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○議長（辻田明君） 美勢麻里君。
◆（美勢麻里君） 続きまして要旨２の、北栄三丁目市有地をダイエーへ貸付けすることについてです。
９月議会で件名を「まちづくりについて」要旨を「浦安駅周辺の再整備について」としましてヒアリング

に臨んだところ、ここの部分がヒアリングできなかったんですよね、なぜか。というか、本当にここの再整
備ということから除外しているんだなという認識で、今回12月議会でさせていただきますけれども、これま
では、浦安駅周辺の再整備のための大変貴重な土地だからということで、周辺地域の皆さん、そして保育園
の保護者から、せめて仮設園舎を建てさせてくれという要望で、それらも全て排除してきた土地です。周辺
地域、猫実保育園に通園中の保護者からも声を聞き取って、今、質問に立ちましたけれども、細目１の進捗
状況についてです。
基本的事項を定めた覚書の締結、７月中をめどにということだったんですけれども、９月議会ではまだだ

ったようですけれども、今の状態、進捗状況、今後のスケジュールについてお伺いいたします。
○議長（辻田明君） 都市整備部長、筧 尚行君。
◎都市整備部長（筧尚行君） 北栄三丁目の市有地をダイエーに貸し付けることにつきましては、６月議会
におきまして市長より行政報告させていただき、この時点では７月を目途に覚書の締結をしていくこととし
ておりましたが、現状では、覚書の締結には至っていないところです。
なお、これまでの間、当該用地を貸し付けることにつきまして商工会議所に説明を行うとともに、地元事

業者を対象に11月８日に第１回、11月22日に第２回目の説明会を開催し、ご意見をいただいてきてございま
して、現在、それらを踏まえましてダイエーと協議・調整を行っているところでございます。
-----------------------------------------------------------

△醍醐誠一君の一般質問
○副議長（西山幸男君） 通告順により、醍醐誠一君。

（醍醐誠一君登壇）
◆（醍醐誠一君） 議長よりご指名をいただきましたので、ただいまより一般質問をさせていただきます。
件数は４件です。質問方法は通告順にすべて総括で行いますので、よろしくご答弁をお願いいたします。
まず件名１、北栄三丁目市有地の貸付けについて、要旨１、経緯についてお尋ねをいたします。
ご承知のとおり、本件の市有地につきましては本年第２回定例会におきまして市長より行政報告がなされ

たところです。内容といたしましては、浦安市北栄三丁目771番１の市有地、旧オリエンタルランド社バスタ
ーミナル跡地、面積4,076平方メートルについて、元町地域の保育園課題解消や子育て支援の充実を図るた
め、保育園や子育て施設を併設した店舗としての土地利用を条件に、７月をめどに基本的事項を定めた覚書
の締結を行う旨、株式会社ダイエーと話し合いを進めていくことを報告しますという内容のものでした。
私といたしましては余りにも唐突な感じを持ちましたが、既に当局としては着々と準備を進めていたこと

を知りました。入手いたしました資料によりますと、建物案としては３階建てで、１階が駐車場と駐輪場、
そして園児送迎バス発着場、２階がスーパーマーケット、３階が保育園、子育て支援施設となっておりま
す。敷地面積は5,285.3平方メートル、1,599坪で、スケジュールとしては平成25年春に工事着工、平成26年
春開業とあります。
市長の報告によりますと、本年３月に株式会社ダイエーより開発計画、土地活用の提案があったとしてお

ります。そして、７月中をめどに基本的事項を定めた覚書を締結していきたいとありました。
議会には６月に報告があったものの、余りにも拙速である感じがいたしました。案の定、私のところにも

市内で古くから商業を営んでいる方々からさまざまな不安と不満が寄せられました。また同時に、これは問
題ではないかと考えられる次のような声が聞かれました。
１つは、なぜダイエーなのか。市内大型スーパーへの一般入札はしないのか、公平の原則に反するのでは

ないか。２つは、元町再開発計画は中止か、現場の駐車場は再開発の場合の商業者ほかの代替地となるべき
物件ではないのか、今回の行政報告と矛盾がある。３つは、市は元町商業の育成をどう考えているのか。４
つは、現在月額310万円がどのくらい増額されるのかというものです。また、ダイエーに対する要望事項とし
て、１つは、地元テナントを入店させる考えはあるのか、生花店、自転車店、茶菓店ほかなどなどです。２
つは、商工会議所、商店会連合会への加盟をどうするのか、３つは出店説明会、元町を中心とする商店に対
してこれを行うものか、こうした声でございました。私は、地元で商店を営んでいる方々からすれば切実な
問題であると考えます。
そこで、お尋ねをいたします。
第２回定例会での行政報告によりますと、３月にダイエーより提案があり、７月中をめどに基本的な事項

