
石川委員 　日本維新の会東京都議団を代表いたしまして、今議会に知事から提案をされました全議案に対して
賛成の立場で、また、議員提出議案第十五号、東京都保育所建設用地取得費補助条例に反対する立場で
討論を行います。

 　まず先に、議員提出議案第十五号でございますが、この条例案は、保育需要の増大に対応するため、
認可保育所をふやし保育所の用地の取得に要する費用を補助することを大きな目的としており、運営
主体は、区市町村か社会福祉法人に限定するものであります。しかも、補助基本額は十億円を上限とし
ていますが、八千人の待機児解消のためには、四年間で二百億円をつぎ込む大事業といえるわけであ
ります。

 　まず、このような膨大な予算を必要とし、しかも、予算提案権を持つ行政側と全く事前調整が行われ
てこなかったことに、手続上大きな瑕疵があることを指摘しておかなければなりません。

 　また、平成二十五年四月現在で、東京都全体の待機児童数は、児童数と申込者の増により三年ぶりに
増加し、八千百十七人となっています。しかし、平成二十二年度に、待機児童数八千四百三十五人で
あったものを、平成二十四年度には、七千二百五十七人まで減少させています。これは公立保育園や社
会福祉法人立の保育園ばかりが担ったわけではなく、むしろ公立園は、九百七十七園から九百四十八
園と二十九園減少しているのが実態なわけであります。この数年間の傾向としても、株式会社が設置
主体となる件数が急増しており、ＮＰＯの参入もふえつつあり、民間にできることは民間にという維
新の会の原則にも合致をしており、歓迎すべき流れと考えております。

 　また、保育は、認可保育園だけでなく、都独自の制度である認証保育所、幼稚園も運営主体となって
いる認定こども園、家庭的保育事業である保育ママ制度や、さらに小規模保育事業で、空き店舗や空き
公共施設を活用したスマート保育事業もスタートしたばかりであります。保育時間の長さや保育環境
の違いや施設の立地場所等、保育の選択肢を広げることは重要なことでございます。さまざまにある
資源を活用し、待機児童対策をスピード感を持って進めることは、厳しい財政状況にある各自治体の
選択としても、当然のことであります。また、眠っている民間活力を引き出していくことにもつながり
ます。

 　今回の条例案は、運営主体を公立と社会福祉法人に限定している点や、限られた都財政の中で、土地
価格の高い東京で、土地取得を前提に保育ニーズに応えることには無理があります。

 　以上の点を指摘して、条例案に反対をいたします。
 　なお、子供、子育て三法に基づく新制度が、いよいよ平成二十七年度からスタートいたします。東京

都としては、国に対して、毎年、認証保育所の実績を認め、十分な財政措置を講ずる要請を行っている
ところでございますが、今回、認証保育所と同じ基準であるにもかかわらず、地方裁量型認定こども園
は、施設型給付の国の対象となることから、認証保育所への財政支援の要請を、私ども議会も含めて強
化をしていく必要があると思っております。

 　また、一人の子供にかかっている公費と実際に保護者が負担をしている保育料の各保育施設ごとの
比較を行い、負担と給付にアンバランスが生じないように、都においても、コスト分析を徹底すること
を求めておきたいと思います。

 　次に、第百八十号議案、八ッ場ダム建設に関する基本計画の変更に関する意見について、賛成する立
場から討論を行います。

 　八ッ場ダムは、昭和二十七年、国が計画を公表して以来、地元の意見を尊重しながら、国と利根川流
域一都五県において事業を進めてきました。しかし、平成二十一年九月、完成まであと六年という時期
になって、国は、都や県そしてダム湖を前提とした生活再建を進めてきた地元の人々の意見を聞くこ
となく、八ッ場ダムの本体工事を中止いたしました。その後、ダム検証を経て、平成二十三年十二月に
工事の着手を許可しましたが、実際に工事が進むことはありませんでした。この間、ダム建設を受け入
れてきた地元の方々の不安と苦しみは、はかり知れないものがありました。

 　本定例会で示されたように、八ッ場ダムは、治水、利水上、効果があり、利根川三流域の中で、水量調
節ができない最後の流域であり、ゆえに、三流域の中で最大の洪水調整能力を持って計画をされてき
ました。

 　近年、異常気象による局地的豪雨や洪水が多発をしております。また、今後、地球温暖化に伴う積雪
が現在の三分の一に減少する予測があるなど、気候変動に対する水資源の確保も重要な課題であり、
安定した水源の確保という意味でも大きな効果を発揮するものと思われます。

 　最後に、地元住民の皆さんも一致団結をして、ダムの一日も早い完成と生活再建を願っております。
よって、都としては、国に対する二つの意見が履行されるよう、強く国に要請することを求めるもので
あります。

 　以上でございます。ありがとうございました。
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