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平成 26 年度予算は、都市経済常任委員会では否決されたが、

結果的に本会議では賛成多数で承認された。 

（議員名は姓で明記、紙面の関係で一部敬称略） 

 

 

 

 

 

 

Ｈ24年、Ｈ25年の予算への賛否は賛成 14名、反対 6 名だった。 

■賛成討論 2名（芦田・西川） 

・ 市長の提案は納得できる。 

・ この予算を否決することは、復旧・復興を遅らせることになる。 

■反対討論 7名（折本・柳・元木・広瀬・水野・岡本・長谷川）   

・ 浦安駅周辺再開発に伴う民有地と市有地の等価交換について

の鑑定は複数の鑑定所でおこなうべき。 

・ 浦安駅周辺再開発での土地交換鑑定額が、入船（第６駐輪場）

34万円／㎡、猫実（タカミビル）41万円／㎡で、市はかなり安価

で譲渡することになる。 

・ ３０億円の少子化対策事業の内容が不明確。 

・ 浦安駅前・元町地区の再開発対策が不十分。 

・ 復旧・復興の工事が遅れているのに、なぜ今少子化対策に３０

億円必要なのか、理解できない。 

・ 少子化対策基金や小・中学校の体育館内にエアコン設置する

など不要不急の施策が多すぎて、政治的パフォーマンスだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 平成 26 年度予算、1048 億円超 

■一般会計予算 130億円増（前年比＋20.6％）の主な内容 

 少子化対策基金の創設 30億円 

 庁舎建設費 10億円（H27年度は 83 億円、総額 120億円） 

 教育費 47億円（入船北・南小統廃合、東小体育館建替え） 

 土木費 12億円 （都市計画） 

■前年比 130億円増の主な財源 

 財政調整基金より 79億円取り崩し 

 市債の発行 39億円 

 

◆財政調整基金より少子化対策基金に３０億円振替えるのは良い

として、本来の貯金が少なくなって大丈夫なの？ 災害対策基金

は作らなくていいの？ 

◆高齢者にシニア基金は創設してくれないの？ 長いこと税金を

真面目に納めてきたのになぁ。 

◆皆さん、固定資産税の通知書をチェックしましたか？ 上がって

ない？ 

② 宅地液状化対策進捗状況 （西川、水野、広瀬） 

市が進めている格子状地中壁工法の対象となる 20 自治会

（15000世帯）のうち、昨年末までに勉強会を開催したのは 16 自治

会であった。内 5自治会（1000世帯）で市民の努力の結果、90％以

上の合意を取付け、市は事業計画作成に入る。約 1年後、事業コスト

が明らかになった段階で、最終的に 100％の住民合意を取付けるこ

とになる。 

一方、今議会での質問から判明した朗報もある。事業計画作成の

申請締め切りの 6 月末までに合意を取付ければ間に合う。 

また、「100戸未満でも良いのか？」との質問に対し、行政はＮＯと

は言わなかった。 

 

 水野議員と広瀬議員からは浦安市が液状化対策工法として「地

下水位低下工法」を選択しなかったことについて質問があった。市

は、5m下げないと効果がないということで推奨はしなかったし、議

論もしなかった。最終決断は市長関係部局で決めたと答弁した。 

 

 

◆皆さん、まだ間に合いますよ。希望を捨てず、合意に向けてガンバ

ッテください。 

◆15分の 1の 1000世帯だけでは「液状化の浦安」の汚名を晴らす

には、力不足の感は否めない。取り残された地域はどうなるのか。

松崎市長の「液状化対策なくして浦安の復興なし」はどうなるのだ

ろう。 

◆市も担当者（現 3 名）を増やしてみたらどうですか？ 

③ 少子化対策（30 億円の基金創設）（岡野、末益、美勢） 

多くの議員から細部にわたり、熱心な質問があった。 

市は今年度に 30億円（10年分）の少子化対策基金を創設したが、 

使途は今後決めてゆく。 

 

 

◆本質的問題としては、「液状化の浦安」のイメ－ジを払拭できな

ければ、市外の若い人達が安心して移住して来て、子育てするのに

二の足を踏むのではないか？ という疑問だ。この問題について知

恵と資源を集中し解決すれば、その先の道は自ずから開けてくる

はずだ。諺にいわく「急がば回れ」と。 

 