を定めた覚書を締結していきたいとありました。もう９月ですから、めどの７月は既に過ぎております。こ
の覚書がどのような内容でどうなったのかも気になるところです。なぜ早々とさきの定例会で行政報告をし
たのか、その経緯について、また、覚書は締結したのか、お尋ねをいたします。
次に、要旨２の公有財産について、お尋ねをいたします。
これは確認となりますが、ご存じのとおり、本件北栄三丁目の土地は公有財産でありますが、この公有財

産は用途に従って行政財産と普通財産に分類されております。ご存じのとおり、行政財産は、地方公共団体
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において公用または公共用に供し、または供することを決定した財産とされております。そして普通財産と
は、行政財産以外の一切の公有財産を言います。そして、これらの公有財産は管理の基本原則として、自治
法第238条の４第１項の規定の適用がある場合を除き、条例または議会の議決による場合でなければこれを交
換し、出資の目的とし、もしくは支払いの手段として使用し、または適正な対価なくしてこれを譲渡し、も
しくは貸し付けてはならないとされております。これは地方自治法第237条の２項ですね。
特に行政財産ならば、行政財産の一部に堅固な建物の敷地を私人に長期間にわたって使用を認めること

は、将来、原状回復が事実上困難で明らかにその限度を超えているという事例がありますが、その点を考え
なければならないと思います。
そこで、改めて基本的なことをお尋ねいたします。
今回の北栄三丁目の土地ですが、ここに建設を予定している建物の形状ですが、商業施設と福祉施設と混

在することになりますが、この土地自体は行政財産と見るのか、それとも普通財産と見るのか、市の見解に
ついてお尋ねをいたします。
次に、件名２、福祉サービスの第三者評価について、要旨１、市の方向性についてお尋ねをいたします。
本市では浦安市総合計画を基本とし、浦安市地域福祉計画の一環として高齢者、障がい者、子育て支援

等、さまざまな福祉サービス事業に取り組んでいることは承知しているところです。そして、これらの福祉
サービス直接担っている社会福祉法人等も、市内の各所で営々と社会福祉事業に取り組んでいることと考え
ます。言うまでもなく、福祉サービスを受ける利用者のことを考えますと、利用者がいつでも、どこでも良
質かつ適切な福祉サービスを受けられれば幸いと考えます。このため社会福祉法第78条では福祉サービスの
質の向上についてうたっており、福祉サービスの公正かつ適切な評価の実施に資する措置を講ずるよう努め
なければならないとされております。
こうした経緯から、現在、福祉サービス第三者評価事業が位置づけられることとなったとあります。そし

て、この第三者評価事業の目的の第１は、個々の事業者が事業運営における問題点を把握し、サービスの質
の向上に結びつけることであり、事業者の自主的な取り組みを後押しすることが基本としております。そし
て、受診した事業者のうち第三者評価の受診は、「サービスの質の向上に役に立った」としているところが
76％を占めております。これは第三者評価事業の受診に関するアンケート調査、2012年３月、全社協が実施
したものです。
そして目的の第２は、評価結果が公表されることにより、結果として利用者の適切なサービス選択に資す

るための情報となり得ることであり、直接的な選択行為に限らず、施設、事業所の取り組みを市民にわかり
やすく伝えられると言われております。
そこで、お尋ねいたします。
市内の社会福祉事業の状況についてですが、まず、本市と委託関係にある社会福祉事業者の数は幾つある

のか、また、その中で第三者評価を実施した事業者はどのくらいあるのかお答えください。
次に、件名３、自治会集会所について、要旨１、自治会集会所の整備についお尋ねをいたします。
本市には市内に81の自治会があり、各自治会がそれぞれ活発な活動をしていることは承知しているところ

です。そして、その活動の拠点となっている自治会集会所は市が建設したものや民間から寄附していただい
たものがあると聞いておりますが、実態はどうなっているのか、現状についてまずお尋ねをいたします。
次に、件名４、公共下水道について、要旨１、元町地域の現状と今後の方向についてお尋ねをいたしま

