対策のほうとはお話をさせていただきたいと思います。
で、水素自動車に関しましては、こちらは区の事務事業で主に活用しております。また、
水素燃料普及の一環として、イベント等でも乗車会などを行っております。
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昨年度の実績なんですが、稼働日数が、月・水・金という形で運行しておりまして、１
４４日で、走行距離としては約１,９００キロ、主に公害指導ですとか、環境まちづくり
部の中の事務事業で活用したり、イベントでの試乗会をやっているところです。（発言す
る者あり）現在、活用し切れていないところもありますので、来年度以降、例えば単に試
乗会をやるだけじゃなくて、水素自動車はこのぐらい経費がかかって、このぐらい補助が
出て、さらに燃料についてはこのぐらいの燃費で済むんですよとか、そういった、実際に
使ってみようと思うような情報もあわせて提供するような形で活用をしていきたいと思い
ます。
○林分科会長
○小枝委員
○林分科会長

それは大丈夫。さっきのやつ。じゃなく、今の。
うん。
ですか。

追加。水素。街路樹。水素。はい。どうぞ、引き続き。
○夏目環境政策課長

それで、ＭＩＲＡＩの車種については、非常時の電源の機能もある

ということです。
○小枝委員
○林分科会長

ああ。
よかったですね、つながって。

はい、小枝委員。
○小枝委員

わかりました。

あ、はい。ありがとうございます。
５番、次に――あ、いいですか。
○林分科会長

どうぞ。

水素自動車は、よろしいですか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
○林分科会長

よろしいですよね。はい。

どうぞ、小枝委員。
○小枝委員

５点目の建築物の省エネ化のあり方検討の項目のところに、エコセンターも

入っているのではないかと思います。いや、あれっ、違う。項目としては。
○林分科会長

エコセンターは、３０年度と２８年度。２９年度はないんですよね。確認

で。ええ。
○夏目環境政策課長
○林分科会長
○小枝委員
○林分科会長
○小枝委員
○林分科会長

２９年度は、エコセンター単体については……

ない。うん。
ああ。あ、入っていない。
うん。
あっ。
いいですか。それでも、ＺＥＢと書いてありますけど、それに確認します

か。
○小枝委員
○林分科会長
○小枝委員

はい。ええ。
小枝委員、どうぞ。
予算執行上は、ないということで、９２ページ、主要施策の成果の中にＺＥ

Ｂの普及に取り組んでいくということで書かれていて、これは大変いいこと、民間におい
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ても、どんどんこういうふうな建物がふえていくことはいいことだというふうに思うんで
すけれども、ちょっとここも質問がやや難しいんですけれども、やはり民間の区民や企業
の意識啓発、意識がどんどんやはり社会の環境にとっていいようにというふうになってい
くことと、経済性が見合っていくということが、恐らく狙いであろうと思うんですけれど
も、これが、ちょっと、この間の万世橋出張所の話もありましたんですけれども、ここの
建物を、予定で言うと二十五、六億かけるということになっていく流れになっているんで
すけれども、そのことと、ちょっと財政論は別にして、地域住民の活動拠点、いわゆるエ
コセンターですね、エコセンターというものを切り離せば、今すぐにでも活動拠点ができ
てほしいし、できるべきじゃないですけれども、本当に民間団体が若干弱っている。前は、
もうリサイクルでも何でも、奥様たちが来てやっていましたよね。そういうふうな形が、
なかなか、高齢化して、まあ、５０代以下の人たちというのは、なかなか出てきていない。
学生さんは来ていますけど。そうすると、今の中で、エコセンターをより早く拠点化して
いく。まだ、スポーツセンターの地下ということだけでは、難しいと思うんですよね。そ
ういうふうな活動拠点をしっかりこれと切り離して選択していくべきじゃないかと思うん
ですけれども、それはいかがでしょうか。
○夏目環境政策課長

エコセンターの機能としては、おっしゃられるとおり、純然たる環

境の学習ですとかネットワークの拠点という機能と、省エネビルのモデル施設ということ
で、ＺＥＢというようなモデル施設の機能ということを分けておりますが、やはり現在の
ところ、相乗効果も含めて、あわせてつくっていきたいとは考えているところです。
ただ、機能を分けてということ自体は、考え方としてありますし、我々も、それを途中
で考えたこともありましたが、現在のところは、そこはあわせてつくっていきたいと。そ
ういうふうに考えております。
○小枝委員

そこが非常に事業の硬直化を招いているように思います。ここで一気に一致

するかどうかはわかりませんけれども、日々、公共施設は動いておりますので、今からも、
万世橋出張所、３フロアができますねと。それから、淡路町の公衆浴場も、今、これから
２０年としてのリノベーション中ですよね。
そういうふうな中で、どんどんどんどん、日々、千代田区の区民の財産としての公共施
設というのは更新されていくわけです。新しく建てるものもある、リノベーションするも
のもある。そういう中で、新しい、そういう、お風呂ができるときにも、私はエコ銭湯に
すべきだと言ったんだけれども、まだこういう議論はなくて、（発言する者あり）ならな
かったんですけれども、（発言する者あり）そういう、あらゆるところに、（発言する者
あり）本当は波及効果をもって、戦略的に選び取っていくというか、つかみ取っていくと
いうか。うん。そういう、環境まちづくり部、うちが一番偉いんだじゃないですけれども、
一番先に取らせていただきますというぐらいのやっぱり立ち位置に立たないと、何となく
こう、歯がゆいような気がしているんですけれども。理念はいいのに現実が動かないとい
う、そこら辺のもどかしさは、私は応援しているつもりなんですけれども、いかがでしょ
うか。
○夏目環境政策課長

応援していただいて、ありがとうございます。（発言する者あり）

私どもとして、エコセンター限りの話をさせていただくと、やはり機能を分けるという
検討をしなかったわけではないんですね、実は。そこを先行させるということも、我々の
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中ではありました。
ただ、やはり今は、そこをやはり相乗効果を求めて、施設をまとめてつくっていこうと
考えておりますので、ぜひ、その方向でやらせていただきたいなと思っております。
○林分科会長
○小枝委員

うーん。
ちょっと、それは見解が違いますけれども、ここはそれ以上はできないので。

はい。
○林分科会長

はい。

まあ、エコセンターに関しましては、常任委員会のほうでも、調査項目の一つとして確
認させていただいておりますので、またその都度、進捗状況があれば、そちらのほうでと
いう形でよろしいですかね。
○小枝委員
○林分科会長

はい。
ほかに、この環境保全費。ある。

米田委員。（発言する者あり）
○米田委員

現状分析として、民間や他の自治体を調べてきたという項目があります。京

都とか、どこへ行ったかわからないですけど、どの地域と、どんな民間団体、調査しに行
かれたんですか。
○夏目環境政策課長

私どもがＺＥＢの施設を実際に見に行ったところは、静岡県で２件

ございました。一般の民間企業と、あとガス会社という形です。そのほか調査をしたのは、
これはコンサルのほうで調べたものですが、何度かご紹介をした神奈川県の開成町ですと
か、これは書類上のデータです、それから島根県の雲南市、それから滋賀県の高島市とい
う、幾つかそういった調査を、データをいただきまして、で、現状、そういうものがある。
採用技術はどんなものがあるのかとか、今後、それを区内に広げていくためには、どうい
うふうな手法があるかというのを――手法については今後の検討ですが、そういった現状
について調べたところです。
○米田委員

非常にここは大事なところですので。また、千代田区の特性と違ったところ

ばかり見ていても、よくないですよね。
○林分科会長
○米田委員
○林分科会長
○米田委員

違うところばっかり。
僕が言いたいのは、そこなんですけど……
うん。大丈夫。
しっかり、都会中の都会で、環境モデル都市に何でなったかというと、都会

中の都会で、こうした取り組みをしていきますよという意味でなっているんですよ。
○林分科会長
○米田委員

うん。
その辺を踏まえてやっていただきたいと思いますけど、いかがですか。

○夏目環境政策課長

まさに千代田の地域特性に合った対策というのを打っていかなけれ

ば全く意味がないと思いますので。ご指摘のあった、千代田区に関係のないところ、余り
都会ではないと、（発言する者あり）都会ではないところというようなことで、現実、そ
ういった省エネビル、ＺＥＢが建っているのは、今のところ、やっぱり地方が多いという
状況です。
○林分科会長

それはそうですよね。

○夏目環境政策課長

ただ、今回、そのためにも、都心で採用可能な技術は何かとか、そ
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ういったものを調査いたしましたので、まさに千代田区の地域特性に合った支援策なり誘
導策なりを考えて、効果を出していきたいというふうに考えております。
○林分科会長
○岩佐委員
○林分科会長
○岩佐委員

はい。難しい。
関連で。
はい、岩佐委員。
この間、外神田の出張所が、やっぱりＺＥＢ Rｅａｄｙにもなれなかった

というご報告がありましたよね。結局、今、区内でも、建てられている新築のものが、Ｚ
ＥＢ Ｒｅａｄｙにすらなれるかどうか、もう、ちょっとわからない状況ということで、
でも、ことし、この予算をつけて、大分調べられた、少し見ていかれたということで、Ｚ
ＥＢに関しては、さまざまな手法というか、要素をいろいろ組み合わせて、５０％、７
５％とやっていらっしゃると。ということは、Ｒｅａｄｙに満たなくても、どんどん導入
できるところはできるということが、ことし整理されたということでよろしいでしょうか。
○夏目環境政策課長

既に私どものほうで、新築建物の事前協議制度というので、今３

５％を目指して、ご協力いただいているところです。
事前協議の中で何を話しているかといいますと、やはりこういう計画書で上がってきた
設備が、もうちょっと省エネのほうにランクアップできるんじゃないですかとか、あとは
照明をもう少し減らして、でも照度を上げることで、トータルでは消費電力が少なくなり
ますよとか、そういったことをお話をしています。
で、ＺＥＢに向けた採用技術の調査や何かで、やはり上がってきたものについては、当
然、そこと共通するもの、さらにレベルの高いものもありますけども――がありますので、
そういう事前協議の中でも、こういった調査結果を踏まえて、よりよいアドバイスができ
て、さらに省エネにつながるような事業を展開したいなというふうに思います。
○岩佐委員

それで、ちょっとご協力をいただいているのも承知しております。

で、そもそも、その要素の中で、一つ、ほとんどがＺＥＢというのは、建築時、設計時
の建物のあり方なんですけれども、建物の使い方とか、働き方、動線ということも、一つ
の要素としては、パーセントとしては少ないんでしょうけれども、数えられているという
ことで、それはいまからでもまた削減していける、ソフトの部分というのかわからないけ
ど、ハードじゃない部分については、やはりそこは一つできることとして、個別に進めて
いく必要があると思うんですね。新築とか改築時のみに着目すると、どうしても対象の建
物が限られてきてしまいますので、できることも限られてきてしまいますし、予算だけが
どんどんかかっていくということで、人の動線とか、働き方の意識改革でできるところと
か、使い方で変えられることというのは、また一つ、ＺＥＢのあり方の、ちょっと遠回り
かもしれないんですけれども、一つの要素だと思うので、そこについてのご検討はいかが
でしょうか。
○夏目環境政策課長

今回の調査の中では、ちょっと私どもの説明の中で、いつもＺＥＢ

がすごくフォーカスされたような形になってしまっていますが、今回の調査の中では、運
用対策についても、それは既存のビルの運用対策についても調査をしております。例えば
それが用途別、飲食店であればこう、業務用のビルであればこう、いろいろ特色があって、
用途別にもエネルギーの使い方って変わってきますので、今回、用途別に運用対策につい
ても調べました。
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で、それを事前協議の中で、将来の運用についてもお話しすることもできると思います
し、あとは、これは今後の検討になりますが、今回調べた運用対策については、何らかの
形で周知をしていって、その運用どおりにやれば、エネルギー使用料が減って、例えば電
気代が減るとか、具体的なメリットもあると思いますので、そういったことについてはや
っていきたいなというふうに考えております。
○岩佐委員
○林分科会長
○岩佐委員
○林分科会長

はい。
はい。
いいです。
よろしいですかね。

環境保全費、よろしいですか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
○林分科会長

それでは、先ほどの小枝委員の街路樹について、見解。はい。

環境政策課長。
○夏目環境政策課長

すみません。先ほど街路樹の木の部分と空間の温度と地表面の温度

に関して、私のほうで、データを、戻ればあるというふうに申し上げたんですが、すみま
せん、そういったデータは持ち合わせておりませんでした。申しわけありません。
○林分科会長

ということで、２００ページのヒートアイランド対策の推進のクールスポ

ットのところの街路樹については、わからなかったという。
○小枝委員
○林分科会長

じゃあ、いいです。
はい。

何か最後、あれば。小枝委員。
○小枝委員

そうですよね。というか、そこが、ミストの効果をこれだけのお金をかけて

調査をする、それも人間が生きていくために大切な都市施設のあり方であろうとは思いま
すけれども、一方で、天然の、自然の、あるいは先人たちが私たちのために残してくれて
いる、こういった緑の効果について、やはり数字としてしっかりと把握しておく必要とい
うのは、おくればせでもあるのではないかというところの認識は、答弁しておいていただ
きたいと思います。
○夏目環境政策課長

ヒートアイランド対策ですとか、ＣＯ ２ 削減の対策に関して、そう

いったデータは、当然、データに基づいて事業や施策を検討することになりますので、デ
ータの整理等は、やっていきたいと思います。
○林分科会長

はい。

よろしいですかね。
○小枝委員
○林分科会長

はい。
それでは、３目の公害対策費の調査に入ります。

説明は。
○夏目環境政策課長
○林分科会長

特にございません。

はい。

調査に入りますが、委員の皆様、何か。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○林分科会長

ないですか。はい。
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それでは、休憩いたします。
午後２時１６分休憩
午後２時２５分再開
○林分科会長

それでは、分科会を再開いたします。

第２項の都市整備費、第１目、都市整備総務費、決算参考書、２０２ページから２０３
ページの調査に入ります。
説明はございますか。
○印出井景観・都市計画課長

特にはございません。（発言する者あり）特にございませ

ん。
○林分科会長

はい。

それでは、調査に入ります。ないですか。（「なし」「なし」と呼ぶ者あり）いやいや。
（発言する者多数あり）
小枝委員、どうぞ。
○小枝委員

そんな……。３番目の景観まちづくり促進事業のところ。（発言する者あり）

決算ですので、平成２９年においてはどのような流れだったかというところ、簡単に説明
してください。
○印出井景観・都市計画課長

景観まちづくり推進事業のうち、ご質問は、景観行政団体

の意向の……
○小枝委員

はい。

○印出井景観・都市計画課長
○小枝委員

お話かなというふうに思います。

はい。

○印出井景観・都市計画課長

これにつきましては、従来から、東京都の調整がなかなか

進んでいないというようなご答弁を繰り返してきたところですけれども、東京都と協議の
ほうが少し進みつつあるということでございます。
○林分科会長
○小枝委員

進みつつあると。よろしい。
まあ、別に。

○林分科会長
○小枝委員

いいですか、それで。
はい。

○林分科会長

はい。

はい。そのほか、ございますか。よろしいですか。
岩佐委員。
○岩佐委員

都市整備費の中ですよね。

○林分科会長
○岩佐委員

都市整備費の１目の都市整備総務費。
あ、１目なんですね。

○林分科会長
○岩佐委員

はい。
ごめんなさい。１目はいいです。

○林分科会長

２０２ページから２０３ページの一番下までですね。大丈夫ですか。

（「大丈夫」と呼ぶ者あり）
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
○林分科会長

はい。
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それでは、次に２目の地域整備費、決算参考書、２０４ページから２０５ページの調査
に入ります。
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、地域整備費に関しまして、ご説明させて

いただきます。主要施策の成果、９４ページをごらんください。
初めに、地区計画制度の適用についてでございます。平成２９年度は、市ヶ谷駅周辺地
区と内神田南部地区において、地区計画制度の適用に向けた調査・検討、地域の協議会等
の支援を実施いたしました。
地区計画制度の適用に当たりましては、まちづくりの将来像の共有と合意形成が大切で
あることから、今後も、引き続き、まちづくりの機運や開発の動向を捉えながら、地域特
性を踏まえた地区計画制度の適用について、地域の方々と協議・調整を行ってまいります。
恐れ入ります。次の９５ページでございます。
こちらは市街地再開発事業の推進でございます。こちらは神田練塀町地区市街地再開発
事業が対象となってございます。
この工事でございますが、昨年４月から着工されまして、来年６月の完了の予定でござ
います。
建物は、地下２階・地上２１階建てで、現在、１２階の床まで完了しているところでご
ざいます。
恐れ入ります。１枚おめくりください。９６ページ、北の丸公園周辺地域整備の推進で
す。
東京オリンピック・パラリンピックに向けて、武道館のある北の丸公園周辺には、九段
坂公園や代官町通りなど、区が主体的に整備できる施設がございます。このため、この地
域の水辺と緑の歩行空間の創出やバリアフリーの実現、オリンピックレガシーの創出など
の取り組みを進めておるところでございます。
平成２９年度の実績では、北の丸公園地域委員会を開催いたしまして、パブリックコメ
ント等を行いながら、地域の基本構想を取りまとめてまいりました。また、代官町通りに
つきましては、歩道拡幅工事に着手したところでございます。九段坂公園は、地元協議会
を立ち上げるとともに、基本設計に着手いたしました。また、田安門前の歩道橋のあり方
につきましては、交差点改良等の検討を行ってきたところでございます。
今後の予定でございますが、代官町通りは引き続き工事を進め、平成３１年度の工事竣
工を目指して進めているところでございます。九段坂公園につきましては、今年度中に工
事に着手いたしまして、平成３１年度の竣工を目指しているところでございます。また、
田安前の歩道橋につきましては、そのあり方を含めて、引き続き関係者との協議を進めて
まいります。
次に９７ページ、地域別まちづくりの推進でございます。
まちの将来像の共有、その実現に向けたルールづくり、ルールを運用していく組織づく
りのため、引き続き、記載してございます四つの地域で、検討や支援等を行ってまいりま
した。
（１）秋葉原地域のまちづくりの推進では、外神田一丁目計画基本構想を踏まえ、川沿
い街区の親水性を踏まえたまちづくりについての検討を行ってまいりました。
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（２）飯田橋・富士見地域のまちづくりの推進では、ＪＲ飯田橋駅の安全対策ですとか
広場整備を推進するほか、駅周辺の機能更新に向けた関係機関との協議・調整に努めてま
いりました。
（３）神田駿河台地域のまちづくりの推進では、明大通りの整備やＪＲ御茶ノ水駅の改
良工事等について、関係者と協議・調整を図ってまいりました。
最後に、（４）でございます。神田駅周辺地域まちづくりの推進では、神田警察通り整
備についての協議や、沿道のエリアマネジメントの検討、また、神田駅周辺の電線類地中
化やＪＲ関連の整備について、環境整備懇話会等で意見調整等を行ってまいりました。
ご説明は以上でございます。
○林分科会長

はい。

調査に入ります。
○岩佐委員

今ご説明いただいた地域別まちづくりの推進についてお伺いをします。

地域別まちづくり推進、これは各地域でいろいろと、目的が、いつもまちづくりのルー
ルを定めて、運用・活用を継続的にということで、今、ご説明もいただきましたし、ここ
にも書いてあるんですけれども、このほかに、前、はやお委員が予算のときに言った、公
共空間活用検討会……
○林分科会長
○岩佐委員