傍聴者のつぶやき 

傍聴者のつぶやき 

賛成（11名）

反対（9名）

 深作・辻田・末益・宮坂・西川・宝
 岡野・芦田・秋葉・田村・中村

 岡本・醍醐・折本・柳・水野・長谷川
 広瀬・元木・美勢

H26年度予算への賛否一覧

傍聴者のつぶやき 

　Ｈ25年　　　　Ｈ26年 前年比

一般会計　　　　　　　　　630億円 760億円 130億円増

特別会計　　　　　　　　318億円 288億円 　30億円減

① 平成 26 年度予算、1048 億円超 

② 宅地液状化対策進捗状況 

③ 少子化対策（30 億円の基金創設） 

④ 高齢者問題 

⑤ 浦安駅周辺再開発に伴う市有地交換問題 

⑥ 北栄ダイエ－問題 

⑦ スワン跡地利用のその後 

⑧ その他  『体育館にエアコン設置』 

『災害時の焼却炉冷却水は？』 



 

                                                                       

④ 高齢者問題（宮坂） 

今後、市は広域型の特別養護老人ホ－ム（84名）を増設する計画

だ。また買物難民に買い物サポ－ト事業もスタ－トする。 

宮坂議員の質問に対する市側の答弁で判明した現状は下記のと

おり。 

浦安市内高齢化率  

地域別高齢化率 

 

 

医療費改革の影響 患者負担増（旧 1割→新2割）となる今年に 

70歳になる対象者数は 1158名。内、非課税者は 370 名。 

 要介護認定率 Ｈ25年末 13％（国平均 17％） 

上記のように高齢化率の高い中町地区の認定率が 8.09％で済

んでいるのは、今のところ元気な前期高齢者が多いから、のよ

うだ。でも 10年先の事を考えると・・・。 

 65歳以上世帯数 ： 7602世帯（夫婦 5331、単身 2271） 

 これからは、医療・介護・福祉を在宅で行える地域包括ケアシス

テムをどのように構築してゆくのか、が課題となる。 

 別の課題としては、成年後見人制度の延長線上に市民後見人の

育成が必要になる。 

 

◆少子化に関し複数議員が質問したが、高齢者についての質問は 1

人だけとはいささか淋しいね。 

◆親の介護のために離職せざるを得ない現職の人達が増えれば、

税収にも影響が出てくるはずだ。 

⑤ 浦安駅周辺再開発に伴う市有地交換問題 

（折本、柳、美勢、広瀬） 

 前回（12月議会）報告でもお知らせしたが、東西線浦安駅周辺の

再開発のため、猫実 4丁目の民有地（たかみビル・840㎡）と京葉線

新浦安駅そば入船 1丁目の市有地（第 6 駐輪場・2000㎡）の等価交

換について、多くの議員から質問があった。特に地価の鑑定につい

て、震災前は入船 13.2億円、猫実5.7億円であったものが、今回別の

不動産鑑定士により入船 6.7億円、猫実 5.5億円プラス既存ビル 2

千万円となった事情に関する質問が多かった。しかも、建築後 40年

のビルの解体費用（8千万円）は市の負担となっている。 

市長によれば、浦安駅そばの地権者には売り渡すべき積極的動機 

が乏しく、市としても説得に苦労した経緯があるようだが、都市整

備部長からは「今回の鑑定は妥当なものだ」との回答が繰り返さ

れた。 

 

◆市民としては、浦安駅周辺のバス停留所が使い易くなり、駐輪場

跡地に建つビルが市民の役にたつものになって、結果として投資

効率がプラスになることを願うのみである。 

⑥ 北栄ダイエ－問題（広瀬、美勢） 

 この問題も前回（会報 12号）報告したが、今議会では新たな問

題が指摘された。 

昨年 9月の段階で、当該敷地から環境基準を上回る六価クロム

とヒ素が検出されていたにもかかわらず、ダイエ－は市民説明会

で説明せず、市の都市環境部にも相談していなかったらしい。ま

た、掘り出され放置された汚染土（800㎥）が飛散していた可能性

もある。最終的に、市としては土の処理費用（4千万円）を予備費

で負担した。 

 