す。
先般、我が会派４人と他会派の２人の議員で本市のクリーンセンターを視察に行ってまいりました。そこ

では日ごろの業務を理解すると同時に、昨年の液状化被害で出た瓦れきやごみ、そして排泄物の処理などで
職員が一丸となって対処した話を聞き、感動をいたしました。
そこで、本市、特に元町地域の公共下水道がどうなっているのかが気になりました。
元町地域では、いまだに旧式、いわゆるくみ取り式のトイレを使用しているお宅があることは承知してお

ります。これらの現状についてお答えください。
以上、１回目の質問です。よろしくご答弁をお願いいたします。

○副議長（西山幸男君） 都市整備部長、筧 尚行君。
（都市整備部長 筧 尚行君登壇）

◎都市整備部長（筧尚行君） 醍醐誠一議員の一般質問にお答えします。
件名１、北栄三丁目市有地の貸付けについて、要旨１、経緯についての中、第２回定例会で行政報告した

経緯等に関するご質問です。
北栄三丁目の当該市有地につきましては、平成12年に株式会社オリエンタルランドより旧市街地整備事業

のための用地として取得を行い、これまで土地開発公社での所有期間を含め約12年間、暫定駐車場として土
地の活用を図ってきたところです。
このような中、本年３月、株式会社ダイエーより、一時預かり施設や子育て支援センターを併設した認可

保育園と、近隣生活者や高齢者の利便性の向上に貢献する地域密着型食品スーパー等の商業施設を内容とす
る開発計画、土地利用の提案を受けたところです。
そこで、市といたしましてはこの提案を受け、庁内で種々検討をさせていただき、その結果、この提案が

財源確保の面のみならず元町地域の課題である猫実保育園の建て替え問題や子育て支援の充実、また、昨今
課題となりつつある高齢者への買い物支援対策にもつながり、さらに近隣住民の利便性の向上や駅前周辺地
区活性化に寄与するものと考え、話を進めておりましたので、これらの点について市民の方々や議員の皆様
に少しでも早くお知らせをしましてご理解、ご協力を賜りたく、先般、市長からご報告をさせていただいた
ところです。
また、覚書につきましては７月末締結を目途に話を進めてまいりましたが、その協議の中、施設の見直し

などの必要性が生じましたことから、現在のところ覚書の締結には至らない状況です。
続きまして件名１、要旨２、公有財産についての中、ご質問といたしまして、行政財産なのか普通財産な
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のかというご質問です。
当該土地につきましては、特定の行政目的に直ちに用いられるものではございませんので、普通財産として
管理し、貸付けを行っているところでございます。
以上です。

○副議長（西山幸男君） 健康福祉部長、新宅秀樹君。
◎健康福祉部長（新宅秀樹君） 件名２、福祉サービスの第三者評価について、要旨１、市の方向性につい
て、細目１、市内の社会福祉事業者の状況についての中、市と委託関係のある社会福祉事業者数及び事業所
数についてのお尋ねです。
健康福祉部所管で申し上げますと、市と委託関係にある福祉事業者は指定管理者である６事業者で、事業

所にしますと11事業所ございます。
以上です。

○副議長（西山幸男君） こども部長、米本慎一君。
◎こども部長（米本慎一君） 同じく件名２、福祉サービスの第三者評価についてのお尋ねです。
こども部の所管で申し上げますと、市と委託関係にある社会福祉事業を行っている事業者につきましては

保育園がありまして、11園で８事業所です。このうち福祉サービスの第三者評価を受けている事業者は９
園、７事業者となっております。
以上です。

○副議長（西山幸男君） 市民経済部長、菊地良一君。
◎市民経済部長（菊地良一君） 私のほうからは件名３、要旨１、自治会集会所についてのお尋ねでござい
ます。現状についてということでございます。
現在、市内に61自治会集会所がございます。そのうち市が建設した集会所につきましては47施設でござい

ます。また、開発事業者から市に帰属された集会所につきましては14ございます。
以上でございます。

○副議長（西山幸男君） 都市環境部長、長峰敏幸君。
◎都市環境部長（長峰敏幸君） 件名４、公共下水道について、元町の公共下水道の整備の現状についての
お尋ねです。
元町地区のうち当代島・堀江・猫実地区についてお答えさせていただきますが、公共下水道の整備状況と