うん。
何かいつも個別の案件、個別に、まちのことについて話し合う場というのは、

それぞれに設けられていて、そういう意味では、公共空間活用検討会じゃない、まち全体
のことを、将来もあわせて考えていくのは、この地域別まちづくりの推進だと私は思って
いるんですけれども、どうしても、やはりこれは開発のことですとか、例えば今、飯田橋
だけを見たとしても、飯田橋だったら、駅の安全とかという、個別のことにどうしてもと
らわれてしまう。
そうすると、今回、監査のほうでもちょっと指摘されていたのが、執行率が低い事業の
中の一つとして、合意形成がうまくいっていない部分があったんじゃないかという、ちょ
っと大きな指摘があったと思うんですね。合意形成というのは、やっぱり毎回毎回、その
都度、合意形成を目的にした集まり、協議会とかをやると、どうしても結論を最後に持っ
てこなきゃいけないということで、議論が細分化するというか、一つの方向になるように、
目的にしますよね。だけれども、そうじゃない、日ごろからまちの課題というのを、合意
形成を目的としない状態で、まちの課題を共有していかないと、いざ、じゃあ、まちの課
題を、じゃあ、合意形成していこうというときに、大きく幅ができてしまうんじゃないか
と。だから、ここで合意形成をもうちょっとうまくやっていくための前段階として、地域
別まちづくりの推進をもっとしっかりと、日ごろから、合意形成を目的にしない部分の話
し合いをしてはいかがということをちょっとお伺いしたかったんですけれども、今、どう
しても、これは地域の自主的な団体をあくまで行政が支援するという、そういうスタイル
をとっていらっしゃいますけれども、ここのそれぞれの協議会の議題、そのとき、そのと
きのアジェンダというのは、どのように決められていて、どういうふうに進めていかれて
いるのか、ご説明いただけますか。
○佐藤地域まちづくり課長

今、いろいろご質問をいただいたところでございますけれど

も、その地域地域によって、さまざまな課題とかが違うという部分があります。１点、公
４３

平成30年10月 2日 決算特別委員会 企画総務分科会（未定稿）

共空間という部分でのご質問もございましたけれども、公共空間につきましては、基本的
には、道路でありますとか、広場でありますとか、公開空地、そういったものの活用、い
わゆる公共的な部分の活用方策について、地域の方と話しているというところでございま
す。
この部分の今お示ししてございます、９７ページの地域別まちづくりにつきましては、
まさに公共的な部分も含まれているところはございますけれども、個々人の家であったり
とか、広い範囲でのまちづくりについて検討しているというところでございます。
で、広い範囲で皆さんと検討しているといった部分でも、やっぱり地域の特色という部
分もございます。例えばですけれども、富士見・飯田橋といったところにつきましては、
広い範囲での協議会がございまして、皆様と一緒に話し合いを持って、地域の課題を見詰
めて、それを改善するような方策、それについて検討をしていったりというところでござ
います。
議題の決め方というところでございますけれども、いわゆる地域協議会等がある場合に
ついては、皆さんからご意見をいただきながら、そこの課題を見つけて、それを解決して
いくような方策、これについて検討をしていると。まさに用途地域、今、ございますけれ
ども、地域ごとにさまざまな課題、状況等がいろいろ違う部分ございますので、その地域
地域に合った形での進め方になってこようかなというところでございます。
○林分科会長
○岩佐委員
○林分科会長

個別具体的な話を確認したかったんですか。
まあ、どうやって……
いいですか。

じゃあ、もう一度。
○岩佐委員
○林分科会長
○岩佐委員

要は、個別具体的なこと……
どうぞ、岩佐委員。岩佐委員。
私のちょっと言い方がまずくて、申しわけありません。

まあ、確かに地域のそれぞれの課題をそれぞれ毎回やらなきゃいけないし、目的があっ
て開催されているというのは、もちろん理解できるんですけれども、例えば飯田橋だけで
すと、じゃあ、西口の駅の状況の報告と、それに対する意見の交換だけで終わってしまう。
逆に、それ以上の話には展開していかない。ただ、それが１カ月に１回あるわけではない
から、１年に１回とか２回程度の開催で、結局、その話だけで、じゃあ、進捗がなければ、
本当にその話だけで終わってしまうというところだけではなくて、そこの場をもうちょっ
と活用して、日常的な、いろんな事業者さんや地域の人、商店街の人も集まる場ですから、
そこで日常的なまちの課題というのは、情報交換として一つやっていかなければ、いざ合
意形成をするときに、またちょっと、こう、日ごろからの思いのギャップというのが埋め
られないと思うんですね。その合意形成をどうしていくかということが大きな課題だと思
うんですけれども、そこを埋める一つの手法として、まちづくりの推進、じゃなかった、
地域別まちづくりの推進の、いわゆる個別の協議会の活用というのを、もっと、ちょっと
広く活用できないかなというふうにちょっと思ってみたんですけれども、ちょっとまとま
りがなくて申しわけありませんが、いかがでしょう。
○佐藤地域まちづくり課長

ちょっと全体的なお話で申しわけございません。少し、ちょ

っと個別にご説明させてください。
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秋葉原地域のまちづくりの推進につきましては、神田川の川沿いの部分、外神田一丁目
計画基本構想がございますので、その具現化に向けて、関係者と協議をしているというと
ころのものでございます。ですから、広い範囲での全体的な会議体という形では、今、な
いのかなというようなところでございます。
次の飯田橋・富士見地域のまちづくりにつきましては、これはかなり広い範囲でのまち
づくり協議会、かなり議論も積み重ねてきている部分があります。この部分につきまして
は、地域の方と話し合った基本構想がございます。それを具現化するためのガイドライン
というものもございます。現時点でのお話し合いの中では、具体的には飯田橋の西口の整
備が整ってきたと。今後、東口の整備については、どういう形でやっていくのかというの
が、今、一つ議題になっているところがございます。
今、岩佐委員からご指摘いただいたように決まった形のものをやっていくというよりも、
会議体を活用しながら、さまざまなご意見をいただいて、また検討していくということも
必要かなというふうには思います。
次の神田駿河台地域まちづくりの推進につきましては、これはまたかなり広い範囲なん
ですけれども、大学等を初め、企業等の建てかえがかなり多くあったというところで、い
わゆるまちづくりの動向等について、情報を共有する場として、少しやっているところが
ございます。ですから、この部分で、検討していく部分もございますけれども、どちらか
といいますと、情報共有の場という部分が強かったような感じがいたします。
最後の神田駅周辺地域のまちづくり、これにつきましては、ＪＲの神田駅の重層化、そ
この整備のあり方、それと警察通りの整備に合わせたにぎわい創出、これも広い範囲にな
りますけれども、まさにここの部分については皆さんと一緒に課題をしながら、これを対
応していくような方策について検討をしてきたというところでございます。
せっかくこういった形の会議体がございますので、今、ご指摘いただいたことを踏まえ
て、今後進めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
○小枝委員

いいですか、関連で。

○林分科会長
○小枝委員

小枝委員。
今の質問のところで、監査委員さんの意見書の中にも、きのう、執行残が多

いというような指摘とは、これはかみ合わないかもしれませんけれども、「事業に着手す
る際には、事業目的を明確にするとともに、複数ある選択肢の中から当該手法を選んだ理
由や根拠を含めて意思決定をより明確にすることが、合意形成や事業進捗の向上を図って
いく上で求められている」というふうに書いている指摘がありまして、これはまちづくり
の各部分においても言えるところだと思うんです。よかれと思って進んでみたら、いろん
な意見があって、まあ、合意がなかなか図れていなかったり。ね。そうすると、もうこれ
で決めちゃったんだからということで、なかなか後ろに戻れないというようなこともある
かと思います。
で、担当課としては、こういった、今、最初の段階で複数の選択肢を用意し、多様な意
見を吸い上げて決めていくという、岩佐委員が言ったような、もう少し事前のところで、
進む前の前段階のところの、まあ、これはもう進んでいる、４項目は進んでいるんだけれ
ども、やり切れなかった部分や、補完的に、事後的にもやることなどをしっかりと手当て
していくというようなこともやっていかないとままならない。時代もどんどん変わってき
４５

平成30年10月 2日 決算特別委員会 企画総務分科会（未定稿）

ますので、人口の増加もしていますし。そういうようなところを、この監査委員の指摘を
どう、課としては、もうこうやってきました、これからもやっていきますというのでは答
えにならないと思うんですけれども、どういうふうに現状を踏まえて地域別まちづくりの
推進を進めていくのかということ、ちょっと監査からの指摘、また、議会からのさまざま
な指摘を踏まえて、現場で起きていることと照らし合わせて、どうしていくのかというの
を答弁いただきたいと思います。
○佐藤地域まちづくり課長

はい、すみません。

執行がちょっと少ない部分等もございますけれども、基本的に、まちづくりを進めてい
く中で、さまざまな思いを持った方々と、あるいは個人個人の財産の問題とかも出てくる
と、そういったところがあります。さまざまな思い、ベクトルが違う中で、やはり同じ方
向を向いて検討をしていく、将来像を見詰めていくということが非常に大切なことかなと
思っております。
そういった中で、おおよそのスケジュールを組みながら、検討はしていくところではご
ざいますけれども、やはりそういった中での話し合い、検討、そういったところでお時間
がかかったり、場合によっては、新しいことが発生してきて、それについての検討をせざ
るを得ないとか、そういったことが出てまいりますので、監査からのご意見、いただいた
ところもしかと受けとめながら、やはり地域の方に沿った形でのまちづくり、今までもや
ってきておりますけども、さらにそういった形で進めていきたいというふうに思っている
ところでございます。
執行率が少ないところについては、まだ、なかなか、当初予定していたところの検討が、
地域の方との検討が、なかなか進まず、執行していないといった部分もございますので、
そういったことを受けとめながら、地域に寄り添った形での検討を進めていきたいと思い
ますので、ぜひよろしくお願いいたします。
○小枝委員
○林分科会長
○小枝委員

どう言ったらいいか。
小枝委員。
これまで、流れとして、この４カ所も、全て協議会方式ということでやって

きています。その協議会の方というのは、地元というところでは、各町会からとか、商店
街からとかという、そういう形で出てきていると思います。で、その方たちが、地域とさ
らに協議するような、何だろう、体制とか、あるいは補償とか、応援とか、サポートとか、
何かそういうことをしていくことも常々考えていかないと、やはり町会もまちづくり部と
いうのがあるわけではありませんので、以前だったらば、１回会議に出るごとに例えば幾
らか報酬をお支払いしたりとかもしていたような時代もあったと思うんですけど、今、無
報酬ですよね。そういうふうなところで、忙しい中、出ていって、話し合いはしなければ
ならない、いろいろ地域には説明しなければならない。けれども、説明するなかなか暇が
ないというような状況をどう改善したらいいかという問題意識は、どこにおいても持つ必
要があるんじゃないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。
○佐藤地域まちづくり課長

この協議会等につきましては、地域の代表ということで、町

会の方ですとか、商店街の方ですとか、ある学経の方に入っていただいて、検討をしてき
ているような形が多くございます。ただ、やはり従前ですと、やっぱり町会の方が地域の
代表といったところもございました。
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ただ、やはり今委員おっしゃるように、さまざまな方、新たな住民も当然いますし、さ
まざまなご意見がございます。そういったところで、例えばですけれども、今、神田駅周
辺のまちづくりでは、この協議会だけではなくて、その後に各町会を回って説明したり、
あるいは連合町会で説明したりとか、周知の仕方、ご意見のいただき方をちょっと模索し
ているところもございます。で、さまざまなご意見をいただきつつ、総意としてまとめて
いく。なかなか難しい、大変なところではございますが、そういったご意見もいただくよ
うな方策を少し考えながら、いろいろな周知方法も含めて検討していきたいと思いますの
で、ぜひよろしくお願いいたします。
○岩佐委員
○林分科会長
○岩佐委員

関連で。
関連で。はい、戻って、岩佐委員。
すみません。今ご答弁の中で、先ほど同じ方向を向いて検討していくことが

協議会に求められて、協議会では必要だというご答弁があって、で、ちょっと私が先ほど
お願いというか、申し上げたのは、同じ方向を向いて検討していくために協議会はあるの
で、もちろん、そこを活用してくれとお願いしたんですけれども、今回、お願い、もっと
広げていただきたいのは、小枝さんと同じだと思うんですけれども、違う意見、違う考え
を認めていくというか、知っていく、相互理解していくというための場が、もうちょっと
日常的にあればいいんじゃないかと。ただ、そこで合意を求めると、そこは議論になって
しまうので、合意が求められない段階で、違う意見をそれぞれ見ていく、交換していくと
いう場が必要なのではないかということで、それはちょっと協議会にはとらわれずに、も
し協議会でできれば、そちらを拡充していったり、活用していただきたいと思うんですけ
れども、もし協議会だけでは、やはり、もちろんメンバーの方とかも、従来の方に固定さ
れることもありますし、男女比とか、そういったことも含めて、まだまだ協議会も、自主
団体とはいえ、もう少し多様な意見を、開かれた意見のための手法もあるかと思うんです
けれども、そうじゃない意見等を共有していくような場を日常的に地域別でつくっていた
だきたい、地域別まちづくりとしてやっていただきたいと思っているんですけど、そこに
関してはいかがでしょうか。
○佐藤地域まちづくり課長

すみません。先ほどちょっと同じ方向と申し上げた部分です

けども、基本的に、今、まちづくり、いろいろ進めていると。基本的には、地域課題を解
決するような方策、よりよいまちになるための将来像を地域の方と共有してやっていこう
といったところになります。
そういった中で、例えば基本構想をつくったりとか、あるいはガイドラインをつくった
り、まちづくりの目安的・指針的なものを構築していくと。そこの中で、やはり同じ方向、
幅はあるにしても、ある程度同じ方向を向いていく必要があるだろうといった部分でお話
しさせていただいたところでございます。
また、今ご指摘いただきました、さまざまな考えがございます。場合によっては、同じ
方向でないということもあり得るかもしれない。ただ、そういったご意見を聞くというこ
とは非常に大切だと思っておりますので、どういう形で、今、具体にというのは、なかな
か難しいところではございますが、検討をさせていただきたいと思っております。
ただ、非常になかなか悩ましいところが、どこまでの方にどこまで聞いたら全てなのか
というのは、なかなか、こう、１００％完璧な形はございませんので、そのあり方等につ
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いても、あわせてちょっと検討をしていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいた
します。
○林分科会長

はい。

○はやお委員

よろしいですか。

○林分科会長

はやお委員。

○はやお委員

すみません。ここについて、それぞれ決算額が（１）（２）（３）（４）、

それぞれの推進と書いてあるんですけど、この３２１万９,０００円とか６５８万７,００
０円、これについては、内訳となると、メーンはやっぱり委託料というふうに考えてよろ
しいのかどうかお答えいただきたい。
○佐藤地域まちづくり課長

具体の数字を申し上げて、よろしいでしょうか。（発言する

者あり）
○林分科会長

委託料のほう。

○佐藤地域まちづくり課長

はい。基本的には委託料という部分でございますけれども、

秋葉原地域のまちづくりの推進でございます。この部分につきましては、金額も申し上げ
たほうがよろしいですか。
○はやお委員

千円単位でいいです。

○佐藤地域まちづくり課長

はい。

秋葉原地域の推進でございますけれども、これはまちづくり検討業務ということで委託
をしておりまして、委託金額が３２１万９,４８０円でございます。
○はやお委員

決算額じゃん。

○林分科会長

とってあるの。

○はやお委員

全額だということだね。

○佐藤地域まちづくり課長
○はやお委員

はい。すみません、全額でございます。

はい。

○佐藤地域まちづくり課長

それと、飯田橋・富士見地域まちづくりでございますけれど

も、これは委託でございまして、委託料が６５３万４,０００円です。
○林分科会長

６５３万。

○佐藤地域まちづくり課長

で、その差額、ほかの部分でございますけれども、地域のま

ち協、まちづくり協議会がございます。（発言する者あり）そこの会議費等が若干ござい
ます。それと、学経の方に会長等をやっていただいておりますので、その報償費等でござ
います。
神田駿河台地域まちづくりの推進でございますけれども、ここの中に御茶ノ水駅の聖橋
口駅前広場の整備という部分がございます。そこの部分のＪＲ東日本さんに対する負担金
が５億円でございます。それと、委託料、駿河台下の周辺のまちづくりの検討というとこ
ろでの委託が１２９万６,０００円でございます。そのほかが会議等の報償費等でござい
ます。
それと、神田駅周辺のまちづくりでございます。これは警察通りの協議会がございまし
て、そこに関連する委託ということで、委託料が２９４万８,４００円です。そのほかの
部分では、警察通りの協議会の会議の運営費等のお金となっております。この部分で執行
率が低く、３９.９％となっておりますが、実はこの警察通り沿道で、建物の機能更新、
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共同化、再開発を検討しているところがございまして、それの部分で、地区計画の見直し
を当初予定しているところでございました。そこの地区計画の変更の予定として、４００
万円計上しておりまして、そこの部分が未執行となっている関係で、執行金額、決算金額
が３１２万８,３００円というふうになっているところでございます。
○林分科会長

はやお委員。

○はやお委員

２点ほどね。結局、委託料が（１）は３２１万９,０００円、（２）が６

５３万４,０００円、１２９万６,０００円、２９４万８,０００円と。委託料がこうなって
いますよと。こういうものを整理、諸整理するということに関して、一番最初に私が、委
託に対して、民間開放に関して、どうかというところに気がついたところ、全部投げてい
て、こういう状況の中で、今、係長クラスとか、それぞれこれに携わる方々のそういうノ
ウハウ蓄積とか、そして、わからないところを任せているんだという、任せながらも苦労
しているとかという、この辺の人づくりという視点では、ちょっと状況がどうなのか、そ
こをちょっとお答えいただきたい。
○佐藤地域まちづくり課長

さまざま委託のほうをかけておりますけれども、委託業者の

ほうに全て投げているということではなくて、（発言する者あり）プロポーザルの場合で
すと委託業者からの提案という部分もございますけれども、その内容等について、区の職
員のほうが、若手も一緒に入って、さまざまに一緒に検討していくというところもござい
ますし、また、コンサル等からいろいろなノウハウを教えていただきながら、そこの部分
での技術の習得に努めていくというところもございますので、基本的には、委託業者とと
もに検討しながら進めていくところというところでございますので、そういったことを通
して、さまざま、まちづくりに対するノウハウ、いろいろな部分を覚えていくというとこ
ろかなというふうに認識しているところでございます。
○はやお委員

ちょっと、この辺のところね、きょう、ちょっと口頭でやりとりしていて

も、なかなかわからないこと。また今度、政経部のほうで取りまとめていただいている今
後の人づくりというところにも関係することなので、ちょっと、また常任のところでも、
ここを報告していただくことが、より人づくりをしていく上でのきっかけになると思う。
だって、あのときに、ちょうど小川課長がやっているときに整理していただいたマニュア
ルがあった。そのときには係長クラス――まあ、そこに職能として調整しなくちゃいけな
い人がいないということが逆にわかったんですよ、あのときに。だから、そういうところ
で、全体的にというふうになっているのか、それが今後、こういうことをやることによっ
て、今、口頭では、佐藤課長のお話をいただいているんですけれど、答弁はいただいてい
ますけれども、これはもうちょっと計画的に、本当にどうなっていくのか、ここはちょっ
と整理をしていただいて、報告をいただければと思っています。それはまた。
あと、私は不思議でしょうがないのが、５億もある、（３）の神田駿河台地域まちづく
りの推進って、これ、この橋の、聖橋のこの５億というのは、ハードの部分なのか。工事
ということであれば。それがちょっとどういうふうな。何かといったら、今まで、こうい
うように委託でありながら、意外と支援の部分であったり、取りまとめていく上では、ソ
フトウエアの部分だったものが、何かこの５億というのが余りにもね、ここに入れている
ということについて違和感があるんですよ。だから、これはもう一度、ハードなのか何な
のか、もう少し詳細を、そこの５億。
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○神原神田地域まちづくり担当課長