◆約 40年以上前に、日本化学工業から六価クロム鉱滓が、江東区

周辺や浦安に投棄された事件が新聞紙上を賑わした。 

◆ダイエーは駐車場法違反を指摘されるまで気が付かなかった。

そこにまたこんな問題も出てきて、開店までケチが重なるね。 

⑦ スワン跡地利用のその後（広瀬） 

我々の会報は、Ｈ23 年 12月議会で補助金を受け取っている障

がい者団体出身の末益議員の「気になる発言」を取り上げて以降、

その動向を追跡して記事にしている。 

スワン跡地には昨年 11月「S・Front」がオ－プンした。この事業は、

浦安市観光コンベンション協会とスバル興業とのパ－トナ－事業

であると市側から説明があり、コンベンション協会経由で450万円

が補助されている（協会への補助金総額は 6500万円）ことが広

瀬議員の質問からわかった。 

しかし、パ－トナ－事業についての定義や内容の説明はなかった。 

 

◆スワンには少数ながら正規雇用の障がい者がいたが、雇用少数

を理由にスワンは退去させられた。「S・Front」ではスバル興業やコ

ンベンション協会が障がい者の正規雇用をしているという市の説

明はなかった。スワンは補助金もゼロであった。 

◆両者間の契約はどうなっているのか、市として把握すべきでは 

ないか。スバル興業は東証 1部の上場会社であり、この事業も当

然決算の対象となるはずだ。もし、赤字になった場合、パ－トナ－

としての責任範囲が問われることも考えられる。上場企業として

は、契約内容が不明確では赤字の責任範囲も不明確となり、株主

に説明ができないことにもなる。 

⑧ その他 

『体育館にエアコン設置』 

 小中学校（27校）の体育館にエアコンを設置することになった。

（年間電気料 1億円、今後見込まれるリ－ス料累計 30 億円） 

 

◆体育館にエアコンを付けるのも良いことだとは思うが、一方で、

親達は家で節電のためにエアコンをＯＦＦにしているかもね。            

◆それより、小学校校庭の液状化対策（サンドコンパクション）なし 

でも、親は心配ないのかね。（中学校は完了） 

『災害時の焼却炉冷却水は？』 

 教育民生常任委員会で『屋内水泳プール非常用飲料水適正化

改修事業』設計・工事（約 1億 5千円予算計上）に関して西山委員

から 3 年前の 3.11震災時にはプールの水を焼却炉の冷却水とし

て使用したが、焼却炉の冷却水の確保も考えて計画をする必要

があるのではないか、との指摘があった。 

行政は、防災計画途中でまだ結論が出ていないと答弁。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

傍聴者のつぶやき 

傍聴者のつぶやき 

傍聴者のつぶやき 

2014年3月 14.68%

２０２5年予想 18.31%

●次期市長選 Ｈ26 年 10 月 26 日（日） 

●次期市議選 Ｈ27 年 4 月 

◆発行：「浦安市議会ウォッチングの会」代表：天野恵雄 

◆連絡先 e-mail： watching@jcom.home.ne.jp 

◆会のブログアドレス http://urayasusigi2.jugem.jp/ 

  ご意見・ご感想をお寄せください。 

傍聴者のつぶやき 

傍聴者のつぶやき 

元町 12.44%

中町 21.69%

新町 8.35%

【お詫びと訂正】 『会報№12』で下記のように議員名に間

違いがありました。お詫びして訂正させていただきます。 

今後このようなことのないように注意をいたします。 

誤 ： 『4.動物愛護について（水野、広瀬、美勢）』  

正 ： 『4.動物愛護について（柳、広瀬、美勢）』 

●次期市長選 Ｈ26 年 10月 26 日（日）決定 

●次期市議選 Ｈ27年 4 月 

◆発行：「浦安市議会ウォッチングの会」代表：天野恵雄 

◆連絡先 e-mail： watching@jcom.home.ne.jp 

◆会のブログアドレス http://urayasusigi2.jugem.jp/ 

  ご意見・ご感想をお寄せください。 

http://urayasusigi2.jugem.jp/
http://urayasusigi2.jugem.jp/