しましては、整備率で98％となっており、４メートル以上の市道となる部分はおおむね整備が完了しており
ます。しかしながら、狭隘道路である市の管理用道路等については整備が残されている現状であります。
また、公共下水道は整備されているが未接続となっている世帯としましては、くみ取り便所で108軒、浄化

槽で625軒となっております。これを字別に申し上げますと、当代島では整備率99.1％、未接続くみ取り便所
23軒、浄化槽157軒、猫実の整備率95.0％、未接続のくみ取り便所41軒、浄化槽198軒、堀江の整備率100％、
未接続のくみ取り便所44軒、浄化槽270軒となってございます。
以上です。

○副議長（西山幸男君） 醍醐誠一君。
◆（醍醐誠一君） 市当局よりそれぞれの答弁、ありがとうございました。
２回目の質問をいたします。
まず、件名１の細目１ですけれども、さきの定例会で行政報告をした点や経緯につきまして、また、覚書

は締結したのかについて、市としての経緯については理解いたしました。
理解いたしましたといっても、全面的に納得したわけではありません。また、進捗していない部分もわか

りました。内容としては、財源確保や猫実保育園の建替え問題、子育て支援や高齢者支援など、いいことづ
くしのように思えます。特に子育てに関しての福祉政策については納得できるものもあります。
しかし、高齢者の買い物支援対策にハード、いわゆる建物が本当に必要なのかどうなのかと疑問に思いま

す。今は何よりも高齢者のコミュニケーションを中心とする、ある市では買い物ボランティアというような
ことをやっていますが、こうした買い物ボランティアのようなソフトが必要なのかと考えます。
どうも財源確保ということが中心で、無理に福祉政策と結びつけているような、そんなふうに思えます。

また、これに商業が加わりますとまた新たな問題が出てくるような気もいたします。
また、駅前周辺地区の活性化に寄与するとのお考えですが、なぜそう考えられるのか、ほかに何か俯瞰が

あってそう考えているのか疑問に思います。
これは大変古い話ですけれども、この土地はバスターミナル以前の形状は、もともと底の深い水田だった

んですね。また、稲田とハス田だったわけですけれども、近くには堰と呼ばれる小川が流れておりました。
液状化のことを考えますと地盤はどうなのかなという、余計な心配かもわかりませんけれども、そんなふう
に思います。
そして現在は近くに民間の葬祭場がある場所で、商業、そしてまた高齢者、買い物支援対策に適している

のか、そんな場所なのかどうか疑問に思います。
そして何よりも、古くから地元で商業を営んでいる人たちが不安と不満を持っている、こんな状況です。
そこで、再度お尋ねをいたします。
行政報告によりますと、本年３月、株式会社ダイエーより開発計画、土地活用の提案があったとありま

す。今まで市が新たな事業を始める場合には、市の広報で早い段階で市民にお知らせしてきたように思いま
す。民間事業者との契約行為にしても、参入事業者を募ったり、コンペ、そして入札というように進めてき
たように思います。今回はなぜ１社のみの提案でこんなにも早く進めていくのか、気になるところです。今
までほかに提案はなかったのか、そして、なぜダイエーなのか、というよりダイエーしかなかったのか、お
尋ねをいたします。
次に、要旨２、公有財産についてですが、普通財産であるとの市の見解はわかりました。
そこで、今後の契約のあり方についてお尋ねをいたします。
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これはご存じのとおり、地方団体が競争の方法によらないで任意に特定の者を選定し、これと売買、賃借
その他の契約を締結することを一般に随意契約と呼んでおりますが、一般競争入札の例外として定められて
おります。あくまでも一般競争入札の例外です。言うまでもなく、随意契約は契約の手続きが簡単で、契約
の相手方を任意に選定できることから、特定の資産、信用、能力等のある業者を自由に選ぶことができる反
面、その選定が一部のものに偏し、いわゆる官商結託の弊害を招きやすくなるということです。すなわち担
当職員の好みによって当該一部業者とのみ契約を締結し、不適正な価格によって行われると言われておりま
す。
そして、地方団体が随意契約のできる場合は法令で決められておりますけれども、利点は、１つは、 も

手続きが簡単である、２つは、経費がかからず相手の信用、技術を選定できる。欠点は、１つは、実情に左
右される、２つは、御用商人化して も不正が行われやすいと言われております。
そこで、お尋ねいたします。
今後の契約のあり方ですが、期間や対価などを盛り込んでいくことになりますけれども、どのように進め