こちらの５億に関しましては、ＪＲにお支払いする

交付金という形になってございます。以前は、御茶ノ水駅聖橋口の整備ということで、別
の事項に出してあったんですけれども、平成２３年からこちらの事業は続いておりまして、
経常化してきているということで、ちょっと詳しい年度は、今、ちょっと記憶にないんで
すが、地域まちづくりのほうに一本化したというような経緯がございます。
○林分科会長

いや――どうぞ。

はやお委員。
○はやお委員

いや、いや、これ、ことしから、この５億がここに入ったの。前から入っ

ていたんだっけ。
○神原神田地域まちづくり担当課長

昨年から、こちらの地域まちづくりのほうに交付金

として予算計上されているというような状況になってございます。
○はやお委員

いや、それは、ちょっと。

○林分科会長

うん。

地域まちづくり課長。
○佐藤地域まちづくり課長

すみません。以前は別な形で出していたんですけれども、具

体の内容が固まって、もう実際に工事といった部分のふうになってまいりましたので、昨
年度から、こちらの駿河台のほうのまちづくりにちょっとまとめたというところでござい
ます。
○はやお委員

いや、私の趣旨は、いいんですよ、実行ベースに乗ったんなら乗ったで。

だけども、やはり今もここのところ、まちづくりの推進というところでの整理なのに、こ
こに載っけてしまうと、こんな大規模な調整とか、大規模なね、整理、ソフトウエア的な
ものがあるのかって思うわけですよ。やっぱり、これはちょっとここの中に入れるという
ことはなじまないんじゃないかという質問なんですよ。去年、僕らがチェックできていな
いという話なのかもしれないけど、場合によっては、そこのところ、説明がなくてなのか、
あったのか、よくわからないんですけど、ちょっとその辺を含めて、ちょっと、もう一度
検討していただきたいな。
○林分科会長

うん。

○佐藤地域まちづくり課長

この項目の部分、ちょっと具体に動いてきたといったところ

で、一緒にしたという部分はございますけれども、まとめ方という部分で、ちょっと検討
させていただきますので、よろしくお願いいたします。
先ほど冒頭の部分で、委託についての全体的に将来を見据えた形でのご報告といった部
分、ご指摘がございました。このあり方等に含めて、再度ちょっと検討をして、正副委員
長ともご相談させていただいた上で、ちょっとお示しできれば、お示しさせていただきた
いというふうに思いますので、よろしく……
○はやお委員

常任の。

○林分科会長

決算の。

○はやお委員

決算の。どこの……

○佐藤まちづくり課長

あ、ごめんなさい。常任委員会のほうでですね。失礼いたしまし

た。企画総務委員会のほうで、（発言する者あり）ご報告させていただきたいと思います
ので、よろしくお願いいたします。
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○林分科会長

あと、表記の仕方については、部長になるのかな。ちょっと、決算参考書

なので、これ、自由裁量、結構あるんですよね。いや、これ、決算参考書のほうは。
（「参考書」と呼ぶ者あり）のほうは、これ、別個に、こう、神田駿河台まちづくりの推
進と書いてあって、（３）のその１みたいに、その１とその２みたいに分けても、別に問
題ないですよね、参考書のほうは。（「はい」と呼ぶ者あり）決算書のほうは、多分法令
に基づいた形なんで、（発言する者あり）ちょっと表記の仕方だけ。今後、大規模な工事
費と、純粋にまちづくりの推進にかかわるお金と、分離した表記とかになってくると、す
っと、こう、わかりやすいのかなと。去年のうちに言っておけばよかったですよね。ええ。
去年の決算書も、たしか結構な。ええ、金額。（発言する者あり）あ、去年、そうでもな
いか。去年は違う。２８年度は違うんですよね。全然少ないですよ。ことし、今年度の決
算から、２９年度の決算からということ。（発言する者あり）のお金、５億の。だから、
ことし初めてで……
○はやお委員

じゃあ、ことしじゃ……

○林分科会長

指摘で、よかったですねと。

○はやお委員

そうすると、ことしは……

○林分科会長

はい。はやお委員。

○はやお委員

ことし初めてならば、やっぱりそこのところに初めてですよって、５億と

いう、実行ベースに乗る、このハードウエアのやつも入れますよというのが、言っていた
だいたんだっけ。というのが必要ではないかということなの。あと、分けておくと。
（「２８年について」と呼ぶ者あり）
○林分科会長

２８。

○はやお委員

２８って、ちょっと……

○林分科会長

大丈夫、数字。２８って――休憩します。
午後３時０１分休憩
午後３時０２分再開

○林分科会長

分科会を再開いたします。

まちづくり担当部長。
○大森まちづくり担当部長

ちょっと、この決算の表記に関しては、２９年度の予算ベー

スでちょっと引っ張ってきていますので、こういう書き方なんですが、ちょっと、ご指摘
もありましたので、すみません、ちょっと検討させてください。
○林分科会長

はい。

ほか、よろしいですかね。地域別まちづくりの推進。（「はい」と呼ぶ者あり）大丈夫。
○小枝委員
○林分科会長

ちょっと、目に関して、よくわからない部分があるので。
地域整備費ということで。

どうぞ、小枝委員。
○小枝委員

地域別まちづくりに通常だと入っているのかなと思うんですけれども、昨年、

平成２９年ですよね、平成２９年の１２月に委員会報告をして、平成３０年の３月に第１
回協議会を開いた、日テレ通り沿道のまちづくりというのは、どこに入っていますでしょ
うか。
○三本麹町地域まちづくり担当課長

こちらの中で、日テレの沿道の協議会につきまして
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は――えーと、こっちか。７３――９４ページ。ああ、すみません、主要施策の成果の９
４ページ、こちらは地区計画制度の適用ということで、こちらは、年度当初は市ヶ谷駅周
辺の地区計画の検討ということで、市ヶ谷の地区計画ということの予算の中でさせていた
だいております。で、年度の途中に日テレ通りの委員会さんのほうから、まちづくり基本
構想（案）のご提案を受けましたので、そちらのほうとあわせて、一体の協議会をことし
の３月から立ち上げて、運営をしてきているという経緯でございます。
○小枝委員

そうすると、ここの項、項目が。

○林分科会長

一部、地区計画制度の適用のところに、もとが隠れている感じでいいのか

な、やりとりの。
○三本麹町地域まちづくり担当課長

予算的には、繰り返しになりますけど、９４、あ、

こちら、主要施策の成果の９４ページ、事業実績のところで申しますと、平成２９年度実
績の（１）の①、市ヶ谷駅周辺地区という委託の予算の中で検討してまいりました。
○林分科会長

うん。ですから、主要施策は９４ページ、決算参考書は２０４ページの２

目の２番の地区計画の適用と。これでよろしいんですよね。
○三本麹町地域まちづくり担当課長
○林分科会長

はい、そういうことでございます。

はい。

で、どうぞ。
○小枝委員
○林分科会長

今、いいですか。（発言する者あり）地域別はいいの。
地域別じゃない。地域別がある、まだ。（「あ、地域別じゃなくて」と呼

ぶ者あり）５の地域別まちづくりの推進は、（「これはもう終わったんで……」と呼ぶ者
あり）いいですか。よろしいですかね。（「これは地区計画制度の……」と呼ぶ者あり）
はい。
では、どうぞ。
○小枝委員
○林分科会長
○小枝委員

あ、いいですか。
はい、小枝委員。
じゃあ、基本的なところから、９４ページの事業実績のところですね、市ヶ

谷駅周辺地区のところを適用したということなんですけれども、ちょっとよく、ちょっと
わからなかったので、決算ベースで言うと、この日テレ通り沿道の地区まちづくりのため
の支出した費用は幾らで、それは誰にどんな形で契約をしているのかということ、教えて
ください。
○三本麹町地域まちづくり担当課長

こちらの地区計画制度の適用、こちらは決算額１,

１４９万９,６００円のうち、市ヶ谷駅周辺まちづくり検討業務ということで、パシフィ
ックコンサルタントのほうに６４９万８００円という契約で支出をしております。
で、内容はと申しますと、市ヶ谷駅周辺の地区計画策定、あのあたり、まだ地区計画は
かかってございませんので、あそこの地区計画をかけるということを念頭に、平成２８年
度から継続してやってきているという動きでございます。で、その動きと並行して、日テ
レ通り沿道のまちづくり委員会さんからの提案が昨年の８月にございましたので、日テレ
通りの委員会さんのご提案のほうは、市ヶ谷駅まで含まれてございませんでしたので、そ
れまで区のほうで検討しておった市ヶ谷駅の地区計画の検討の部分と、日テレ委員会さん
のご提案のあったまちづくり基本方針をベースとして、それを、こう、区のほうで二つ合
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わせる形で、まちづくり基本構想のほうをこの間検討してきているということでございま
す。
○小枝委員

手順・手続としては、市ヶ谷駅周辺地区計画で、パシフィックコンサルタン

ツと契約をしていたわけですので、そうすると、契約変更というふうなことをしたんでし
ょうか。
○三本麹町地域まちづくり担当課長

地区計画の検討の部分は、パシコンさんがやられて

いたところでやっていまして、で、パシコンさんがやられてきたことと、委員会さんがい
ただいて、区が、何ていうんでしょう、担当レベルで手作業でやってきた部分を一緒にし
て運営してきていたということでございます。
で、平成３０年度につきましては、地区計画の検討の部分は、引き続き市ヶ谷の検討で
すので、そのままパシフィックコンサルタントにしていただいて、会の運営のお手伝いみ
たいなことを、市ヶ谷の、コンサルタントである市ヶ谷の契約の中で、一括でやっていた
だくというふうな契約にさせていただいております。運営の部分だけパシコンさんにお願
いをしていると。あとは、委員会さんのご提案と、区の中の職員の手作業でやっていると
いうことでございます。
○小枝委員

うーん。余り形式論的なところで時間をとりたくないんですが、パシフィッ

クコンサルタンツに運営をお願いするということは、それは契約外の作業になりませんか。
○三本麹町地域まちづくり担当課長

２９年度は、当初予定しておりませんでしたので、

運営のほうは区でやって、パシフィックコンサルタントさんの成果品とまちづくり委員会
さんの提案をあわせて運営したというのが、２９年度まででございます。
で、３０年度の契約の中には、地区計画の検討は引き続きパシコンさんに――あ、市ヶ
谷駅周辺の地区計画の検討は引き続きパシコンさんにお願いするんですけれども、加えて、
その契約の中に、協議会の運営補助ということで、項目を加えて契約をさせていただいて
おります。
○林分科会長

じゃあ、ごめんなさいね。確認しますけれども、ずっと２９年度決算ベー

スでも、市ヶ谷駅周辺の地区計画というのはパシフィックコンサルタントに委託していた
と。で、市ヶ谷駅周辺地区の地区計画というのは、今の段階でも、地区計画をかける方向
のコンサルの契約をしていると。これは長期計画のほうで地区計画のエリアをふやしてい
きましょうねというので、２５年度から１％もふえていない現状があるんで、ふやしたい
と。ここは変わっていないと。で、プラスアルファとして、協議会の運営も、３０年度の
当初の予算のところで、追加で加えたのが、たまたまパシフィックコンサルタントという
か、知っている、関連性があるから、（発言する者あり）入れたということでいいのかな。
○三本麹町地域まちづくり担当課長

ベースの、地区計画の検討のほうは、市ヶ谷駅で３

カ年連続してということになるんですけれども、２８・２９・３０年度。で、３０年度に
ついては、もう、市ヶ谷駅の地区計画の検討と、日テレ通りの委員会さんのご提案の検証
というか、委員会の作業ですね、そちらはもう、一体としてなっていたので、運営の部分
だけ、日テレ通り沿道の運営の部分だけ、市ヶ谷駅の地区計画の調査に付加したという形
でございます。パシフィックコンサルにやっていただいているのは、主に、ずっと市ヶ谷
駅を３カ年連続していただいているというのはことしも変わりないんですけれども、そこ
に協議会の運営を、運営補助というのを付加したという形になってございます。（「違う」
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と呼ぶ者あり）
○林分科会長

はい。（発言する者あり）３０年度から。はい。

小枝委員。
○小枝委員

そのスタートラインがちょうどこの平成２９年のところで、振り返れば、あ

ったなということで、地域の番町地区の委員会、そのときは市ヶ谷は入っていない。委員
会から、行政のほうで、軸でやってくださいよというお話があったのがこの、まさに平成
２９年で、末で、さあ、どうしようということになって、そうか、じゃあ市ヶ谷と連なる
から、市ヶ谷でやろうと、連なってやってもらいましょうというふうに判断して、ここに
入ったというのが今の説明……
○三本麹町地域まちづくり担当課長
○小枝委員

はい。

というふうに受けとめればいいんでしょうかね。はい。

そのところの判断なんですけれども、まちが自主的に勉強会をやって未来像を描くとい
うのは大変すばらしいことだというふうに思いますし、そのことについてはお話も伺った
わけなんですけれども、その際に、まさに地区計画制度の適用のところで予算を、位置づ
けをしようとしたように、地区計画をどうしようかというふうに、変更を含めて考えてい
こうというのがまさに委員会の内容でもあったわけですから、その段階で区は、その委員
会の提案に基づいて、行政が責任を持ってこれをやっていく上で、何らかしっかりとした、
何ていうか、判断をすべき何か素材というか、調査というか、そういうものをやるための
予算を求めていこうというふうなお話にはならなかったんでしょうか。入り口のところ、
とても大事なので、そこらの、（発言する者あり）はい、考え方。
○三本麹町地域まちづくり担当課長

そこは日テレの委員会さんのほうで検討されたもの

が、ある程度しっかりしたものでしたので、そこは、市ヶ谷はもう既に着手していたとい
うこともありましたので、そこのいただいたものをブラッシュアップすることについては、
先ほどのお話になりますけれども、職員のノウハウの活用でやっていけるのではないかと
いうことで当初走り出して、今、ここに至っているということでございます。
で、日テレの協議会の議論の中で、まちづくり基本構想、今、懸案になってございます
けれども、そのまちづくり基本構想の段階で、もう、ある程度計画の内容についても検証
していったほうがいいんじゃないかと、そういったご指摘もいただいておるところですの
で、ちょっと今後、検証について、外部の手をかりる、かりないかということについては、
検討してまいりたいというふうに今現在で考えているところでございます。
○小枝委員

非常に委員会の検討内容がしっかりしていたと。あとは職員のノウハウで、

三本課長の力でやれるというふうに踏んだ。というか、スタッフ全体のノウハウでやれる
というふうに踏んだと。しかし、現在に至って、その状況というのが、なかなかそれでは
応えられない状況もあるのかなというふうな判断もあるというご答弁だったというふうに
思うんですけれども。
ここで一つ答えておいていただきたいのは、まず、地区計画を変える、本会議でもやり
とりがあったかもしれませんけれども、地区計画を変えるのに、変えようと判断するため
の指標というか、どういう場合は地区計画を変えようというふうな必要性があるというふ
うに判断する答弁されたんでしたっけ。ちょっと本会議とかぶるかもしれませんけれども。
○三本麹町地域まちづくり担当課長

ちょっと、私も直接一般で答弁していないので、ち
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ょっと記憶違いが…………
○林分科会長

わかりました。じゃあ、確認しましょう。本会議答弁なので。

休憩します。
午後３時１６分休憩
午後３時１８分再開
○林分科会長

分科会を再開いたします。

先日の本会議答弁ですよね。まちづくり担当部長。
○大森まちづくり担当部長

本会議場で、恐らく岩田議員に対する答弁だったと思うんで

すが、番町地区で地区計画――あ、違った。高さとか容積を変えるのかというようなご質
問だったと思います。
ですので、番町地区において、現時点で都市計画の変更をすると決めている状況はあり
ませんと答えました。都市計画は、社会状況の変化に対応して変更が予定されている制度
ですと。地区計画についても、社会経済状況の変化や当該地区計画の目標などに照らして、
より良好な市街地環境の形成を図ることができるタイミングにおいて、必要に応じて変更
する場合もあり得るというようなお答えをさせていただきました。
○林分科会長
○小枝委員

小枝委員。
その、まさに、よい市街地環境になるかならないかというそこの判断を、こ

の委員会提出の、これは何でしたっけ、委員会は構想じゃなくて、構想素案といったのか、
（「基本方針」と呼ぶ者あり）基本方針か。その基本方針では求めていますよね。高度地
区もしくは再開発等促進区などの方法を活用しながら、広場を大きくとって、高さにおい
ては緩和していく手法を求めたい。ということは、今、まさに、この地区計画制度の適用
のところの予算づけにされたように、地区計画制度の変更を、まあ、この流れでいけば、
する事務手続に入るのだろうというふうに判断したから、ここにすとんと入れたわけなん
じゃないんですか。
そうでないとするならば、新たな調査費用、やっぱり職員ベースでこれをやっていこう
というのではなくて、やはりしっかりとした区民に答えられる、地権者の方にも答えられ
るような、しっかりとした素材を持って当たらないと、なかなか行政として進めていくに
は、答弁というか、説明責任を果たせないのではないかという、そういうふうな判断に立
つんじゃないかというふうに思うんですけれども、この段階と現段階でどういうふうに考
えているか。
○三本麹町地域まちづくり担当課長

この２９年度の段階の地区計画というところに入れ

ているのは、あくまで市ヶ谷の駅前のかかっていないところをかけていきましょうという
意味で、地区計画制度の適用というふうに入れております。
で、その、今ある地区計画を変えていこうということを念頭に、市ヶ谷をここに入れて
いるということではございません。９月３日が直近の協議会でございまして、その後、９
月の１０日にも、協議会の委員の皆さん、守る会の方々、意見聴取されて、私もちょっと
聞かせていただきましたけれども、両論あるというところで、地区計画、変更も視野に入
れて検討していこうということと、地区計画を変えずに、そのままでもいいんじゃないか
という、両方のご意見がございましたので、そこはちょっと、事務局といたしましても、
両論、こう、もう少し意見を聞きながら、どうしていくかというのは検討していこうとい
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うふうに考えてございまして、現段階においても、先ほど部長のほうから一般の答弁を繰
り返しましたけれども、地区計画を変更していこうというところを決めているわけではご
ざいませんので、ちょっと、今後、この項目で予算計上するのか、地域別まちづくりとし
て、また違う項立てをしてくるのがいいのかというのは来年度予算になりますけれども、
ちょっと、そういった中で検討をしていきたいというふうに考えてございます。
○小枝委員

今の答弁からすると、その後のいろいろな住民や都の対話を経て、考え方は

変化していると。ただ、当時、当初、平成２９年当時は、地区計画の変更を考えていたわ
けではないというところまで言われると、それはたまたま市ヶ谷のがあったからというの
はそうかもしれないですけれども、委員会の報告がしっかりしていたものであったから、
これでいけるだろうというふうに考えていたということは、それは地区計画の変更を伴う
という自覚は当然あったわけですよね。そこはちょっと曖昧にしないでもらいたい。
○大森まちづくり担当部長

ちょっと繰り返しで恐縮なんですが、まず２９年のときのう

ちが持っている予算としたら、地区計画のことで、市ヶ谷の駅前のやっぱり交通の話だと
か、道路が何差路かになっているような、いろんな駅前の課題だとかがあるということで、
そこに地区計画ということで取り組んでおりました。それしかなかったんですよね。
ただ、一方で、やはり何回もご答弁としては申し上げていますが、だから、これだけ日
本の中心の千代田区って、こういう高密な都市の中では、やっぱり、こう、まちは生き物
ですから、いろんな、日々課題が出たり、いろんなことがあると思います。そんな中で、
持ってはいないんですけど、やはり地域の方々が委員会をつくって、いろんな勉強をずっ
と重ねた中で方針を出してきたと。やはりそれに対して、もう全然予算がないので動けま
せんという話ではないと思うんです。そんな中で、職員を中心に、２９年度はやったと。
で、引き続き、もう、予算編成も終わっていますから、３０年度は、そんな中で地区計画
の予算を積み上げながら、契約のところでは、運営の、協議会の運営までは、そこで契約
をしたというところで、３０年。だから、今年度は、日テレ通りの予算というのは、沿道
の予算というのは、ついています。
○小枝委員

ついていますか。

○大森まちづくり担当部長

おっしゃるとおり、この地域別、今後、地域別まちづくりの

推進の中でやっていったほうが適正なのか、そこは、今、課長がご答弁申し上げたとおり、
今後、予算編成の中で考えていきたいというふうに思っております。
○小枝委員

うん。

○大森まちづくり担当部長
○小枝委員

変更。

○大森まちづくり担当部長
○小枝委員

で、何だっけな、地区計画の……
変更も、もちろん、繰り返しですが……

どうしようかな。変わりない。

○大森まちづくり担当部長

状況の変化に応じて変更できる制度ですから、そういった可

能性も思っておりました。
○小枝委員

いたんですよね。はい。

予算がないから動けないという言い方ができないというのは、そのとおりだと思うんで
す。そういう住民からの勉強会の求めがあって、じゃあ、次どうするかというときに、や
るべきだったのは、しかるべき、区が受けとめてこれを構想化するに当たっては、それな
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りの説明責任が発生しますよと。だって、通りの広さをいきなり変えることはできないわ
けですから。地下道を全部貫くわけでもないわけですから。ということは、もう上のボリ
ューム、人の往来、それから車の出入り、地下鉄の出入りと、これ、全部発生する。現状
がどうか、そして将来どうあるべきか、それがなかったら、市街地が良好な環境になる、
いい市街地環境になるかならないかという判断について、説明ができないわけですよね。
そこを端折って、まあ、やってしまったということについては、大いに反省すべきではな
いんでしょうか。最初の一歩。最初の一歩。
○三本麹町地域まちづくり担当課長

ちょっと、これ、協議会の場で、守る会の皆さんに

もちょっと私のほうからご説明をしておるんですけれども、基本的に、大規模開発によっ
て、周辺のインフラですとか、風ですとか、まあ日影というご指摘もありますけれども、
そういった影響については、一般的に言うと事業者の責任において対応するというのが基
本だというふうに考えてございます。
一方で、いただいている意見は、たとえ基本構想であっても、それが今後、地区計画の
変更、高さの変更ですとか、そういったものにつながるのであれば、構想段階でも、そう
いった影響を考えていくべきだというのが今いただいているご意見でございます。
で、ちょっと、そこに、今の段階、構想段階でどういった検証ができるかというのは、
ちょっといただいた宿題になりますので、ちょっと、どういう方法があるかは、まだ我々
も勉強できていませんけれども、構想段階では、そういったインフラとかに与える影響み
たいなのは、ちょっとどういうふうにやれるかというのは今後探っていこうというふうに
考えているところでございます。はい。
○小枝委員

今後探っていくということですけれども、また次の協議会が１０月２２日に

あります。で、住民のほうは、またずっと住民なりの勉強会、そして協議会のほうも協議
会なりの勉強会という形でやっている。
その状況の中で、平成２９年の決算ですので、平成２９年時点でどうしてそうだったの
かということをあえて聞いたわけですけれども、現時点で言うならば、事業者が答えるべ
きだということをね、どのぐらいの交通発生量があるか、どのくらい駅が混雑するかって、
そんなのやって、現実、地区計画を変えた後に、事業者が建築計画に当たって評価すれば
いいでしょうという考え方そのものが、住民に、不信というか、不安というか、どうなる
のかわからないという状況を与えていると思うんですね。
それで、ちょっと余り抽象論になってしまっているといけないので、区長が住民のほう
に回答された回答書の内容について、資料を出していただきたいんですけれど。
○三本麹町地域まちづくり担当課長
○小枝委員

今です。

○大森まちづくり担当部長

うーん。

○三本麹町地域まちづくり担当課長
○小枝委員
○林分科会長

今。

どこに書いておけばいいんですか。

双方、二つとも。
回答書。

ちょっと、では休憩します。
午後３時２９分休憩
午後３時４８分再開
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○林分科会長

それでは、分科会を再開いたします。

ただいまの小枝委員の指摘につきましての番町の町並みを守る会の質問書に対する区長
の回答書を席上配付いたしましたけれども、こちらのほうを当分科会の追加資料として確
認させていただきたいと思います。よろしいですかね。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
○林分科会長

はい。それでは、追加資料で、会議録の後ろに入りますので。はい。

で、この資料の説明を麹町地域まちづくり担当課長。
○三本麹町地域まちづくり担当課長

先ほどのやりとりにございました大型開発において

も、一般事業者の検証に委ねるのではなくて、区も何らか検証すべきではないかというふ
うなご指摘をいただきましたけれども、こちらの守る会さんへの質問書への回答として、
これは８月２２日付の質問書ですけれども、これについて９月２０日に区長名で会長をさ
し上げております。
で、こちらも見ていただきたいんですけれども、７ページ、こちら、「このような現象」
というのは、先ほどのインフラの問題でございます。そちらに対して、区長の回答として、
「ご指摘のような現象を起こす可能性の検証及び解決方法については、事業者が計画内容
に合わせて必要となる時期に検討し説明するものと考えます」というふうなこと。で、一
方で、「区としても、構想段階においてどのような検討ができるのか探っていきたいと考
えております」と、こういう回答をさせていただいております。
○林分科会長

はい。

小枝委員。
○小枝委員

わかりました。７ページのところに、確かに回答として「構想段階において

どのような検討ができるか」、これは区がですね、区がどうするかということについて検
討するというふうに書いてあります。これはもう当然来年なり、あるいは年度内予算の中
で検討されるのだろうというふうに思います。
ただ、その上でも、例えば地下鉄の中での工事においては、９ページのところですけれ
ども、交通事業者が判断すればいいみたいなことを書いてあるんですけれども、実際、ほ
かの経験でも明らかなように、区がかなり緩和をした地区計画によって、まあ、どことい
うと、平河町を例えば例にとると、Ｍビルが建てた、（発言する者あり）全共連さんが建
てたというふうな中で、ある地下鉄の出入り口は、もう本当に誰もが知っているぐらい、
永田町の駅はパンクなんですよ。で、じゃあ、パンクしてしまったらといって、じゃあ、
地下鉄事業者が出入り口を別につくってくれるかといったら、つくってはくれないんです。
これは、地区計画を動かそうと、上げよう、下げよう――まあ、もともとのものは上げよ
うしかなかったんだけれども、あるいは現状どうかということを行政が評価していかない
限りは、交通事業者が判断する責任もないし、判断なんかできないわけです。（発言する
者あり）だって、行政が緩和してビルを建てるたびに、じゃあ、地下鉄事業者が何十億も
かけて出入り口を増設しますか。そんなことはあり得ないわけで。で、まあ、進行をいろ
いろ皆さん焦っていますので、（発言する者あり）一定程度の配慮はしますが、これは区
が予測すべき事項です。この９ページ目のところもね。まあ、今、ちらっと見た範囲でも。
それから、下水道のところに関しても、少なくとも緩和型でということを当初は考えて
いたわけですから、そうすると、現在でも東京ミッドタウン日比谷のところなんかは、も
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う昼間の汚水は流せなくて、真夜中に流すような、ためになっている。というふうなこと
も言われています。
で、これらの、大丈夫なのかという民間の問いというのは、いろいろな、さまざまな情
報が集まっての、肌感覚のものもあるし、知見を集めたものもある。であれば、行政側、
あるいは議会側も、知見を集めて、それに応えていかなければならない。そういうふうな
ことを、まあ、本来ならば２９年決算ですので２９年の段階でやるべきだったわけなんで
すけれども、さまざまな、これ、今出していただいたこれのみではない、まだ出ています
よね。あるいは、まだ個々にさまざまな声が寄せられていると思います。それに対して、
どう説明責任を果たしていくのかについてご答弁ください。
○三本麹町地域まちづくり担当課長

すみません、今、協議会の中で検討しているまちづ

くり基本構想、加えて、地域のまちづくり委員会さんからいただいたまちづくり方針、ど
ちらも高さ制限を緩和したというような、まちづくり基本構想の中にいっときそういう記
載もございましたけれども、高さ制限の緩和については言っておるんですけど、容積につ
いては、特に言っていないんですね。そういう意味で言うと、ちょっと、高さ制限の緩和
イコール交通負荷ですとか下水の問題が、即インフラに影響を与えるかというと、ちょっ
とそこはわからないんですね。
一方で、基本的にこういった開発による負荷というのは、開発事業の開発ボリュームを
見積もって、それによって車が何台ふえるかですとか、どういう高さの建物が建てられる
から、風洞実験なりをして風の影響がどう出るのかってシミュレーションするということ
で、一般的には、ちょっと繰り返しになりますけれども、事業者のほうが事業計画に合わ
せてスタディしないと、なかなか影響度を把握できないというのが実態でございます。
一方で、今ご指摘いただいているのは、基本構想であっても、今後、地区計画の変更も
検討に入れていくという記載であれば、地区計画の変更による影響についても検証すべき
というご指摘をいただいていますので、ちょっとどういうやり方があるかというのは、ち
ょっと今後の検討、ほかの事例なんかも見ながら、できるのか、できないかというところ
を含めて、探っていくということで、今後の予算の中で組み込んでいくようにさせていた
だきたいというふうに思っております。
○小枝委員

うん。高さの問題だけではないというのは、確かにそうなんですね。容積に

ついては何も触れていないよと言われると、再開発促進区と書いてあったわけだから、そ
んなことはないとは思うんですけれども、何よりもにぎわいと広場というのがポイントで
したから、にぎわいと広場をつくっていくということが、それ自体が、住宅地のところま
で交通が、自動車が脇道にそれていくような、そういう、交通量がふえるような開発は嫌
だよという、あるいは静けさを保ちたいよと、それはまあまあ当然の意見だというふうに
思うんですね。
で、そういうことについて、構想をつくるというのは、これは千代田区あるいは２３区
のやり方なんでしょうけれども、区民が不安に思う部分について、せめても現状を明らか
にすることによって、現状でも非常に、町会長さんなんかも言っていましたけれども、非
常に、あるビルが建って、もう人通りが激しくて、歩道がパンクしているというようなこ
ともありましたよね。そういうふうなことも、現状がどうなのかということがわからずに
上げるとか、あるいは下げるとか。まあ、私は下げるほうだけれども、みんなに嫌われる
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ので、今はもうその論点は言いませんけれども、何がどうしていくのがいいのかというこ
とのエビデンス。それは私は午前中からずっと同じことを言っているんですけれども、同
じ素材をもとにやっていって、そして方向性、それは先ほど岩佐委員も言っていたけれど
も、どちら――違う意見というのはあって当然だし、あるわけですよ。こういうやり方だ
とこう、こういうやり方だとこう、現状だとこうというものが、同じ素材に基づいて発意
できるような状況に、まあ、する。それが、本当は２９年、きょうは決算だから、そこの
段階でそういう判断をするべきではなかったかと。あるいは、今さまざまな意見が寄せら
れて、大きなテーブルが二つある中で――もしかしたらもっとあるのかもしれません、そ
れを一つのテーブルに統合していくことがまちづくりだと思うので、そのための調査、し
っかりとした交通量であるとか、現状、未来像、さらによりよい、いい市街地をつくって
いくために、現状がどうなのか、交通量はどうなのか、下水量はどうなのか、人通りはど
うなのかという、容積消化はどうなのか、そういうところの基本的な素材は、やっぱりま
ちの皆さんでつくってくださいといっても無理だと思うんですよね。行政が積み上げてき
たデータの中に、もう一つ、もう一調査をすれば、分かれても、同じ情報のもとに選択で
きる。じゃあ、今の高さのまま一緒にやりましょう、６０メーターの中でいいまちづくり
をしましょうという方向でいくのか、そうでないほうがいいのか、同じ情報のもとにやっ
ていかないと、何かこう、好き嫌いの話みたいになってしまって、水と油になってしまう
と、これはまちづくりにならないので、それは区長の回答書にはささやかに「検討ができ
るかを探る」と書いてありますけれども、あとは事業者が決めることですと書いてあるん
ですけれども、これは事業者が決めることではなくて、やはり行政が一定程度のレベルま
でしっかりと調査をしていくべきだというふうに考えますけれども、いかがでしょうか。
○三本麹町地域まちづくり担当課長

委員ご指摘の現状については、多分調査することは

できると思いますので、ちょっとそこは考えていきたいと思います。
で、開発というか、地区計画変更の影響については、ちょっと繰り返しになりますけれ
ど、どういうやり方がいいのかというのは、ちょっとまだ確立というか、把握できており
ませんので、今後探って、適切なやり方があれば、ちょっとそういうことでやりたいとい
うふうに考えております。
○小枝委員

基本的には、もう区長がこのエリアに住んで、お住まいの住民でもあります

し、地域におけるまちづくりをどういうふうに進めていくかという意味での、最高の意思
決定者であるということで、そちらのほうに質問していきたいとは思いますが。
ちょっとその前の細かいことを一つ、過去のことで申しわけないんですけれども、申し
わけないんですが、ちょっと根に持っていて。なぜ、誰が、議員も含めて、対象エリア以
外の人が傍聴に来てはいけないような決め事というのは、一体あれは誰がしてしまったん
でしょうか。今現在でも、やり方はね、未来志向で考えるならば、少なくとも税金を使っ
ている以上は、議員は聞きに行くことは認めていくべきだし、あとその関係、その地権者、
エリアの住民の方たちの傍聴に関して言うと、この間の区議会のやり方じゃないんですけ
れども、ここで委員会をやっても、隣は隣を公開して、さあ、どうぞ、というふうにやり
ましたよね。いろんな形で公開型のやり方があると思うんですけれども、その辺は別に区
長がいなくても答弁できることだと思うので、どのように今の現段階でお考えになります
か。
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○三本麹町地域まちづくり担当課長

すみません。協議会自体、やはり原則公開でという

のはありますので、ちょっとホームページでさらすのはおくれていくという、ちょっとタ
イムラグとかいうのはあるんですけれども、基本は協議会で、皆さん、委員の皆さんから
発言をいただいて、それを区が受けとめるという場だと思っておりますので、ちょっと会
場の都合もあって、無制限に入っていただくというところはできなくて、その中でも限ら
れた傍聴者の数を、なるべく関係の深いところというところで対象範囲を選ばせて、学経
を減らさせていただいておりましたけれども、それもいろんな方のご意見の中で、一番町、
三番町も傍聴できるようにということで、ちょっと相変わらず限定ではあるんですけれど
も、そこはご意見を賜って、なるべく広くというふうにはしております。ただ、やはり会
場の制約もございますので、そこはある程度地域を限定させていただくのは、やむを得な
いかなというふうに思ってございます。
○小枝委員

そうしますと、この先も、議員であっても他地域の者は傍聴に行ってはいけ

ない。その仕切りは変わらないですか。どうなんですか。
○林分科会長

まあ、ちょっと、やりとりの中、ほかの協議会でそういう前例はあるのか

も含めてお答えしていただいたほうがよろしいかと思うんですよ。どこも会場、そんなに
大きなホールを使うわけではないので、たまたま傍聴が多い協議会というのも、どこかし
ら出てくると思うんですが。あったのか、どうなのか。そして今回の事案がどうなのか、
どうだったのかというお話を。
○大森まちづくり担当部長

例えば、飯田橋・富士見地域なんかは区政会館をお借りして、

かなり大きな会場で大勢、随行者も含めて結構入れます。メンバーも多いんですけども。
そこは、とりたて制限はないと。
○林分科会長

オープンで。案内が来ますよね、我々のところにも何か、やりますと。

○大森まちづくり担当部長
○林分科会長

で、傍聴者数は２０名と制限させて。

２０名。同じ。

○大森まちづくり担当部長

やっぱり大きくても、座れる席がちょっと限られているとい

うことで、制限させていただいています。
一方、日テレのところは、今はちょっと２部屋とれて大きくしているので２０名だった
んですけど、最初は１０名だった。１部屋しかとれなかったので。本当に狭い中でやって
いたときに、やはり人数も制限させていただいて。
で、すみません、今後、先生方のというのはちょっと検討させていただきますが、基本
的には、適宜その委員会とか議会にご報告をするので、よろしいかなと思っていたんです
が、そういうご要望があれば、すみません、ちょっとそこは検討させてください。
○林分科会長
○小枝委員

小枝委員。
その運営の仕方一つで、本当に信頼とかが。大体今、月１回開かれています

よね。それで、恐らく前回のときにはもう、１日か何か、もう申し込みがいっぱいになっ
たはずですね。１日か２日。もうあっという間にという感じ。つまり、関心の深さがもう
全然違うということだと思うので、そこは運営において、より開かれた運営を心がけてい
くということと、信頼関係をお互いに高めていくという工夫をよりしていくということで、
ここのところでは事務方のレベルではそういうところまではお願いをしたい。
○大森まちづくり担当部長

今ご指摘ありましたとおり、当初やはり市ケ谷から麹町大通
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りまでの、日本テレビのこの沿道のまちづくりを考えましょうということで、沿道の皆さ
んで構成して、少なくともこの沿道に接しているエリアでという、ちょっと考えていたん
ですが、やはりご指摘のとおり、ちょっと離れたところの方も聞きたいと。やはりそうい
う声が大きければ、そこは改善しますし、守る会さんだとかいろんな声もやっぱり拾った
ほうがいいよということになれば、そこは、今はちょっと関係者として出ていただいてい
ますけど、やはりそういう、区が事務局をやっていますので、そういう、何というんです、
すみません、少しずつはちょっと改善しながら、よりよくしていこうというふうには思っ
ております。
○小枝委員

２９年のところでは、かなり不信を高めたところもありましたけれども、何

しろ委員会の報告もなくて、３月の協議会、４月の協議会までやってしまっていたという
ところがありましたので。ただ、その後、住民のいろんな協議やコミュニケーションの中
で、運営改善がされているというところについては、私も感じるところはあります。
その上で、今後、先ほどの答弁のところで、いい市街地環境をどう形成していくかとい
うところで、地区計画を変更することもあり得るということでしたけれども、そこの、何
というか、恣意的なところ、あるいはある事業者への、何というんですかね、そんたくめ
いたことが出てこないようにというところでは、その判断基準というものが明確である必
要があると思うんですけど、その辺をどういうふうに打ち出していく、整理していくこと
ができるか。あるいはまとめていこうということが話し合われているか。それは現段階で
答弁できるものがありますか。まあ、一番マスタープランというものがあって、地区計画
の理念のところは変わらないわけですよね。その地区計画の理念に向けて、マスタープラ
ンの理念に向けて、どういう手法がいいかを、ここを考えていくわけですよね。
○大森まちづくり担当部長