ていくのかお尋ねをいたします。
次に、件名２、福祉サービスの第三者評価ですが、いろいろお尋ねしました。特にこども部だけは突出し

て第三者評価、やっていることが非常にわかりました。私はこの第三者評価、この事業は利用者はもとより
事業者のためにも必要であると考えますが、改めてまた市の考え方についてお尋ねをいたします。
次に、件名３、自治会集会所についてですけれども、現状及び今後の方向については理解をいたしまし

た。市で建てた集会所の数が、やはり多いことがわかりました。
そこで、お尋ねをいたします。
市が建てた集会所も、早い時期に建てた集会所と 近建てた集会所では仕様も異なりまして、当然ながら

集会所ほどモダンになり、使い勝手もよくなっていると考えます。そこで、早い時期に建てた自治会につい
ては改装などについて何らかの要望もあるのではないかと考えますが、これらの要望についてはどのように
把握し、対処しているのかお答えください。
次に、件名４ですけれども、公共下水道についてですけれども、現状はわかりました。
未接続となっている世帯でくみ取り便所が相当あります。108軒でしたか。浄化槽で625軒もある、こうし

たことでした。また、災害復旧にある程度のめどがついたところで整備を進めていく予定であるとお伺いも
いたしました。ただ、この件は3.11の災害以前からの課題であったかなと思います。予定が未定にならない
よう、ぜひ急いで進めていただければと思います。
そこで、以前から元町に住んでいる方からの声ですけれども、トイレの仕様をくみ取りから水洗に変えた

い、しかし経済的に厳しい、市の助成はないのか、こうした声も聞きます。こうした声に対して市としては
どう対応しているのか。トイレのことですから、非常にすっきりした答弁をいただきたいと思います。
２回目の質問です。

○副議長（西山幸男君） 都市整備部長。
◎都市整備部長（筧尚行君） 件名１、要旨１の中、まずはなぜダイエーなのか、ほかに提案がなかったの
か、こういったようなご趣旨のご提案です。
これまで当該用地につきましては、その活用を図りたいということで、商業施設を行いたい、こういった

問い合わせについては何件かございました。ただ、具体的な提案とはなっておりませんでした。
今回、株式会社ダイエーの提案につきましては、より具体的な提案として提案されてございまして、この

提案が本市にとりまして、やはり震災後の財源確保の面のみならず、元町地域の課題であった猫実保育園の
建替え問題の解消につながる、これが非常に大きかったわけですが、こういったことにつながる。あるいは
高齢者への買い物支援対策ということで、ハード面のみならずソフトとしても対応していく、このような話
も聞いてございまして、こういった高齢者への買い物支援にもつながるということ、それとあと駅前周辺の
活性化、あるいは近隣住民の利便性の向上、さらに、現在いろいろ話を進めている中におきましては、やは
り雇用につきましても、スーパーの店員あるいは保育園の保育士等についても、やはり市内の雇用を考えて
いきたい、このような話もございまして、市として大いに市のまちづくりに寄与する、このように考えてご
ざいまして、この提案を受け入れた、このような状況でございます。
続きまして、同じく件名１の中、要旨２で、今後の契約の期間等についてのご質問です。
契約期間につきましては、まだ覚書の締結には至っておりませんが、20年間を予定してございます。ま

た、契約締結後10年経過後につきましては、市が再開発等で当該用地が必要となった場合には契約を解除す
ることができるとしてございまして、近々覚書を結び、本年度中には土地賃貸借締結の締結をしていきた
い、このように考えてございます。
以上です。

○副議長（西山幸男君） 副市長、中村 健君。
◎副市長（中村健君） 私のほうからは件名２の、福祉サービスの第三者評価についての市の考え方につい
てのご質問でございます。
福祉サービスの第三者評価の実施につきましては、客観的かつ専門的な評価を受けることで事業者のサー

ビスの質の向上や利用者のサービスの選択に資するものであり、市といたしましても推進すべきものと考え
てございます。
現状におきましても、指定管理者制度導入施設や保育園につきましては第三者評価を実施するよう定めて

おりますので、今後も引き続き実施してまいりたいというように考えてございます。
○副議長（西山幸男君） 市民経済部長。
◎市民経済部長（菊地良一君） 件名３のうち、自治会からの要望についてどのように把握しているのか、
その対応というお尋ねでございます。
要望につきましては個々の自治会から寄せられております。しかしながら、市としましては一昨年になり