その地区計画があって、その先に事業が、プロジェクトがあ

ったり、事業者がいて、事業があります。でも、その間を埋めるための構想をつくってい
ると思っています。そんな中で、どういう基準というよりも、あえて基準と言えば、やは
り例えばＪＲの市ケ谷駅に広場が必要だよねとか、麹町の地下鉄の駅にはバリアフリーが
要るよね。そこにも広場が要るよねと。そういったものが市街地環境の改善だというふう
に認識しています。
○林分科会長

部長、もう一つ、地区計画の話もあって、一つが、地区計画というのは、

千代田区役所としては平成３６年度までに１０％アップ、７３％までやりますよと。地域
拡大しますよというのが、一つ目標値としてある。もう一つの課題は、地区計画をつくっ
た、もう既に６３％のところだけれども、ここの見直しをするところの判断基準はどうい
うものですかという、あれば、お答えできるんだったら、お答えしていただきたい。
○はやお委員

ちょっと重ねて。

○林分科会長

重ねて。はい、はやお委員。

○はやお委員

ちょうど和泉町というのが地区計画のほぼ初めてのとき出て。そのころと

いうのが、非常に人口が減って、そして行政のほうと、そしてまた地元の皆さんとも、そ
の地域特性というのは共通認識に近いものだったと。すごくスムーズに和泉町の場合はこ
の地区計画が網をかかったというのはある。でもやっぱり２０年たってみると、そのとこ
ろでさまざまな意見があります、正直。だから、麹町・番町地区のように閑静を保ちたい
という方もいらっしゃるし、ちょっともう少しにぎわいという方もいると。そこはやっぱ
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り地域合意をとっていかなくちゃいけない。
そのことを言っているのではなくて、一応制度上のことで、今後、変更していくという
ことになってきたときに、どういう手続をもって、そして今、その時代と比べて、いろい
ろなさまざまな意見がある中を、どうやって聴取していくのか。意見を聞いていくのかと
いうことについての、やっぱり検討、研究をしなくちゃいけないと思うんですけど、その
辺をどのように考えているのか。
やっぱりまたそこのところによって、現実の問題として、例えばうちの、地元に地域の
いろいろなことは機能更新をしなければ、とても事業を保っていけない。そうなってくる
と、再開発をかけていって、少しその余った容積をその事業のほうにかけていくというや
り方。それがいいか悪いかは別ですよ。でも、そういうようなことということの中で、や
っぱり網をかけた地区計画が重荷になっている方もいらっしゃると。だから、これをどう
いうふうに皆さんのところによって、総意をもって整理していくかというところに来てい
ると思っているので、そこをちょっと今どういうふうに進めていくのか、なかなか難しい
話だと思います。そこをちょっと答弁いただきたい。
○印出井景観・都市計画課長

ただいまのはやお委員のご質問でございますけれども、先

ほど部長からご答弁を申し上げたとおり、地区計画は、例えば建築基準法ですとか既存の
用途、容積ですか、そういう一律の規制の中では、地域特性に対応できないとか、地域の
課題が解決できないといった場合に、その課題を解決するために、土地利用、空間利用、
あるいは広場等の都市施設をどうやってつくっていこうかということを、地域の地権者の
皆さんの合意のもとに決めていく制度であると。出発点は地域特性や地域の課題解決とい
うことでございます。
現在、例えば私どもの方で地区計画を、先ほど分科会長がお話ありましたけれども、伸
ばしていこうという中での周知については、新しく地区計画をかけていきましょうという
ふうなところでの周知にとどまっている部分があります。しかしながら、地域特性に合わ
なくなったというのは、既存の地区計画についても、地域特性に地区計画そのものが合わ
なくなったということがあるわけで、その場合には地区計画の変更ということですので、
地区計画の変更も、新たに地区計画をかけるのも、基本的には同様であるというふうに思
っております。
それで、じゃあ、現実に地区計画の変更についての進め方なんですけれども、それは一
つは、地域の皆さんが地域の課題とそれに対する解決策について、いろいろ機運が盛り上
がって、今回の日テレの委員会もそうなのかもしれません。そういった形で勉強を進める
中で、まちみらいの支援なんかも受けて進める中で、区のほうに非公式に提案するという
のもあるでしょうし、都市計画法に基づいた都市計画提案というのもあるだろうと思いま
す。
しかしながら、一般的になかなかそういう入り方ができてこないということにつきまし
ては、例えば今回、都市計画マスタープランを検討する中で、区といたしましても、これ
までも、これまでの先ほどはやお委員がおっしゃられたような、住環境の確保、定住人口
の回復を眼目に置いたまちづくりから、少し方向転換をする必要があるんじゃないかと。
そういう議論があったとしたら、それと実態の合わないまちについて、現状とその地域の
乖離についていろいろご説明をする中で、あるいは地域の整備の方向性についてご提案を
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する中で、行政と地域が相互に機運を盛り上げていくというのもあるでしょう。その機運
の盛り上がりによって、先ほどの事業で言えば、地域まちづくりの推進という形で、行政
のほうから入っていくという形もあると思いますので、地域からのご提案、それから行政
からの構想案の提示と、それに対する地域の呼応という両面があるのかなと思います。
いずれにいたしましても、そういった実態と合わないということで、まちづくりを進め
たいということであれば、区のほうに相談に来ていただくというようなことは必要なのか
なというふうに思ってございます。（発言する者あり）
○林分科会長
○小枝委員

小枝委員。
同じ話だとは思うんですけれども、幾つかの選択肢を選び取って、地域が選

び取っていく中で、今、日テレ、すみません、和泉もそうかもしれませんけれども、のと
ころを考えたときに、現状のまま行くことのメリット、デメリットって、それは確かにど
っちもあるんだと思いますね。で、緩和することによるメリット、デメリットってあるわ
けですよ。私がよく言う、強化することによるそれもあるわけですよね。メリット、デメ
リット。そのことをもっと明確にすることによって、議論をしやすくするというか、同じ
情報のもとに判断をしていくというか。
で、６０メートルの現状のまま、低いところは２３メーター、そのままいくことによっ
て、建てかえられないとか、いろんな人たちがいるのかもしれない。じゃあ、それは緩和
だけでいけるのかとか、そういう話にどんどんしていくことによって、実際、駅とか交通、
車が１車線のところ、双方、パンクしちゃったら、もうこれはインフラはもうどうにもな
らないわけですから、その許容の範囲の中で何ができるのか、ほかに手はないのかという
ことをやっぱり戦わせていくことが大事だと思うので、それはどこであっても、神田であ
っても一緒だと思うので、そこをわかるような調査、検討をしっかりとかけていただきた
いというのが私は事務方レベルでのぜひお願い。
その話の中で、きちっとやっていくという答弁は、この、いただけているとは思うんで
すけれども、私としては、あとはこの間、全く、区長のもとにさまざまなことをとり行っ
てきているはずであるにもかかわらず、全く公式には何ら見解、あるいは調整のような姿
が見えなかったというところについては、どのようにお考えなのかということを、ぜひ本
人がいる場で伺いたいと思いますので、総括のほうでやらせていただければというお願い
です。（発言する者あり）
○林分科会長

個人的に、やられる。まあ、別に発言どうのこうのというわけではないの

で。地区計画について。
どうぞ、（発言する者あり）ええ。やってください。今、やってください。
○木村委員
○林分科会長
○木村委員

一つだけ。すぐ終わりますから。
木村委員。（発言する者多数あり）
いや、一つだけなんですよ。都市計画マスタープランで、あれはまちづくり

をああいう方向で誘導していこうというものでつくられているわけですよね。都市計画マ
スタープランは。例えば現行の開発計画についても、そのマスタープランに沿った形で誘
導していこうと。個別の計画ではなかなかそのとおりにならないものがあって、マスター
プランに照らして、おかしいじゃないかとやるんだけども、なかなか法的拘束力がなくて、
そのほかに誘導できなかったという事例も私は幾つかあると思うんです。要するに、まだ
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改定が、今、改定中だけれども、今行われている計画は、現行の都市計画マスタープラン
に沿った形で誘導していくというのは、行政の責務だと思うんですよ。マスタープランで
は、例えば番町地域では文教地区であり、要するに中高層建築物による落ちついた住宅街
というのが、誘導策として番町地域ではうたわれているわけですよね。
で、行政がですよ、行政がそれとは違った超高層の建てかえを誘導するような、誘導で
きるような、可能にするような基本構想というのを提案できるものなんでしょうか。中高
層の落ちついたその住宅街という都市計画マスタープランで、この方向でまちづくりを誘
導していこうということで行政はつくったわけですよ。それに基づいて行政主導をしてい
るはずなんですよ。今、改定中だけれども、今の開発計画は現行のマスタープランでとい
うふうになっているのにもかかわらず、行政がそれとは違った形での基本構想を提案でき
るのかと。それについてちょっとご見解を。
○三本麹町地域まちづくり担当課長

ちょっと先ほどの質問書のご回答にも書いてはいる

んですけれども、都市計画マスタープランで、番町地域というのは。
○林分科会長

何ページですかね。

○三本麹町地域まちづくり担当課長

５４ページになるのかな。あ、回答の３ページのほ

うに、例えば。
○林分科会長

例えばね。

○三本麹町地域まちづくり担当課長

ええ。上の箱ですけれども、マスタープランで番町

地域というのは、そもそも住宅と業務空間が共存・調和するまちを目指すということにな
っております。一方で、その番町地域全体の中でも、日本テレビ通り沿道というのは商業
地域に指定されているところだということで、その商業地域、指定のその趣旨は業務施設
を呼び込むということで、加えて商業施設もということで、この商業施設の回答は１ペー
ジの箱のところに書いてあるんですけれども、そういった趣旨からすると、番町地域全体
は住宅業務、商業の、住宅を主体としつつ併存を目指しているんですけれど、その中でも
商業地域に指定されている日本テレビ通り沿道というのは、やっぱり商業、業務が誘導さ
れていくべきだろうと、そういうふうに認識してございます。だから、それ自体、まちづ
くり基本構想は沿道のまちづくりの考え方ですから、都市マスと相入れないというふうに
は思ってございません。
○林分科会長
○木村委員

木村委員。
１点だけ。すぐ終わる。

沿道というのは、当初３０メートル、道路から。というような定義もあったと思うんで
すよね。今どんどんどんどん土地の買収も進められているから、要するに都市マスをつく
ったときのいわゆる住居地域にどんどんどんどん入ってきているわけですよ。現状はです
よ。もうあるエリアは半分ぐらいまで来ちゃっているんじゃないかな。現実は。そういう
状況を、その現実を見ればね、沿道だけという理屈は成り立たんと思うんですよ。現実は
もう、あのマスタープランでうたった「落ち着いたたたずまい」という、そのエリアまで
侵食しているのが実際でしょ。どんどんどんどん買収が進んじゃっているんだから。そう
すると、やはり都市計画マスタープランのあの趣旨をね、理念をやはり守っていこうと、
この方向で誘導しようとしているならば、それに合ったような基本構想で私はあるべきじ
ゃないかと思うんだけれども、どうでしょう。
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○三本麹町地域まちづくり担当課長

すみません。ちょっと中身の話、お手元にちょっと

ない中で中身の話をして申しわけございませんけれども、まちづくり基本構想自体はエリ
アごとで考えをちょっと分けていて、構想自体沿道を指していますけれども、その中でも
日本テレビ通りの一番際の部分、やっぱりさっき言ったにぎわいをつくっていく部分と、
その一皮外側の住宅地との緩衝にあるような、Ａゾーンという言葉を使っていたかと思う
んですけれども、そこは守っていきましょうというところは理念としては一緒です。ただ、
そこが実態、市街地として、そこにどんどん入り込んできているというのは実態なのかも
しれませんけれども、そこも含めて住環境は守っていきたいというふうな、そういう構想
になってございます。
○林分科会長
○嶋崎委員

嶋崎委員。
さっき印出井課長のご答弁のところで気になったんだけど、はやお委員がさ

っき和泉町が２０年前に地区計画云々かんぬん、で、私どもも認識は持っていますという
話をされました。地域によっていろんな事情があって、地区計画は非常に難しいと、ある
んだけど、さっき最後のところで、どうぞ申し出てください、こう言ったんだよ。それは
ちょっと違うと思うよ。やっぱりそれだけ認識があるんだったら、ちゃんと地域に入った
り、地域のまさにその核となる人と相談をして、相談業務をするとか、そういうところが
やっぱり寄り添った形の役所の立場じゃないのかな。そこはどうでしょう。
○印出井景観・都市計画課長

ちょっと途中までのご答弁と、最後の着地のニュアンスが

変わってしまったところがあるということで、私のほうで説明が不適切だったかなと思い
ますけども、区のほうとしても、地域特性の変容を踏まえて、やはり地区計画について何
らかの議論をする必要があるというような状況になれば、当然区のほうからも、先ほど嶋
崎委員からご質問ありましたような形で、地域のほうに入っていくということはございま
すので、その部分は改めてご答弁し直しさせていただきます。
○林分科会長

はやお委員。

○はやお委員

確認になりますけど、ちゃんと地域によっては勉強会をやって、そしてま

た入っていただくというスタイルもあるでしょうし、広域的にやって、東京都も今指定す
るようにここはいろいろな高度利用になってくるよと。あと地域特性についても、下から、
もう何か理解できたよというときについては、積極的にいろいろかかわっていただけると
いうことで、重ねて確認したいと思いますけど、よろしいでしょうか。
○佐藤地域まちづくり課長

地域別まちづくりにかかわることでございますので、私のほ

うからご答弁させていただきます。
当然、その地域の課題というのは、実はかなりいろいろ直接的、間接的に伺っていると
ころもございます。地区計画の問題についてもいろいろご相談を受けているところもござ
いますので、そういったところを、もっと話し合いを深く、また、区としてもそういった
ところについては話し合いをもって進めていくような形でやっていきますので、よろしく
お願いいたします。
○林分科会長

よろしいですかね。地区計画制度の適用につきましては。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕

○林分科会長

はい。それでは、２目の地域整備費、ほかに何かございますか。よろしい

ですか。
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〔「はい」と呼ぶ者あり〕
○林分科会長

はい。それでは、３目の住宅整備費、決算参考書２０４ページから２０７

ページの調査に入ります。説明はございますか。
○平岡住宅課長

それでは、主要施策の成果９８ページの７７番、次世代育成住宅助成に

ついてご説明します。
この事業は結婚や子どもの誕生などに伴いまして住みかえをする新婚、子育て世帯の家
賃や住宅ローンの一部を助成する制度です。親元近居助成と区内転居助成の二つから成り、
区内定住や世代間の共助を支援するものでございます。
事業の実績についてでございますが、決算額は１億４,７０４万円余となっております。
中ほどの表にございますが、世帯区分のうち親元近居助成の新婚世帯の助成額が、対前年
比で６３６万４,０００円の減となりましたものの、区内転居助成の子育て世帯が対前年
度比で助成額が５１８万６,０００円、親元近居助成の同じく子育て世帯の助成額が、対
前年度比で２２１万１,９００円余り増となったことによるものでございます。
この事業の課題でございますが、現行の事業を開始した平成１９年度から１０年余りが
経過をいたしました。新規助成世帯が毎年７０件から８０件ずつ増加してきていることな
どによりまして、通算助成世帯数も増加してきております。この制度が市民に浸透し、世
代間共助の一助の一定の役割を果たしておりますが、助成終了後の継続居住の向上が必要
なところでございます。今後の方向性についてでございますが、子育て世帯の増加を含め、
区民構成の変化などを見据えた制度として継続的に実施していくことで、世代間共助のき
っかけとなるよう、住まいを取り巻く状況の変化を見据えて、引き続き取り組んでまいり
たいと思っております。
ご説明は以上でございます。
○林分科会長

はい。それでは、調査に入ります。

委員の方、何かございますか。ない。（発言する者あり）
木村委員。
○木村委員

じゃあ。住宅課でいろんなさまざまな諸事業を展開されていらっしゃるとい

うふうに思います。ただ、最近こういう事例が少なくありません。高齢の方で、民間賃貸
住宅にお住まいの方で、例えばそのマンションは建てかえるということで引っ越しをする。
ある方はたまたま定期借家と。住まいがなかなか見つからなくて、定期借家だったらとい
うことで定期借家に引っ越しされたと。しかし、いよいよ期限が来たと。ところが次の民
間のマンションが見つからないと。もうやっぱり、よわい８０を超えると、なかなかそう
いう、いいですよ、というマンションが見つからないと。仲介業者も難しいという、おっ
しゃっていると。こういった方への支援というのはこの住宅整備費の中にありますか。
○平岡住宅課長

私どものほうで、窓口でもこういった方は日常的にお見えになることも

ございまして、職員が相談に当たらせていただいております。一番、民間賃貸住宅でお住
まいになりたいということでありますれば、区のほうで高齢者向けの優良賃貸住宅、今、
８棟１４４戸ございます。あきもございますれば直ちにご案内ができますので、そういっ
た方に対して居住の安定というようなことを図ってまいります。
お住まいになられている方も、またはお住まいになられる、お住みかえになられる上で、
さまざまな志向がおありでいらっしゃるというふうに考えております。例えばその後も賃
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貸住宅にお住まいになられる上で、区内にどうしてもお住まいになられたいのかどうかと
いうようなご意向もあると思いますので、そういったところも中心にお話を伺いながら、
適切な住宅としてごあっせんできるかどうかのご相談に対応してまいりたいと思います。
○木村委員

居住支援協議会の結論はそういう形ですか。高齢者や障害者、子育て世代へ

の支援ということで、今、協議会でも検討されていらっしゃるようだけれども、高齢者は
全てこもれびで対応できると。それが居住支援協議会の結論ですか。
○平岡住宅課長

まだ居住支援協議会で、そういったお困りになられている方が、こう、

各、このように住んでほしい、住まわれるべきだみたいなご議論が結論として出ているわ
けではございませんけれども、今、昨年度中に一定程度、居住のあり方についての考え方
を、まとめといいますか、たたき台を出しているというような状態でございまして、今後
そういったところも含めて議論を充実させて、区としての方向性を考えていきたいという
ふうには考えておりますが、はっきりとした結論が今出ているというところではございま
せん。
○木村委員

高齢者の方で、牛尾議員がかつて本会議でも質問されたことがあるけれども、

６３か６４歳でもだめだというふうに言われたと。こもれびに入れないでしょう。今やそ
ういう状況ですよ。
それで、全ての高齢者の方がこもれびが受け皿となれるというんだったら、問題になら
ないはずなんですよ。これは、要するに年齢でもってやっぱり選別、差別されるという現
状、厳しい現状があるわけですよ。それを行政がどう支援していくのかと。どうその救済
できるシステムをつくるのかということが私は問われているんじゃないかと思うんですよ。
で、居住支援協議会でずっと検討されてきているわけでしょ。
それで、そういった方は１人や２人じゃないわけよ、今現在。だって、住宅白書だって、
年収２００万未満の民間賃貸マンションに住んでいる方はたくさん、数百人といらっしゃ
るんですよ。数百世帯だ。高齢者でも。こもれび１４０戸で足りるわけないじゃありませ
んか。
それで、やはり今年度のやっぱり決算を通してね、そういう方々をどう救済できるのか
というシステムに向けて、検討を開始する必要があるだろうと。
それで、高齢者が入居される場合、もちろん器がないということと同時に、やはりその
生活支援、日常生活支援、これがないと、やはりオーナーさんも不安だというふうにおっ
しゃるわけで、これ、あわせもって、そういうシステムづくりといいましょうかね。これ
は福祉とのネットワーク、連携とも必要になってくると思うんだけれども、ぜひ具体化に
向けて踏み出す必要があるだろうと。
これは住宅セーフティネット法でしたか。いわゆる、そのいわゆる要配慮者を受け入れ
るという住宅というのは、民間住宅というのは千代田区にありますかね、現在。
○平岡住宅課長

今、千代田区には、いわゆる高齢者、住宅セーフティネット法に基づき

ます、いわゆる入居を拒まない住宅というのは区内にはございません。そういった住宅は
ないところではございますが、先ほどちょっと高優賃の話をさせていただいたんですけど
も、高優賃以外にも、私どものほうで高齢者住宅、それからあと、居住安定のための家賃
助成、そういったソフト、ハード両面のご相談を対応させていただきながら、今現在で私
たちが支援できるところをしっかりと支援させていただき、また、ご相談に応じながらと
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いうような形を整えていくことが必要かなというふうに思っております。あとそういった
ことも含めて、今後の検討は居住支援協議会も含めて深めていかなければならないとは思
っております。
○木村委員

居住安定支援、家賃助成も一つの方法だけれども、ただ、それはいいですよ

と、入ってもらっていいですよというふうにオーナーさんが言ってくれなければ、この制
度は使えないわけですよ。ですから、オーナーさんにいいよと言ってもらえるようなシス
テムをつくれるのか。つくれないとしたら、これは区が供給するほかないんですよ。その
セーフティーの、その住宅のセーフティネットの根幹は公営住宅だというふうにセーフテ
ィネット法でも言っているんですから。あ、セーフティネット法のその国交省の解説書で
ね。指針の中で言っているわけですから。やはり受け入れてくれない、民間マンションは
受け入れてくれないんだったら、行政がもう基盤整備するほかないじゃありませんか。こ
れが一つです。
それから、もう一つ、運よくそういうオーナーさんが見つかったと。見つかっても、も
う一つネックがあるんですよ。高齢者等民間賃貸住宅入居支援、これは保証料を区が助成
してくれるという制度だけれども、これ、保証会社は２社しかないでしょ。あれ、オーナ
ーさんというのはいろんな保証会社と提携しているわけですよ。そのオーナーさんが指定
するこの保証会社を使ってくれというふうに言われるわけですよ。しかし、利用料の助成
は区が提携をしている２社しか認めないわけで、そうなると、このいい制度が生かせない
わけですよ。となると、この高齢者等民間賃貸住宅入居支援のやはり改善が必要なんじゃ
ないかということです。
その２点。民間が見つからないんだったら、やはり行政が基盤整備が必要だというのと、
この入居支援の改善と、ご答弁をお願いします。
○平岡住宅課長

今２点、木村委員からご指摘を賜りました。

まず、住宅として、入居される方が、一義的に区がそういった住宅の薄さを担うべきで
はないかというようなご指摘を賜ったと思います。それにつきましては、私どものほうも
鋭意公共住宅の整備もこれまでやってまいりましたが、住宅としましては、住宅基本計画
にも掲げさせていただいておりますとおり、新規の住宅に今のところ着手するかどうかと
いうような考え方を持っているわけではなくて、現状の住宅は今後も十分に維持をし、そ
の住宅の機能としての維持は図っていくというようなところでございます。住宅を直接に
供給するというのは非常に制限がございまして、限りある中で私たちも十分な対応はして
まいったというようなところでございます。今後に関しましては民間賃貸住宅も含めて、
居住の安定が図られるような、そういったところを施策としてソフトで十二分にやるかど
うかというような検討も深めてまいりたいというふうに考えております。
それから、保証制度の２社しかない点でございますが、確かに今、運用上２社しかない
というのは現状でございます。ここも含めて、将来的に、この事業が今、実績もないとい
うようなところでございますので、どうやったらうまく運用できるのかというような研究
もしっかりとさせていただいた上で、事業の効率的な運用ができるように、十分な内部検
討を図ってまいりたいというふうに考えております。
○林分科会長

いいですか。ちょっと確認ですけど、これ、平成２８年度決算でも、この

高齢者住み替え・共同建て替え等の支援、ゼロ執行で、９番の高齢者等安心居住家賃助成
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とか、いろんな制度はつくっているのにゼロ執行が連続して続いている。この原因分析を
どういうふうにされるのかというのを説明していただいて、終わっていいですかね。
○平岡住宅課長

この制度は旧前から実施させていただいているものでございますが、私

どものほうでＰＲも広報や便利帳等を使ってさせていただいておりますが、なかなかご浸
透がないというようなところでございます。これまでの実績が少なからずありましたけれ
ども、将来に向けて、今現在に至ってもなかなか利用者が見つからないとなれば、これ、
ちょっとこの制度そのものの仕組みを再度検証していかなければならないと思います。例
えば対象者でありますとか、あるいは条件でありますとか、先ほどの木村議員がおっしゃ
ったような、２社しかないような家賃債務保証の業者さんでありますとか、そういった仕
組みをもう一度見直させていただきまして、より一層執行が図られるような形にしたいと
いうふうに思っております。
○林分科会長

うん、いいですかね。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕

○林分科会長

はい。それでは、３目の住宅整備費について、ほかに。ないですか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕

○林分科会長

はい。それでは、続きまして、４目の建設事務費、決算参考書の２０６ペ

ージから２０７ページの調査に入ります。説明はございますか。
○齊藤建築指導課長

はい。４目でございます。３番の建物の耐震化促進事業についてご

らんください。主要施策の成果の該当箇所は９９ページになります。
事業といたしましては主に四つありまして、事務所などの建築物、木造住宅、マンショ
ン、特定緊急輸送道路沿道建築物の四つでございます。２９年度の実績でございますが、
事務所ビルは、耐震診断３件、補強設計１件。木造住宅につきましては、耐震診断３件、
耐震改修等が３件。マンションにつきましては、耐震診断が５件、アドバイザー派遣が２
件。特定緊急輸送道路につきましては、補強設計が３件、耐震改修等が３件ございました。
説明は以上でございます。
○林分科会長

はい。調査に入ります。

○はやお委員

基本的なところから確認いたします。今回のところで、ここが不用額が非

常に多い。先ほども説明いただきましたとおり、決算額が４億１,４８９万４,０００円余、
そして不用額が６億ということになっていますので、まず、この決算額の内訳についてお
答えいただきたいと思います。ゆっくりお願いします。
○齊藤建築指導課長

それぞれの事業ごとの決算額ということで、ご説明させていただき

ます。
まず、第一に事務所ビル等の耐震促進事業でございますが、そちらのほうが６９８万９,
０００円になっております。続きまして、マンション等の耐震促進事業でございますが、
こちらが２,１０９万２,０００円になっております。続きまして、すみません、２番目の
木造住宅の耐震促進事業につきましてが２５９万６,０００円、最後に４番目の特定緊急
輸送道路沿道建築物耐震化促進事業につきましてが、３億８,４２１万７,０００円となっ
ております。
以上でございます。
○はやお委員

ここのところについてね、特段先ほども説明がなかったんですけれども、
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３１年度の予算への対応ということで、９９ページ、主要施策の成果というところで、
「様々な理由から耐震改修等がなかなか進まない」と書いてあるんです。そして、事業実
績を見ますと、平成２５年、それはそうですよね。東日本大震災があったときについては
１１６件、の翌々年ですか、ありました。で、６３件、４８件、２６件、２３件というこ
とで減ってきていると。ここのところ、「様々な理由から」ということなんですけれども、
この辺のところの、その「様々」と丸めないで、どういうふうに分析されているのか。そ
こをお答えいただきたい。
○齊藤建築指導課長

はい。こちらのほう、９９ページにもございますけれども、主なと

ころとしまして、テナントの仮移転の問題、事務所ビルではですね、こちらのほうに書い
てあります。また、マンションでは管理組合内の必要な合意形成が得られないということ
でございますが、そちら以外にも、こちらのほうで書いていないところでございますが、
例えば分譲マンションとかにおきましては、区分所有等の個々の事情により合意形成が困
難というところとか、管理組合がないため話し合う場がないとか、長期修繕積立金が不足
しているとか、所有者の高齢者により新たな環境の変化を望まないとか、また耐震工事の
補強というのがかなり分厚いものになりますので、使い勝手が悪くなるとか、例えば住ん
でいる住宅の中でも、この家の前には補強するけれどもこの家の前には補強がないとか、
そういういわゆる差別というか、そういう、差別という言い方ではないですね。差が出て
きてしまって、そういうところで合意形成が難しくなるとか、また、あわせて補強工事中
の使用の制約がかなりされることへの懸念があるとか、そんなような問題がうちのほうで
は把握しているところでございます。
○はやお委員

そういう状況というのはもう日に日にわかってきたことだったと思います。

それで、なかなかこれをどういうふうにやって推進していくのかというところを、今一つ
大切なこと、特に特定緊急輸送道路のところの確保というのは、大変重要なことだと思っ
ているんですね。ここのところも含めて、どういうふうにやるのか。また、そこのところ、
厳しいということになれば、予算編成の積み上げの問題にもなってくるわけです。今まで
こういうふうにやって、かなりのこの不用額の原因が、特に環境まちづくりにおいてはこ
の耐震のやつだったと思うんですね。だから、ここをどういうふうに考えていくのかとい
うことを、全庁的にもう一度検討しなくちゃいけないと思うので、重要であることがわか
りながらも、なかなか使い勝手が悪い。なかなかできない。あと例えばマンションの区分
所有の方々からすれば、そういう実態もある。だから、例えばマンション条例という話も
あるんでしょう。でも、ここのところをどういうふうに総合的に進めていくのかというこ
とは、どう考えている。お答えいただきたい。
○齊藤建築指導課長

はい。委員からのご指摘をいただきました。これまでもこういう取

り組みの中で課題が出てきているというのは、私どものほうでも順次把握しているところ
でございます。その間、全く手を入れていないというわけではございませんが、例えばう
ちのほうでもいろいろ工夫をしておりまして、例えば国や都の統計によるデータで、いわ
ゆる区の中のどこにいわゆるその耐震化が不足している、昭和５６年以前の建物があるか
というのも、今現状ではなかなかわからないところでございます。そういうところをもち
まして、建築物の実態を把握するということで、今、大体およそ１万３,０００件、区の
中に１万３,０００棟、区の中に建物がございますが、その実態を把握するという調査も
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本年度から始めようとしております。
また、マンションの中の合意形成が、この中でも難しいという、種々いろいろなものが
あります。私どもとしましても、受けるだけではなくて、窓口で受けているだけではなく
て、実際にまちみらいとの情報の共有とか、例えば旧耐震の分譲マンションの実態把握の
調査がまちみらいでありまして、２６年度、まちみらいの調査とかがございますので、そ
ちらのほうから情報を得て、いわゆる各分譲マンションを訪問したり普及啓発を行ったり
とかいう行動もしております。
また、昨年でございますけれども、幾つかのマンションの理事会には呼ばれまして、う
ちの係員ですが、直接、耐震化の必要性とか、こういう内容の補助があるということを説
明させていただいたりしております。
また、診断助成ということで、昨年はマンションの理事会やいろいろな情報を得た中で、
分譲マンションというのはかなり古いもので、ことしの予算の頭でも申し上げましたけれ
ども、昔建てたその設計図が、やはり分譲マンションで管理会社が変わったりすると、そ
れがどこへ行ったかわからないままになってしまうという、そういうような事例も聞かれ
ましたので、私どもとしましては、昨年、いわゆるマンションの耐震診断については、そ
ちらのほうのいわゆる単なる耐震診断ではなくて、建物の設計図を起こすためにまたさら
にお金がかかってしまうという状況も踏まえまして、補助の限度額を２００万から１５０
万程度追加して、限度額を上げたりとか、そういうようないろいろなさまざまな手を打っ
ております。
今後もいろんな問題がありますので、全て一気にこのこれまでやったことで片づけられ
るとは思っておりません。さまざまいろんなものを組み合わせて、いろんな東京都とか国
とかの情報も含めまして、できる限りの対応をしていきたいと思っております。
以上です。
○はやお委員

ここのところで間髪なく、本来であれば、マンション条例をつくりますの

で、こういうことについては、これはマンションのことがわかりましたと、本来であれば
そういう話が出てくるんでしょう。でも、ゆっくりやれと言った私の手前、そういう話も
できないのかしら。こういうふうな話をきちっとフォローしながら、来年の予算について
は十分精査をして、積み上げをやっていただきたいと思いますが、条例部長、いかがでし
ょうか。
○林分科会長

条例部長。担当部長。

○はやお委員

担当部長か。

○林分科会長

セクションは。耐震の。（発言する者あり）

○はやお委員

失礼しました。

○大森まちづくり担当部長

今、はやお委員からご指摘いただきましたマンション、とり

わけ耐震の中でも、このマンションは合意形成を含めてさまざまに課題がございます。そ
ういった中でこの執行率を鑑みまして、さまざまに来年度予算に向けて検討していきたい
と思います。
○林分科会長

耐震については、委員の方、ないですか。いいですか。

確認だけ。時間ですけど、進捗、久々なので、分科会で。
みらいプロジェクトで、平成２５年度、それぞれ８８％、８６％、９６％と目標数値が
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出ておりました。で、平成３１年度は９４%、９４％、１００％になるんですが、現在の
進捗、すぐわからなければ後にします。わかるの。２９年度、終わり……
○齊藤建築指導課長
○林分科会長

あ、２９年度ですか。

あ、今でもいいですよ。今現在でも。

○齊藤建築指導課長

すみません。今、進捗状況ですけれども、先ほども申し上げました

ように、委員会等でも申し上げましたように、計画自体が国の統計とかさまざまな統計か
ら持ってきている関係で、５年に１回とか３年に１回とか、そういうような数値を利用し
ているんですけれども、そこから今現在推測しますに、平成２８年度時点で、およそ９
１％の住宅の耐震化がされている。また、民間特定建築物についてはおよそ９０％、また
区の公共建築物についてはこの前ご説明しましたが、１００％ということでなっておりま
す。
○林分科会長

はい。目標に近づいていると。

それでは、建築事務費、そのほかもよろしいですかね。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
○林分科会長

はい。それでは、次の５目の住宅建設費、決算参考書２０６ページから２

０７ページの調査に入ります。
説明は。
○平岡住宅課長

続きまして、主要施策の成果、１００ページの７９番、（仮称）区立麹

町仮住宅の整備についてご説明いたします。
事業実績でございますが、平成２９年度は旧千代田保健所麹町庁舎の解体工事を行いま
して、その後、仮住宅の新築工事に着手したところでございます。仮住宅として利用した
後の利活用につきまして、地域の課題に見識の深い地域の代表の方々にご参加いただきま
して、旧千代田保健所跡地利用検討協議会におきまして２回にわたり意見を伺い、検討を
行いました。
この事業の課題と今後の方向性についてでございますが、仮住宅の建設工事に既に着手
しており、工事を進めておりますが、仮住宅の後の利活用につきまして、先ほども申しま
した旧千代田保健所麹町庁舎跡地利用検討協議会におきまして、地域の課題を含めた検討
を地域とともに進めていくことが大切であると考えております。また、入居者の仮移転に
向けまして、四番町住宅、四番町アパートの入居者の皆様に対し、平成２９年８月から９
月には隣戸のご訪問を、１２月から平成２９年度３０年４月までには個別の相談をそれぞ
れ実施してまいりました。引き続き個別相談などを通じまして、入居者の疑問や不安の解
消となるよう対応を進めてまいりたいと考えております。
ご説明は以上でございます。（「特別委員会でやる……」と呼ぶ者あり）
○林分科会長
○小枝委員

はい、小枝委員。
特別委員会に入っておりませんので、伺います。（発言する者あり）いや、

入っている方でも伺ってほしいんですけれども。（発言する者あり）
不安なのは、もちろん区営住宅の方たちも不安だと思いますけれども、この事業は今一
体どうなっているのかと。実際、住宅、平河町のところに５３戸の住宅をつくるというこ
とについては、この平成２９年がかなり踏み込んだと。みんな大丈夫なのだろうかと、い
ろんな不安が言われながらも踏み切ったという状況にあって、本会議場で木村議員からの
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質問も大分出ていましたけれども、答えていませんでしたね。
で、地下鉄の特にアクセスのところは、当時一生懸命説明会にも行き、意見を申し述べ
ていた住民から言わせると、森ビルの建てかえのときに、地下鉄の出入り口をちゃんとつ
くってくれないと、出入り口が小さいのでパンクしてしまうということで、かなりお願い
をしたらしいんです。だけれども、それは無理だということを言われたらしいんですね。
現に永田町の出入り口のところというのは、あの森ビルのほうに向かって、もう何という
んですか、びっちり一列渋滞というか、１回抜けたらもう列に戻れないような状況にあり
ます。ところが、今現在、この地下鉄の出入り口をつくりますというふうな、お土産のよ
うな格好をとって進めようとしてきたという。今、非常に暗礁に乗り上げているというよ
うなうわさも聞くんですが、実際はどうなのか。そして、まとめて聞けば、一体そのお金
については誰が負担するのか。これは本会議での委員の質問どおりで、みんな聞きたいこ
とだと思うので。そしてそれは幾らかかる想定なのか。お答えください。
○平岡住宅課長

地下鉄の出入り口に関しましては、今回、仮住宅を整備させていただく

に当たりまして、検討協議会の中でも、地元の地域の皆様からのご要望というようなこと
もあり、地域の皆様の地域課題も解決できるというようなことで、今回の整備に合わせて
その受け口を一緒に整備させていただいているというような形であります。ちょっと私た
ちは、この地域の方々の課題解決も一緒にこの検討協議会の中で進めていこうというよう
な中で、地域の皆様からのご意見をいただいた上で、それを形にしていくことが必要であ
るというような判断のもと進めさせていただいているというようなところでございます。
現在の工事でございますが、地下の構築部分が、当初、地下の出入り口の受け口をつく
る前と後では、深さが３メートルから１０メートルというような形で深さが変わってまい
りました。そのために、工事としましては１０メートルの深さにまで必要な基礎的な工事
を行わなければならないというようなことから、今現在は地下工事を中心に進めさせてい
ただいているというようなところでございます。本会議でもこの点についてはご答弁をさ
せていただいたところでございますが、現在この私どもがつくる、整備しております受け
口とともに、東京メトロ側の永田町出入り口との延伸となるべき部分についての協議は現
在行わせていただいているものでございまして、これに伴うさまざまな協議を行っている
最中というようなことでございます。
協議としましては、最終的にはどのような形にするのかというようなところを、協議を
まとめていくには、より一層ちょっと時間がかかるというような見込みでございます。そ
ういったことも課題も解決をさせていただきまして、地域の方々の実現に向けて努力をさ
せていただきたいというふうに考えております。
○林分科会長

経費については。経費についても。

どうぞ、住宅課長。
○平岡住宅課長

あ、失礼しました。経費につきましては、今現在、東京メトロさんとの、

まだ協議が進んでおります。その分担につきましても、協議が調い次第、分担について考
えをまとめていくというような形でございますが、今のところ、ちょっとそこについての
ご協議は続いているというところでございます。
○林分科会長

いや、分担じゃなくて、総額と分担を質問者のほうが今言いましたので。

総額の金額というのはわからない。わかる。
７４

平成30年10月 2日 決算特別委員会 企画総務分科会（未定稿）

○平岡住宅課長

失礼しました。ちょっとまだ、私どもが受け口として工事をさせていた

だいているのは約５億円程度金額が膨らむ予定なんですけれども、東京メトロさんのほう
でやっていただく、東京メトロさんのほうで整備していただく本当の地下の通路の部分が
幾らになるのかというのは、ちょっとまだ今のところ積算の基礎はちょっと頂戴できてい
ないというようなところでございます。
○小枝委員