ますけれども、すべての自治会集会所等を対象として現地調査を行っております。その際に会長や役員の
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方々から集会所の現状を直接伺っております。また、対応につきましてはその調査結果等踏まえまして、優
先度を考慮しながら計画的に改修を行っているという現状でございます。
以上でございます。

○副議長（西山幸男君） 都市環境部長。
◎都市環境部長（長峰敏幸君） 件名４、公共下水道について、くみ取りトイレから水洗トイレに切りかえ
たいが経済的に難しく、市の助成制度を要望する市民の声があり、これに対する市の対応のお尋ねです。
水洗化への普及促進につきましては、専門の普及員が未接続の家庭に戸別訪問し、接続のお願いや移行等

の実態把握を行い、経済的な理由などで水洗化が難しい家庭について、市民の負担軽減となる融資あっせん
制度をパンフレットの配付とともに説明し、水洗化への普及啓発に努めているところでございます。
しかしながら、融資を受けることも難しい世帯があることも認識しているところです。今後におきまして

は近隣市の状況、手法等を調査しながら、有効な手法について研究していきたいと考えております。
以上です。

○副議長（西山幸男君） 醍醐誠一君。
◆（醍醐誠一君） ご答弁ありがとうございました。
３回目ですね。件名１の要旨の１、経緯についてですけれども、なぜダイエーなのかという質問をいたし

ました。ただいまの答弁では、問い合わせについては何件かあった、しかし、提案としてはダイエーがより
具体的だった、こんな答弁でした。結局１社のみの提案であったということがわかりました。問い合わせが
あったということは、それなりに関心を持った人が、関心を持った業者でしょうか、いたということだと思
います。
昔こんなことを聞きましたけれども、民民同士の契約だったらスピーディもいいと思うんです。しかし、

今回は民と官の契約ですから、もう少し市内の商工業者の影響、こうしたことをオープンかつ慎重に知らし
める、こうした配慮も必要ではなかったのかなと。そんなことをしなかったように思うんですけれども、そ
れゆえにいろいろとまた不安やら不満が出てきたのかなと私は考えますけれども、そこで、細目３の元町商
業の育成の考え方ですね、これについてお尋ねいたします。
まず、本件の土地ですが、報告書によりますと、平成12年に株式会社オリエンタルランドより市街地整備

事業のための用地として土地の取得を行った。そして約12年間、暫定駐車場として土地の活用を図ってきた
とあります。つまり、旧市街地整備事業を進めるに当たり、代替地になったりするなど有効利用するための
土地ではなかったのかと私自身は理解しております。そのため12年間、長いですね、12年間というのは。12
年間も今後の整備事業の内容を温めてきたのではないかと考えます。保育園の建替や高齢者への買い物支援
など、そしてこれがどう駅前周辺地区活性化につながるのか、このあたりが余りよくわからないんですね。
長い間温めてきた割には。私にとっては突然降ってわいてきたような、そんなふうに見えます。
ややもしますと昔から浦安の商業を支えてきた方たちに、場合によってはマイナス要因を与えかねないと

危惧をいたします。そんなところで改めてもう一度聞きますが、市としては元町の商業の育成をどう考えて
いるのか、ここで再度お聞きいたします。
次に、要旨２の公有財産について、今後の契約のあり方ですけれども、市の考え方、そして現状について

はわかりました。これもわかったというのは、この言っていることはわかりましたけれども、納得したとい
うことではありませんので。
今のお話ですと契約期間は20年間、そして 初の10年間は再開発のできない状況になるということだと考

えられます。長いですね、10年間というのも。このことは大変大きな開発の足かせになるのではないかと懸
念いたします。
そして、今回この契約行為が、法律や条例などと照らし合わせましてクリアしていたと思います。何がな

んでもやるんだということでなく、もうちょっと市民の声を聞き、より慎重に見直してもいいのかな、そん
なふうに感じます。
また、今回この契約行為ですけれども、余計なこととは思いますけれども、パンドラの箱を開けるような

ことになりかねない、そんなふうな危惧をいたします。意見として申し上げておきます。
次に件名２の、福祉サービスの第三者評価ですが、市の考え方は理解いたしました。大変前向きなご答弁