これはそうなんだ。別。（発言する者あり）

○林分科会長
○小枝委員

ということで、小枝委員。５憶。５億追加。
金額的には単独でその地域要望に応えることを、課題解決をしようとすると、

地下へのアクセスに５億円かかると。通路はまた別であると。その通路の部分は営団が持
つのか、その辺の配分の仕方については協議中であると。
で、日程のところを聞きたいんですけれども、平成３０年の年度の３月までに、仮住宅
新築工事、２１カ月でこれは終わるという予定になっていましたけれども、これは一体、
じゃあ、今現在そういう状況で、１０メーターの地下工事に手間取っているというふうな
状況で、一体、年次変更、どのくらいまで延長すると終わるということになっているんで
しょうか。
○林分科会長

答えられますか。答えられるんだったら、どうぞ、住宅課長。

○平岡住宅課長

日程についてはちょっと整理をさせていただいておりまして、またちょ

っと整理が固まった段階で、特別委員会等でご説明をさせていただきたいというふうに考
えております。
○林分科会長

いや、これも特別委員会なんですけど。いつごろまでに整理とかと言って

もらわないと。わからない。答えられない。休憩する。（発言する者あり）休憩する。
はい。休憩いたします。
午後５時０２分休憩
午後５時１０分再開
○林分科会長

委員会を再開いたします。

答弁はどちらから。
○平岡住宅課長
○林分科会長

分科会長、住宅課長。
住宅課長。

○平岡住宅課長

はい。すみません。大変貴重なお時間をいただきまして、申しわけござ

いませんでした。先ほどのちょっと私のご発言を訂正させていただきまして……
○林分科会長

「ご発言」。答弁。（発言する者多数あり）答弁、答弁、答弁。（発言す

る者多数あり）
○平岡住宅課長

あ、答弁。失礼しました。答弁を訂正させていただきまして、再度ご答

弁させていただきたいと思います。
先ほどのお尋ねの件でございますが、日程、期間、計画や、それから額も含めまして、
早々に議会にご報告させていただきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願
いを申し上げます。
○林分科会長

後でね。はい。

小枝委員。
○小枝委員

まあ、きょうの時点ではご答弁の中身は理解はできませんが、区民から見る
７５

平成30年10月 2日 決算特別委員会 企画総務分科会（未定稿）

と、これだけの金額も膨らみ、もともとなかった金額が膨らんでくる。工事も期間も膨ら
み、日テレの園舎を借りているから、後がおくれちゃいけないといってここまでやってき
て、こういう状況。もうそれは、もう完全に日程が破綻したというのは予測がつきます。
詳細はわからなくても。でも、この先の議会との関係では、きちっとその説明をしながら、
私から見ると住宅はやや被害者なんですね。だからといって、だからといって区営住宅の
方たちに、僕らも被害者なんですと言ったら困るんですけれども、つまり、この結果責任
を負う必要はない、トップがこう判断したから、これで一生懸命職務を、目の前のことを
やってきたら、こうなっている。立ち至った結果については、これはもうオール千代田の
中で責任をとる必要があるし、的確なストップ、ゴーを議会側も判断しなきゃいけないと
いうことは、今の現状、本当だったらきょうの時点で、もう全部つまびらかにしていただ
きたいけれども、今、全部つまびらかにすることはできないというご答弁ですよね。ご答
弁なので、ここはまた住宅のことしかできない、ほかに子ども部の話もあるというところ
がありますので、この分科会での質疑については、きょうのところは、これはこれとして、
とても納得はできませんけれども、これ以上、出せ、出せ、といっても出ないですよね。
○林分科会長
○小枝委員

きょうは出せない。来週はいけるかもしれない。（発言する者あり）
それ、本当に区民にとっては重大な事項ですので、早急に明らかにしていた

だいて、的確なストップ、ゴー。ストップもありだと思うし、チェンジもありだと思うし、
私はこんなのはやめたらいいと思いますよ。くいだけやって。あ、くいもやっていない。
（発言する者あり）うん。そういう的確な判断を平成２９年にしなかったから、平成３０
年の今があるんだから、平成３０年の今の的確な判断をできるような資料を早急に出して
いただきたい。それについては部長から答弁をお願いします。
○保科環境まちづくり部長

はい。麹町仮住宅につきまして、地下にメトロの永田町駅と

の連絡通路をつくるということ、その受け口をつくるということで、今現在、工期の変更
が必要になっているという状況でございます。その辺の状況につきましては、ただいまご
指摘も頂戴いたしましたので、内容の精査をし、終了し次第、議会のほうにお示しをさせ
ていただきたいと存じます。よろしくお願いいたします。
○林分科会長

はい。よろしいですかね。はい。宿題に残るという形で。

ほかに。まあ、ここは１個しかないんですけども、住宅建設費はよろしいですか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
○林分科会長

はい。それでは、第３項、道路公園費、１目の道路橋梁総務費の調査に入

ります。決算参考書２０８ページから２０９ページです。説明はございますか。
○谷田部道路公園課長
○林分科会長

特にありません。

はい。それでは、調査に入ります。委員の方。（発言する者あり）道路公

園費の１目の道路橋梁総務費。２０８ページから２０９ページ。（発言する者あり）別に
いいですか。（発言する者あり）しなくてもいいんだったら、いいです。説明を持ってい
って冒頭に。（発言する者あり）ええ。いいんですよね、説明は。はい、調査です。なし。
いいですか、これ。同じことを。よろしいですか。いいですか。
○木村委員

これはまた陳情書も……

○木村委員

陳情書もあるんで。

それでは、よろしいですね。
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〔「はい」と呼ぶ者あり〕
○林分科会長

２目の道路維持費の調査に入ります。決算参考書２０８ページから２１１

ページ、説明はございますか。
○谷田部道路公園課長
○林分科会長

特にありません。

はい。それでは、調査に入ります。（発言する者あり）ない。（発言する

者あり）ないですか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
○林分科会長

はい。それでは、続きまして３目――あ、ある。大丈夫ですか。（発言す

る者あり）また調査漏れって、確認しますけどね。３目の道路新設改良費、決算参考書２
１０ページから２１１ページの調査です。説明は。
○谷田部道路公園課長
○林分科会長

はい。２１０ページから２１１ページですよ。

○谷田部道路公園課長
○林分科会長

特にございません。
あ、すみません。（発言する者あり）

あるんでしょ。

道路公園課長。
○谷田部道路公園課長
○林分科会長

申しわけございませんでした。

あ、トイレ。トイレだから、トイレは違う。道路、２目の道路維持費のと

ころでしょ。違う。（発言する者あり）トイレは違って、バリアフリーのほうでいいんで
すよね。
○谷田部道路公園課長
○林分科会長

新設改良費のところですよね。３番。

そうです、そうです。３目の。はい、３目の。

どうぞ、道路公園課長。
○谷田部道路公園課長
○林分科会長

やっぱり２目なんだ。

○谷田部道路公園課長
○林分科会長

２目の橋梁の整備でございます。
あ、２目というか、この小さな２番ですね。

あ、２番ね。（発言する者あり）びっくりした。

○谷田部道路公園課長

橋梁の整備でございますが、主要施策の成果１０５ページ、８４

番橋梁の整備についてご説明をさせていただきます。
本事業は平成２２年度に橋梁の長寿命化修繕計画を策定し、その計画に基づきまして、
補修・補強等を行ってまいります。平成２９年度の実績といたしましては、お茶の水橋の
補修・補強工事に着手、後楽橋の補修・補強設計を完了、また雉子橋においては関係機関
との協議調整を実施いたしました。執行率が２７.５%と低い主な理由といたしましては、
お茶の水橋におきまして、ＪＲとの協議調整に時間を要し、ＪＲ委託分の整備費を全額執
行できなかったということで、繰り越したものによるものでございます。今後はお茶の水
橋の工事を進めるとともに、後楽橋及び雉子橋の工事に向けて取り組んでまいります。
以上でございます。
○林分科会長

はい。大丈夫ですかね。もう一回再確認しますよ。（「早かった」と呼ぶ

者あり）早かったので、道路公園費の１目の道路橋梁総務費、この２０８ページから２０
９ページは、再確認で、いいですよね。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
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○林分科会長

はい。続いて、２目の道路維持費、２０８ページから２１１ページ、本当

によろしいですか。ありましたか。
○嶋崎委員

１番の道路管理維持費の中のこの主要施策の成果だと、新規の樹木の診断調

査、ここ、ちょっと確認をしたいことがあります。実は今までいろいろとこの件に関して
は調査をしてきたことは承知しています。ただ、きのうおとといの台風２４号、東京でも
３９メーターから４０メーターの風が吹いた。夜中すごかったですよね。それで、大分き
ょう、きのうきょうのテレビ、新聞でも言ってたけども、この区内、区内でこの街路樹、
国道、都道、区道の中で情報は入っていると思うんだけど、どれだけ被害があったか、ち
ょっとまず教えてください。
○谷田部道路公園課長
○嶋崎委員

２３本。

○谷田部道路公園課長
○嶋崎委員

はい。

これは全部一緒。

○谷田部道路公園課長
○嶋崎委員

３０日、台風２４号でございますが、倒木が２３本ございました。

これは、すみません、区道になります。

区道だけで２３本。

○谷田部道路公園課長

はい。

○須貝基盤整備計画担当課長
○谷田部道路公園課長
○嶋崎委員

公園とかも含めて。

区道と、あと公園ですね。区の公園。

区道と公園で２３本。

○谷田部道路公園課長

はい。都道、国道の分については、まだちょっと集計ができてお

りません。
○嶋崎委員

わからない。

○谷田部道路公園課長
○嶋崎委員
○林分科会長
○嶋崎委員

ああ。
まだ上がってきていないと。
上がってない。

○谷田部道路公園課長
○林分科会長
○嶋崎委員

はい。

そうですね。はい。でございます。

嶋崎委員。
実はきょう、うちの会派の議員から、こんなことがありましたよといろいろ

と写真を持ってきてもらった。これが昌平橋の角のちょうど交差点のところ。これはかな
りひどい。
○林分科会長
○嶋崎委員

相当いっているところ。
ひどいんだよね。これ、プラタナスだそうです。

それから、これがスポーツセンターの前。（「ああ、そうだ、見えるな」と呼ぶ者あり）
スポーツセンターの前。鎌倉町。
○林分科会長
○嶋崎委員

都道。
これも都道。これもプラタナス。

それから、これが土手らしいね。
○林分科会長
○嶋崎委員

これはどこ。
土手。
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こういう非常にひどい被害があって、近隣で言うと、テレビでやっていたけど、迎賓館
の横のちょうど学習院のところ。あそこは、全く道路に横倒しになって通行どめになって
いましたよね。こういう今回診断の新規で、さらにここにも老木を含めて、劣化したもの
と書いてあるけれども、とりわけこの風に対する、今までちょっと例にない台風がここの
ところばんばん来ているわけですよ。ここの部分に対して、この新規の中でどのぐらい厚
く診断を受けることになっているのか。多分この時点と今の時点は若干違うんじゃないか
と思うんだよ。きのうおとといの経験をされて。そこら辺は今の状況はどうですか。
○谷田部道路公園課長

今まで樹木医に調査をお願いしまして、老木だとか、大径化した、

老木化した街路樹、倒木のおそれがあるといった物について診断をしてもらっていたと。
今回、それ以外に倒れているものが数多くございましたので、今後ちょっとこれは見直し
ていかなきゃいけないなということは認識してございます。具体的にどういう調査がある
のか。今回のこれを見ると、根がきちんと張って、木がその風に耐えられるだけの状況に
なかったという物もあったように聞いておりますので、その辺も含めた調査が現実的にど
んな形でできるのかということについては、ちょっと研究してまいりたいと考えてござい
ます。
○嶋崎委員

この、何だ、スポーツセンターの前の木は比較的何か若い感じがするよね。

細いから。だけど、この都道のプラタナスはすごく太いんですよ。これが倒れちゃうわけ
だな、あの風で。だからやっぱりそこは、僕は前から言っているけれども、まずは安心・
安全なんじゃないですかと。いろいろとご議論あるけれども、まずは安心・安全なんじゃ
ないんですかということが、さらにこれで明らかになったわけだから、この新規事業の中
で、ここのところは少し手厚くやる必要があるんだろうなと。
実は明大通りの沿線の方から電話をいただきました。朝。とても怖くて、倒れるんじゃ
ないか。そのぐらいの勢いの風だったと。とにかくどちらにしても早く判断をしてくれと。
こういうお話をいただきましたので、せっかく新規事業で、こういう形で今度は始められ
るんですから、そこの台風対策、風対策を少し手厚くしていただきたい。そこのところは
確認していただきたいんだけど、いかがでしょうか。
○谷田部道路公園課長

まさに今、嶋崎委員のおっしゃられたことはごもっともでござい

ます。いろいろ対策も、この台風対策については検討していかなきゃいけないかなと思い
ますけども、まず、この台風シーズンになる前に、ちょっと選定もかけて、葉っぱの量が
多いということで、風を受けやすいということもあろうかなと思いますので、その剪定時
期とあわせて、樹木診断についてどんな形が対応できるのか、そこについてきちんと整理
をしてまいりたいと思います。
○嶋崎委員

今、剪定の話が出たんだけど、特に区道に関しては区が把握して回って、多

分剪定をできるんだけども、やっぱり区内にある都道、国道というのは、なかなか区が手
が届かない。そうすると、もう覆いかぶさっちゃっていて信号が見えないとかって、結構
靖国通りやなんかもあるわけですよ。ご近隣の方から、たまたまあそこは、靖国通りは環
境整備協議会があるからそこを通してやれるんだけれども、そうじゃないところも幾つも
あるので、そこも含めて、やっぱり国道、都道との連携だとか、それから今まだ実態把握
はされていない国道、都道のその現状含めて、これ、ちゃんと認識して、これからの中で
進めていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。
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○谷田部道路公園課長

はい。今ご指摘いただきましたとおり、都道、国道もあわせまし

て、今回の台風における倒木について情報共有をさせていただいて、具体的にその対応に
ついては、一緒に情報を共有しながら対応してまいりたいと思います。
○嶋崎委員
○林分科会長

はい。すみませんでした。
よろしいですかね。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕

○林分科会長

それでは、２目の道路維持費、２０８ページから２１１ページ、調査、本

当に。まだある。
○永田委員
○林分科会長
○永田委員

公衆トイレのリフレッシュ、隣の１０３ページ。
どうぞ、どうぞ。
公衆トイレに手を入れるときに必ず要望が出てくるのがウォシュレットなん

ですけども、例えば公衆トイレなぜ使わないかというと、ウォシュレットがついていない
から公衆トイレに入りたくないという方も多くいる中で、区の検討状況はどのような状態
でしょうか。
○笛木特命担当課長

オリ・パラ関係で公衆トイレの関係は私が担当していますので、私

が回答させていただきます。
ウォシュレットにつきましては、区内の公衆トイレ、今設置しているところが秋葉原の
「オアシス＠ａｋｉｂａ」、（「ああ、あれはね」と呼ぶ者あり）あと淡路の再開発、淡
路公園の「ワテラス」が管理しています公衆トイレ、ここにつきましてはだれでもトイレ
にしか設置していないんですけども、そういった状況です。
今回リフレッシュの中で、そういった、ウォシュレットを設置したらどうかという意見
はほかでも受けておりまして、まず、ウォシュレットを設置した場合どうなるかと。やは
り維持管理というのは非常に重要な課題になってきておりまして、維持管理で、課の中で
も検討したんですけども、予測されるのがいたずら。設定の変更だとか、あとはコンセン
トの不正使用だとか、あと壊されたりするんじゃないかと。すぐ壊れるんじゃないかと。
そういったことが想定されまして、いろいろ議論のあるところでございます、庁内で。と
はいえ、今回そういったオリンピックに向けた街来者へのおもてなし向上という中では、
ひとつ、だれでもトイレ、これは誰でも利用できるというのが条件ですので、そういった
中で、イスラム圏の人はもともと紙で拭かない習慣だということで、手、洗い流すような
施設ということであれば、だれでもトイレには設置すべきだろうということで、今、だれ
でもトイレには設置する方向で進めております。また、まだ議論のあるところなんですけ
ども、全部のトイレにつきましては、様子を見て、将来的に設置できるような配線等、そ
ういった設備はしておこうということで進めております。
以上です。
○永田委員

ウォシュレットの設置については検討を進めていってください。

あと、区の公衆トイレの管理が３２カ所ということで、オリンピックに向けては足りな
い。そうなってくると、例えば民間だったりとか、あるいはコンビニとか、そういうトイ
レを開放してもらうとか、そういうようなことについての提携とか、あるいはそういうと
ころに対する補助とか、あるいは駅でも改札の外にあって誰でも使えるようなトイレがあ
る場合、外に共通のサインというんですかね、トイレのサインがあったりすると、わかり
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やすいと思うんですが、その点についてどうでしょう。
○笛木特命担当課長

庁内で分担がありまして、その辺の一般的な道路公園関係じゃない

トイレの開放というか、そういった利用につきましては、オリ・パラの担当課のほうでそ
ういった調整をしている状況です。ちょっと。
○林分科会長

いや、それはいいんですけど、ずっと一体的にとやっているのに、そんな

縦割りですと宣言されてしまうと。大丈夫。（発言する者あり）特命ですよね。
○笛木特命担当課長
○林分科会長

休憩しますか、１回。落ちつく。（発言する者あり）

○笛木特命担当課長
○林分科会長

あの……
はい。

ちょっと休憩します。
午後５時３０分休憩
午後５時３１分再開

○林分科会長

いいですかね。

それでは、分科会を再開いたします。
まず、特命担当課長。
○笛木特命担当課長

オリンピック・パラリンピック関係ということで、トイレ、全体的

な区のトイレの開放等を行っておりまして、それはオリ・パラ対策本部、庁内全体の本部
でその進捗状況等を行って、情報交換等を行っているところでございまして、そういった
ところで情報を共有しながら、役割分担も行いながら進めているところでございます。
○林分科会長

いい。補足なしで大丈夫。いいですか。

まあ、サインについてもね、統一的な形でとおっしゃられているので、お願いしますよ。
よろしいですかね。２１１ページまでの道路維持費。いいですか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
○林分科会長

はい。それでは、先ほど説明のあった道路新設改良費、２１０ページから

２１１ページ、説明はございましたので、調査に入ります。ありますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○林分科会長

なし。いいですか、バリアフリー。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕

○林分科会長

はい。それでは調査を終了いたします。

続いて、４目の受託事業費、決算参考書２１２ページから２１３ページ、説明はござい
ますか。
○谷田部道路公園課長
○林分科会長

特にございません。

はい。

委員の方。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○林分科会長

なし。

続きまして、５目の私道整備費、決算参考書２１２ページから２１３ページ、説明はご
ざいますか。
○谷田部道路公園課長
○林分科会長

特にございません。

はい。
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委員の方、何かございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○林分科会長

はい。続きまして、６目の公園維持費、決算参考書２１２ページから２１

３ページ、説明はございますか。
○谷田部道路公園課長

３番の公園・児童遊園の整備のところで、（４）東郷元帥記念公

園の整備のところでございます。主要施策につきましては、１１０ページ、８９番、東郷
元帥記念公園の整備についてでございます。
大変申しわけございませんが、ここでちょっと訂正をお願いいたします。１１０ページ
の事業実績のところでございます。平成２９年度実績、（１）東郷元帥記念公園改修工事
検討協議会を３回開催しましたということで、開催実績のところが、第１１回、第１２回、
第１３回の３回行ったということで記載してございます。このうち第１３回の検討協議会
が、「平成３０年１月１日開催」ということになっておりますので、（発言する者多数あ
り）大変申しわけございません。ここは「１月１１日」の誤りでございました。訂正をお
願いいたします。
○林分科会長

はい。先ほど気づかれたということで。

それでは、調査に入ります。何かございますか。
○小枝委員

４番目の国史跡常磐橋の修復のところで、主要施策の１１１ページです。こ

れについては随分長いことかかっているわけなんですけれども、まず、幾ら結局使ったの
か。それからいつまでかかるのかというのをお聞きしておきたいと思います。
○谷田部道路公園課長

今、総額で３０億の費用がかかってございます。今、工期が１２

月、ことしの１２月末までということでございます。非常に時間がかかっていることでご
ざいまして、これ、当時の石積みを空積みで、これ、積んでいくという工法でございまし
て、なかなか今この工事をやれる人が、人工がいないということもございまして、非常に
手間をかかって作業を行っているということで、ちょっと時間を要しているという状況で
ございます。
○小枝委員
○林分科会長
○小枝委員
○林分科会長

３０億円の、国、都、区の内訳というのがわかりますか。
少しかかる。すぐわかりますか。
５０、２５だ。
休憩いたします。
午後５時３６分休憩
午後５時３８分再開

○林分科会長

分科会を再開いたします。

道路公園課長。
○谷田部道路公園課長

大枠でフレームでございますが、国の補助金が７０％、それから

都の補助金が１５％、区の歳出が１５％というスキームになってございます。
○林分科会長
○小枝委員

小枝委員。
額的にも国の強い保存のそういう考えを受けてやっているということで、非

常に意味のあるものだとは思いますが、この、かなり何度か、これ、何というんでしょう、
繰り越しというんでしたっけね。かけてきていると思うんですけれども、これで１２月末
に終わる予定だということですけれども、本当に終わるんですか。そして、もし終わらな
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かった場合、どういうことになるんですか。
○林分科会長

年度内と書いてある。（発言する者あり）

道路公園課長。
○谷田部道路公園課長

今ちょっと精査をかけているところでございますが、ちょっと１

２月末までの、今、工期でございます。非常に進捗がまたおくれていまして、厳しい状況
にございます。今のところ、３月末まで工期変更をちょっと行わざるを得ないのかなとい
うところがございますので、また必要に応じてこの変更をかけるような状況が今考えられ
るところでございます。
○小枝委員

先ほどの仮住宅じゃありませんけれども、変更の変更というのもあり得るん

ですか。あり得る。あり得る場合は、それは他の行政との関係上というのは、いけるもの
なんですか。
○谷田部道路公園課長

これ、国と都、東京都のほうにも確認をしてございまして、一応

今年度内、ですから３月までに工事が終わることで、補助金等に影響はないということは
確認してございます。
○小枝委員
○林分科会長

わかりました。
よろしいですかね。

ほかの委員の方、この公園維持費、よろしいですか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
○林分科会長

はい。それでは、７目の河川維持費の調査に入ります。決算参考書２１２

ページから２１５ページです。説明はありますか。
○谷田部道路公園課長
○林分科会長

特にございません。

はい。委員の方、よろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○林分科会長

はい。それでは調査を終了します。

最後、第４項の清掃リサイクル費。まとめてよろしいですかね、項で。いいですか。
それでは、決算参考書２１４ページから２１７ページです。特に何か。
○伊藤千代田清掃事務所長
○林分科会長

特にございません。

ない。はい。

委員の方。
○岩佐委員

集積所のあり方検討で、目印シールの試行についてを準備されたということ

で、これは、事務事業概要によると、集積所じゃないところ、あ、個別の集積所がいっぱ
いあるから目印シールをつくられたということなんですよね。
○伊藤千代田清掃事務所長

今回の集積所の目印シールについては、いわゆる不法投棄を

集積所の看板が呼び込む可能性があるということで、他区で目印シール、つくったものの
見本をお持ちしたんですけれども、こういった物を準備しまして、集積所の看板のかわり
に集積所にこちらを張って、その集積所にごみを排出される方だけ、この目印シールのと
ころに置いてくださいねというお話をさせていただいて、不法投棄の防止につながればと
いうことで始めていこうという考えで、やっているものでございます。（発言する者あり）
○岩佐委員

すみません。そうすると、今のごみはかなり目立つんですけれども、月曜日

はこれとか、いろいろとご案内も含めたシール――あ、シールじゃない。案内になってい
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る。その集積所の案内とはまた別に、集積所のシールということですか。
○伊藤千代田清掃事務所長

いわゆる資源ごみの分け方とか、収集日のカレンダーとか、

あれとは別にこちらの目印シールを置いて、出していただくという形で考えています。
もう、いわゆる出す日については、収集日の分け方、出し方のリーフレットとか、収集
日のカレンダーで周知が図られていると思っていますので、こちらはそれとは別に置くと
いう形で考えています。
○岩佐委員

ということは、今ごみ集積所に分別の、曜日ごとの分別の表があるところは

割と多いんですけれども、それはなくなって、そのかわいいシールで、捨てる人だけがと
か住民だけがわかるような、わかるというか、ここはごみの集積所だということがわかる
ようなことに変えていくということの理解でよろしいんでしょうか。
○伊藤千代田清掃事務所長

はい。まだ試行なので、どういう結果になるかがわからない

んですけれども、そこはちょっととってしまって、いわゆる、本当に先ほどの繰り返しで
すけれども、看板とか案内とかのもので、不法投棄を呼ばないように、こちらで出してい
ただくという形で考えています。
○岩佐委員

特に、この不法投棄の問題というのが、オリンピック・パラリンピックの、

来街者がいっぱいふえるから、そういったことに対応しなければという危機感もあると思
うんですけれども、そうすると、ちょっと、２年間の間に周知していくには、ちょっとぎ
りぎりのタイミングじゃないかと思うんですけれども、それはどういうスケジュールで。
今、試行ということで、来年から本格的にやられるのかもしれないんですけれども、それ
はスケジュールとか考えていらっしゃるんですか。
○伊藤千代田清掃事務所長

今、試行していて、まあ、使われている地区の方のご意見と

かを収集して、で、これを全地区に広げていくかどうかについては、ちょっと今年度判断
させていただいて、来年度早々には、もし結論が出れば、やるという結論が出れば、やっ
ていきますし、いや、ちょっと待てよというお話になれば、それはまた別の方法を考えて
いくということになります。
○岩佐委員

そうですよね。全地域に来街者が来るわけじゃ、ねえ、激増するわけじゃな

いので、オリンピック対応として、ちょっとどういう道筋が、ごみ収集の立場からあるの
かなというのが、まだちょっと見えてこなかったもので、じゃあ、会場周辺ですとか観光
地周辺ですとか、そういったことなのかもしれないんですけれども、オリンピック・パラ
リンピック、もう２年後なので、その間にごみの収集で、収集ポストもつくられるんです
よね。収集ポストというのかな……
○伊藤千代田清掃事務所長
○岩佐委員
○林分科会長
○岩佐委員

ポストですか。（発言する者あり）

集積用ボックス。
ボックス。
それは、オリンピックとはまた別なんですか。なので、来街者に対しては、

じゃあ、全くそのごみというのは、むしろお持ち帰りでという方向性でやっていくんでし
ょうか。
○伊藤千代田清掃事務所長

いわゆるオリンピック・パラリンピックで観光客の方がいら

っしゃったときに不法投棄がふえるんではないかという予測は、清掃事務所でもしていま
す。基本的に、国道とか都道で、あるいは区道に不法投棄されたものについては、基本的
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には道路管理者が処分をするということになっていますけれども、なかなかそういっても
いられない事態が生じるかと思っています。
で、その中で、来街者には基本的にはごみを持ち込まないということをＰＲ、周知して
いきたいと考えているのは、まず第一です。あと、先ほどの繰り返しですけれども、看板
を目当てにぽいっと捨てていくということを防ぐというのも、一つの方法ではないかとい
うふうに考えているというところでございます。
○林分科会長
○岩佐委員

岩佐委員。
わかりました。この集積所のあり方検討は、コンサルじゃなくて事務所がし

っかりと、ふだんの目線からやっていただいて、本当にすごいなと思っているんですけれ
ども。
あともう一点は、あおぞら収集ですよね。
○伊藤千代田清掃事務所長
○岩佐委員

はい。

あおぞら収集がすごく評判がいいと聞いていまして、やっぱり捨てるに捨て

られないものというか、ごみの捨て方とかのご相談。それから、それをその場で持ってい
ってくださるというあおぞら収集は、やはりこれはもうちょっと事業化して、ふやしてい
っていただきたいなと。まだ、地域地域で試験的にこれもやられているのかと思うんです
けれども、これは本当にごみを、特にリサイクルとかも進めるに当たってはすごい重要な
事業だと思うので、こちらはぜひ拡充の方向でお願いしたいんですけど、いかがでしょう
か。
○伊藤千代田清掃事務所長

はい。ありがとうございます。あおぞら回収はとても評判が

よく、いただいています。これも清掃事務所の職員がまちに出て、分別のあり方、わから
ないよというご質問にお答えしたりとか、あと、園芸等、基本的にごみではないんですけ
れども、回収はだからしていないのですが、園芸等の預かりをしたりとか、いろんなご相
談をして、評判はよくいただいておるところでございます。
少しずつやる箇所をふやしていって、方向的にはふやしていきたいと考えていますが、
ただ、どうしてもあおぞら回収に出るのが清掃事務所の作業をやっている職員が出ていっ
て行きますので、そう急に回数をふやすとかというところはなかなか難しいので、徐々に
ふやしていきたいと考えております。
○岩佐委員
○林分科会長

よろしくお願いします。
ほかによろしいですか、清掃リサイクル費の。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕

○林分科会長

はい。それでは、歳出についての調査を終了いたしますが、再度確認をさ

せていただきます。よろしいですかね、歳出については。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
○林分科会長

続きまして、歳入の調査に入ります。歳入って、一括で出ていたかな。出

てない。歳入。政策経営部、政策――これ、全部だったの。（発言する者あり）ええ。歳
入については、これ、一番若いページからでいいですかね。２８ページから。違うよね。
政策経営部だから、環境まちづくり部だから、ここか。４８ページから百――違う。九十
――違うな。１０５ページまでか。１０５ページまでの歳入の調査ですが、何か説明。
（発言する者あり）
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住宅課長。何ページと言ってください。
○平岡住宅課長
○林分科会長
○平岡住宅課長

決算参考書５４ページの中ほどでございます。
５４ページ。
環境まちづくり使用料の１番、住宅使用料のうち、２番目の区営住宅使

用料についてご説明申し上げます。
右側の５５ページの欄に不納欠損額として、７０１万９,５００円を記載しております。
区営九段住宅に入居し、平成１７年３月３１日付で退去された入居者の滞納住宅使用料７
００万円余についてでございますが、平成２年８月分から平成１７年３月分までの１７３
カ月分に相当するものでございます。（「何カ月」と呼ぶ者あり）平成１８年８月２８日
に郵送により督促を行いましたが、本人には到達をせず、その後、行方が不明となってお
りました。その後、さらに５年の消滅時効が進行いたしまして、平成２２年３月末には時
効が完成しておりました。
平成２９年７月２０日に、この、元入居者から時効の援用につきまして意思表示を文書
で受けましたため、この援用の日付をもって不納欠損の処理を行った次第でございます。
ご説明は以上でございます。
○林分科会長

はい。（発言する者あり）ごめんなさいね。不納欠損の決裁したのが、何

日でしたっけ。
○平岡住宅課長
○林分科会長
○平岡住宅課長
○林分科会長
○平岡住宅課長

平成２９年７月２０日に文書の受領を受けまして……
７月２０日。
その後、不納欠損の処理をさせていただいた次第です。
はい。もう少し追加で、住宅課長、どうぞ続けて。
補足いたしまして。はい。

ご本人の状況をちょっとご補足させていただきたいと思います。
ご本人なんですが、平成２年３月２０日から平成１６年１１月１２日まで、職員がたび
重なる――何回か重ねまして、本人にアポイントをとりまして、ご訪問をしたり、電話で
の督促を行ってまいりました。その後、平成１７年――あ、平成１６年１２月に、支払い
の督促状を区から送付いたしました。本人の自宅にお送りしましたが、未着、お受け取り
にならないため、直接本人にこの督促状を、本人に施行したというようなところです。
平成１７年２月には、本人から誓約書をいただいたところでございます。支払いが不可
能であるというようなことで、３月３１日をもって退去したいと。残存物につきましては、
処分について異存はありませんというようなお話がございました。
その後、何の連絡もなく、３月末をもって急にご退去されたというようなことで、住宅
の返還届等は未提出のまま、住宅を去られたという形になっております。
その後も、住所を転々と移動されておりまして、平成２５年には、１回、ご本人のご自
宅がわかりまして訪問しましたが、ご不在でいらっしゃいました。
その後、平成２８年２月２日付で、江東区内にお住まいでいらっしゃることがわかり、
職員が平成２９年７月２０日に現地を訪問することができました。非常に生活が困窮され
ていらっしゃって、体も大きな手術を受けられたというようなことで、体の移動もなかな
かままならない状況というようなことから、私どものほうとしましては、これ以上滞納分
をご請求することは難しいというようなことと、ご本人からの、先ほども申しましたとお
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り時効の援用のお申し出がありましたので、今回の不納欠損に至ったというような次第で
ございます。
ご説明は以上でございます。
○林分科会長

不納欠損。（発言する者あり）はい。

何か委員の方ございますか。
○岩佐委員

いろんなご事情がある方に対して、回収に行かれるのは、本当に職員の方も

超大変だと思うんですけれども、この不納欠損額だけではなくて、ここの住宅使用料は収
入未済額もかなり額が一番多いところですし、これはきのう議論の中ですごく話になりま
したけれども、多分回収そのものに対してのさまざまな段階におけるルール化が今までも
なかったんだと。で、住宅は住宅で、特に、じゃあ回収して、回収ができないから出てい
ってというわけには、やっぱりこれは、福祉である以上はなかなか言えるものでもないと
いうことがありますので、そこのルール化はきのうの議論の、合わせた上で、ぜひ進めて
いっていただきたいと思いますけど、いかがですか。
○平岡住宅課長

使用料の滞納、まあ、さまざまな事情があって滞納される方がいらっし

ゃることは、今ご説明いただいたとおりでございます。私どものほうとしましては、住宅
使用料等滞納整理事務処理要綱を設置しまして、この要綱に基づきまして、できるだけ滞
納が発生した早い段階から督促をさせていただくというようなことを励行させていただい
ております。
特に、ただ単に督促状をお送りするだけでなく、住宅課の窓口におきましてご面談をさ
せていただくというようなことをまず心がけて、滞納者の方との対応に当たっていくと。
実際に対話しながら、その方の生活に向き合いながら、職員が一つ一つ、滞納の整理に向
けた対応について、ご本人と直接向き合うというようなことがもっともであるというよう
に考えております。
その上ででも、なかなかご対応いただけないような方もいらっしゃるというようなとこ
ろでございますので、この要綱を今ご指摘いただいたとおり、今後私たちの手続の基本に
据えて、対応させていただきたいというふうに考えておるところでございます。
ご説明は以上でございます。
○林分科会長
○岩佐委員
○林分科会長

よろしいですか。
はい。
よろしいですか。はい。

あと、不納欠損はこの１件のみですか。やっぱり、かなり珍しいんですよね。はい。
それでは、歳入についても、よろしいですかね、もう。ありますか。
○木村委員
○林分科会長
○木村委員
○林分科会長
○木村委員
○林分科会長
○木村委員

寄附金。
寄附金で。はい。木村委員。何ページか。ごめんなさい。
あ、１０８。
１０８。
はい。開発協力金。
あ。これはな。
事務事業概要を見てみますと、２９年度は開発協力金が合意が３件で、地域

貢献整備施設が１７件という状況です。これ、２８年度と比較すると、開発協力金の合意
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件数が減って、地域貢献整備施設がふえているというふうに言えると思うんですね。
で、これは２９年度の地域貢献整備施設の内訳というのは、１７件の内訳はわかります
か。
○平岡住宅課長

２９年度、合意に達しました件数は、先ほどもご案内いただきましたと

おり、１７件というようなところでございます。
内訳でございますが、ちょっと合計数と合わないのは、複数で事業をやっているものが
ございますので、合計いたしますと、まず結論から言うと２１件ございまして、複数件を
含んでおります。
まず、文化・教育施設に１件。スポーツ施設に１件。帰宅困難者対応施設に２件。屋内
の喫煙所に１件。ちよくる等のサイクルポート、これ、４件。広場状空地に３件。良質な
住宅に２件。隔地特例に７件。合計の２１件というような形でございます。複数件ござい
ますので、合意件数は整理しますと１７件というような形になります。
○木村委員

これは広場状空地というのは、どうなんでしょう。総合設計制度だとか、そ

ういったもの、いわゆる容積率の緩和であるとか、そういったものと併用しているもので
は――ものなのかどうかだけ、ちょっと確認させてください。
○平岡住宅課長

基本、この住環境整備推進制度に基づきますご協力をいただいているも

のでありますので、今回、広場状空地も含めて、これらは全てこの制度要綱に基づく空地
を提供いただいたというような制度となっております。
○木村委員

えっ。

○林分科会長
○木村委員

かぶってる……
広場……

○林分科会長

かぶってはいない。

木村委員。
○木村委員

ということは――すみません。ということは、その容積率を緩和されるよう

な制度は使っていないということで理解して。それだけ確認させてください。
○平岡住宅課長

基本、こちらの制度は、ほかの制度を複数、複合的にやられるようなも

のではなしに、今回私どもと協議をさせていただいたのは、いわゆる住環境整備推進制度
だけで対応させていただいた３件というような形になっております。
○木村委員

ふーん。どんな文化・教育施設だとかスポーツ施設だとかというのを、ちょ

っとね、一々確認していると時間もあれなんで。
それで、この良好な住宅というのは、（発言する者あり）良質な住宅ですか、２件。こ
れはマンションとは違いますよね。もちろんマンション、もともとのマンション建設とは
違いますよね。何かオフィスの中に良質な住宅をつけたという、附置したという、そうい
うものなんでしょうか。
○平岡住宅課長

地域貢献の形としての良質な住宅でありますので、まあ、附置的に住宅

をつけていただくというようなもの、あるいは隔地としてマンションを整備されるものも、
どちらも住宅として、良質な住宅として整備されるものはこの中に入るというようなとこ
ろでございます。今までは、単純に住宅を附置されていたものでありますけれども、一定
水準の住宅性能がある住宅のみ計上されたもので、（発言する者あり）両方あるというよ
うなところでございます。
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○木村委員

この良質な住宅というのは、オフィスビルに附置をした良質な住宅というこ

とでいいんでしょうかね。それとも、マンション。
○林分科会長

休憩。はい。休憩いたします。
午後６時０２分休憩
午後６時０３分再開

○林分科会長

分科会を再開いたします。

ちょっと確認に時間がかかるようですので、明日１０月３日の冒頭で答弁から入るよう
な形をとらせていただきます。
そのほか、歳入についての何かございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○林分科会長

よろしいですか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕

○林分科会長

はい。

それでは、以上をもって、歳出歳入の調査を終了いたしました。
なお、本日、総括質疑において議論する事項はございませんでした、分科会として確認
したのは。はい。資料は１点、添付がございます。はい。
以上をもちまして、決算特別委員会企画総務分科会を閉会いたします。お疲れさまでご
ざいました。明日１０時半から、（「１０時半」と呼ぶ者あり）はい、よろしくお願いい
たします。
午後６時０４分閉会
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