で大変ありがたく思っております。
ご存じのとおり、現在、地方分権から地方主権へと改革が進められております。こうした中で、福祉の分

野でも大きな変化があります。現在、社会福祉法人の許認可、そして監査も県の事務になっておりますが、
これ間もなく市の事務となることになっております。市内の福祉サービス事業者に対しても市がよりよい指
導をしていかなくてはならないと考えます。
こうしたことから、この第三者評価を進めることは、利用者はもとより事業者、そして本市にとっても有

益であると考えます。ぜひより早く、積極的に進めていただくことを再度要望いたします。
次に、件名３、自治会集会所についてですけれども、改装を踏まえた要望など、市の対応については理解

をいたしました。
本市は、液状化のこともあったかもしれませんけれども、現実には要望に対して何か余り進んでいないよ

うな気がいたします。実際、私もある自治会の方から改装についての話を聞きました。そこの自治会の集会
所のトイレが和式になっているので、洋式にできないものだろうかと大分以前から要望を出している、そん
なことでした。
こうした声が市当局に届いているのかどうかわかりませんが、市内の自治会集会所のトイレの仕様がどう

なっているのか、また、和式から洋式に変えてという要望にどう対応しているのか、お答えください。
次に、件名４、公共下水道についてですが、市の対応についてはわかりました。なかなかすっきり進まな

いというようなことですけれども、これは元町と新町との、ややもすると文化や格差の問題とも考えられま
す。近隣市の状況、手法等の調査研究もいいんですけれども、もう長年にわたっての課題ですので、本市独
自の思い切った手法を期待いたします。ぜひいま一度この問題に目を向けていただくようお願いいたしま
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す。
特に、この震災のときにいろいろ液状化で被害のあったエリアで、仮設トイレができました。子どもた

ち、また若い人たちが和式の、洋式ではなく和式のトイレを使用したときに非常に不便を感じた。もともと
見るのもはじめてだという子どももいるわけですので、そんなことからも、今のこの方向といいますと、や
はり和から洋なのかな、そんなふうに考えますので、このあたりもぜひ積極的に進めていただければ、そん
なふうに考えます。
以上、３回目です。

○副議長（西山幸男君） 都市整備部長。
◎都市整備部長（筧尚行君） ただいまいろいろご質問という点ではなかったんですが、ちょっと私のほ
う、誤解を招いたような答弁をしたのかなと思いますので、再度ご説明をさせていただきたいと思います。
市といたしまして当該用地につきましては、やはり旧市街地整備事業のための用地として取得を行ってご

ざいますので、今回の貸付けにつきましても、あくまで暫定として考えてございます。やはり市として再開
発事業等の予定が出てきましたら、この用地につきましてもそういった形で使用していきたいということで
考えてございまして、そのため10年経過後については契約を解除することができる、そのような形で今、覚
書の検討を進めてございまして、今の状況でございますと、なかなか駅前の再開発あるいは元町の再整備と
いうような具体的な話がございませんので、こういう暫定の貸付けを行うということで、また、市としては
元町の猫実保育園、これの課題解決にもつながると。旧市街地整備事業ということでは、そういったことに
も寄与するということで考えてございまして、今回はあくまでも暫定の貸付けということでご理解いただけ
ればと思います。
以上です。

○副議長（西山幸男君） 市民経済部長。
◎市民経済部長（菊地良一君） 私のほうからは２点、１点目につきましては件名１につきまして、元町商
業の育成の考え方というお尋ねでございます。
元町の商業の育成につきましては、市内産業を振興することは地域経済の発展あるいは活性化に重要な役

割を担い、まちに新たな賑わいが創出され、コミュニティとしての役割を果たすことになりますので、重要
なものと考えております。
このようなことから、市民生活の向上と良好な地域のまちづくりを推進するためにも元町商業の育成は必

要なものと認識しております。
また、市有地の貸付けということにつきましては、十分配慮しながら行っているものでございます。
続きまして件名３、自治会集会所につきまして、和式のトイレというお尋ねでございます。現在、集会所

のうち６つの施設につきまして、和式トイレを使用してございます。今後につきましても、先ほど答弁させ
ていただきましたけれども、調査結果等を見まして、優先度を考慮しながら計画的に改修してまいりたいと
考えてございます。
以上でございます。

○副議長（西山幸男君） 醍醐誠一君。
◆（醍醐誠一君） さまざまな答弁ありがとうございました。また、誤解していた部分もわかりました。
いずれにしても、市全体となっていろいろ考えると思います。しかしながら、いいことでもいろいろな手

法によって不安や不満を与えたりとか、いろいろあるかと思います。十分説明をしていただきたいと思いま
す。
特に今回、市有地の貸付けのことですけれども、議会といたしましても、市長あてに市内経済団体及び周

辺商店に対する説明と配慮を求める要望書を出しております。このことは、全体議会の中でもそうですけれ
ども、昨今の議会から余り要望がこうした形で出たことはなかったのではないかと思いますけれども、そう
いった要望に対して市当局がどれほど重く、あるいは軽く、どの程度の重きを置くのか、私自身のこれから
の指針にもなりますので、成り行きを注視していきたい、こう考えております。
そして、件名３の自治会の集会所ですけれども、トイレを和式から洋式へというようなことで、これもぜ

ひいろいろ吸い上げて速やかに、こんなことを改めて、また再度要望して、早いですけれども私の一般質問
を終わらせていただきます。
ありがとうございました。

○副議長（西山幸男君） 本休憩といたします。
△休憩（午前１１時５５分）
------------------------------------------------

△市長の行政報告
○議長（辻田明君） 次に、行政報告について市長より発言を求められておりますので、これを許します。
市長、松崎秀樹君。

（市長 松崎秀樹君登壇）
◎市長（松崎秀樹君） ここでお時間をちょうだいいたしまして、北栄三丁目市有地の貸付けについて、議
員の皆様に行政報告を申し上げます。
当該市有地である浦安市北栄三丁目771番１の土地につきましては、平成12年に株式会社オリエンタルラン

ドより旧市街地整備事業のための用地として土地の取得を行い、これまでに土地開発公社での所有期間を含
め約12年間、暫定駐車場として土地の活用を図ってきたところです。
このような中、本年３月、株式会社ダイエーより、この市有地に一時預かり施設や子育て支援センターを

併設した認可保育園と近隣生活者や高齢者の利便性の向上に貢献する地域密着型食品スーパー等の商業施設
を内容とする開発計画、土地活用の提案があったところです。
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市といたしましては、この提案が財源確保の面のみならず、元町地域の喫緊の課題である猫実保育園の建
替え問題や子育て支援の充実、昨今課題となりつつある高齢者への買い物支援対策にもつながり、また近隣
住民の利便性の向上や駅前周辺地区の活性化に大いに寄与するものと考えています。
そのため、現在、株式会社ダイエーとこの土地の貸付けを行う旨話し合いを進めており、７月中を目途に

基本的事項を定めた覚書を締結していきたいと考えているところです。
私といたしましては、今後も元町地域の再整備に取り組んでいくとともに、市有地の本格的な活用等検討

を進めていくよう考えておりますので、議員の皆様方のご理解、ご協力を賜りますようよろしくお願い申し
上げまして、ご報告といたします。
---------------------------------------------------------

○委員長（深作勇君） 芦田委員。
◆委員（芦田由江君） ありがとうございます。
いただいた新聞の中で、３月10日付で、千葉日報なんですけれども、市長がこの緑の防潮堤が県企業庁や

企業の財団の協力で計画的にできる見通しが立ったというふうに新聞で語られているんですけれども、今、
企業庁の協力はわかるんですが、一般の企業の財団の協力というのは今わかってお答えしていただける範囲
で結構ですので、どういったことがあるのか教えていただけますか。
○委員長（深作勇君） みどり公園課長。
◎みどり公園課長（大塚伸二郎君） 絆の森づくり事業に関連しまして財源にかかわるお話でございます
が、23年度、去年12月に植樹祭をいたしましたが、そちらにつきましては、市内にございますダイエー様の
ほうから寄附金を約100万円いただいてございます。そのほか一般の方からも数万円の寄附等がございます
が、今後、絆の森づくり事業を進めていくに当たりましては、ダイエーさんの親会社ということになります
が、イオン財団さんのほうも緑化事業に関する補助制度を持っていらっしゃるというお話も聞いてございま
すので、そのような財源確保に向けて、あらゆる財源につきましては、今後取り入れられるよう計画を進め
ていきたいと考えているところでございます。
以上です。

平成２４年 ３月 都市経済常任委員会 03月12日－01号

7 / 7 ページ

2013/04/24


