
石川良一 　日本維新の会東京都議団を代表いたしまして、まず、猪瀬知事の借入金問題について伺います。
 　猪瀬当時東京都副知事は、昨年十一月六日に徳洲会系列の湘南鎌倉総合病院に出向き、徳洲会グ

ループ創設者の徳田虎雄氏と面会し、徳田毅衆議院議員を紹介されました。そして、副知事辞任前の二
十日に、単身で衆議院議員会館の徳田毅議員事務所を訪ね、借用証への署名を求められ、名目を告げる
ことなく、無利子、無担保、無期限で五千万円を借り入れたというものであります。

 　知事選挙において、企業・団体献金が禁止されていることは、選挙に出ようとする者にとっては常識
のはずであります。しかも、五千万円の借り入れは、毅議員からの個人的な借り入れであることを強調
していますが、毅氏とそれまで会ったこともなく、ましてや友人でも知人でもないことからして、徳洲
会という団体からの借り入れであることは否定することができません。

 　自治体の代表は強い職務権限を持っており、行政と利害関係のある企業、団体との関係は、要らぬ疑
念を持たれることのないよう、その行動には慎重にも慎重を期す必要があります。しかしながら、今回
はどう見ても、徳洲会からの借入金とするのが当然で、まさにグレーゾーンに足を踏み込んだことに
なり、都民の期待や信頼に背くものといわざるを得ません。

 　このような、都と利害関係を有する者から、都の一般職の職員が借り入れをしたことによって、職員
服務規程違反で懲戒免職になった事例があることが明らかになりました。特別職の猪瀬副知事といえ
ども、今回のこのような借り入れは、服務紀律違反となり、懲戒免職に当たる免官となることは明らか
であります。

 　一般職の職員が懲戒免職処分の場合は、退職金は没収されます。まず、職員を統括すべき知事の立場
として道義的に、副知事の二期目の退職時に受け取った十八カ月分、一千二十六万円の退職金を供託
して、知事退職時に返納する決意をすべきと考えますが、その気持ちがおありでしょうか、お伺いいた
します。

 　そして、今回の質疑でも明らかになった、郵送された借入証の封筒は保管されていますか。されてい
れば、ぜひ提出をしていただきたいと思います。いかがですか、お伺いいたします。

 　都民は、政治と金の問題にうんざりしており、政治畑出身でなく、作家として鋭く政治問題にも切り
込んできた、クリーンで改革派の猪瀬氏ゆえに四百三十四万票を投じたといっても過言ではないかと
思います。しかしながら、資産報告については、完全に条例に違反をしていることも改めて指摘をして
おかなければなりません。

 　これらの不始末にどのような責任をとるのか伺うものであります。
 　多摩振興について伺います。
 　多摩地域は、東京都の中でも真っ先に人口減少と超高齢社会の到来、そして自治体の財政難という

大きな日本社会に押し寄せる波にさらされなければならない立場に置かれています。そのような状況
の中で、いかに各自治体がその持てる特性を生かし、活力があり、住みやすい町をつくっていくのかと
いう極めて困難な課題に挑戦をしなければならないわけであります。

 　本年三月に出された新たな多摩のビジョンは、多摩地域は最先端産業や数多くの大学研究機関を集
積し、日本の心臓である東京の発展を担う重要な地域であるとしています。そして、右肩上がりの成
長、拡大から、活力ある都市の成熟、持続へと発想転換を図っていくとしております。

 　一方で、東京は、東京都全体の新たな長期ビジョンを十二月末までに策定することを明らかにしま
した。

 　今後の多摩地域の振興を図る上で、新たな多摩のビジョンを踏まえた上で長期ビジョンとの整合性
を図りながら具体的な取り組みを推進していくことが重要であると考えますが、都の取り組みについ
てお伺いいたします。

 　また、本年九月に、二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピックの開催が正式に決定しました。多
摩地域でもサッカー、近代五種、自転車ロードレースが行われます。今後、都が展開をする多摩振興策
においても、オリンピックを有効に活用して、地域の活性化につなげる視点を持つことが重要である
と考えますが、都の見解を伺います。

 　最後に、新たな長期ビジョンは十二月末までに作成するとのことでありますが、鈴木知事のマイタ
ウン東京も、青島知事の生活都市東京構想も、石原知事の東京構想二〇〇〇も、都民、そして都議会の
意見も含め、衆知を集め、策定されたと認識をしております。また、市町村の長期計画策定には二年か
ら三年かけるのが普通であります。

 　今都議会は、都知事自身の選挙の出馬にかかわる借入金問題に時間と労力をとられています。新た
な長期ビジョンを十二月いっぱいまでに完成させるというような拙速を避け、もっと時間をかけ、都
議会の意見を聞く機会を設け、衆知を結集して策定されることを強く望むものであります。

 　以上で質問を終わります。
 　ありがとうございました。
猪瀬知事 　石川良一議員の一般質問にお答えします。
 　副知事時代の退職金を返納し、責任を果たすべきとのお尋ねでありますが、今回の私の行動が、都政

にさまざまな迷惑をかけていることは承知しており、その責任も感じているところであります。副知
事退職金の返納については、ご意見として受けとめさせていただきます。

 　借用証が送られてきた際の封筒についてでありますが、その封筒は保管していません。
 　私の事務所には、毎日大量の郵便物を含む書類が届きます。封筒は特に保管していませんので、事務

所のスタッフにより処分されたと聞いています。
 　みずからの責任についてでありますが、今回の問題について、都民、国民の皆様、都議会の皆様に多

大なるご迷惑をおかけしたということ、その混乱を招く一因をつくった自分自身の至らなさを心から
反省しております。改めておわび申し上げます。

 　また、借入金を資産等報告書に記載していなかったことは、私の不徳のいたすところであります。先
日、訂正を済ませました。大いに反省しています。

 　都政には、一日もおくれてはならないことが山積みされております。都議会の皆様と車の両輪と
なって、一生懸命、仕事をしていきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。

 　なお、その他の質問は、総務局長が答弁いたします。
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 第一　第百八十一号議案 東京都交通安全対策会議条例の一部を改正する条例
 第二　第百八十三号議案 職員の結核休養に関する条例を廃止する条例
 第三　第百八十七号議案 東京都組織条例の一部を改正する条例
 第四　第百八十八号議案 旅券法関係手数料条例の一部を改正する条例
 第五　第百八十九号議案 東京都計量検定所設置条例の一部を改正する条例
 第六　第百九十一号議案 東京都駐車場条例の一部を改正する条例
 第七　第百九十二号議案 東京都港湾管理条例の一部を改正する条例
 第八　第百九十三号議案 東京都電車条例の一部を改正する条例
 第九　第百九十四号議案 東京都乗合自動車条例の一部を改正する条例
 第十　第百九十五号議案 東京都貸切自動車条例の一部を改正する条例
 第十一　第百九十六号議案 東京都地下高速電車条例の一部を改正する条例
 第十二　第百九十七号議案 東京都日暮里・舎人ライナー条例の一部を改正する条例
 第十三　第百九十八号議案 東京都公営企業職員の結核休養に関する条例を廃止する条例
 第十四　第百九十九号議案 武蔵野の森総合スポーツ施設（仮称）（二十五）
  メインアリーナ棟新築工事（その二）請負契約
 第十五　第二百号議案 武蔵野の森総合スポーツ施設（仮称）（二十五）
  サブアリーナ・プール棟新築工事（その二）請負契約
 第十六　第二百一号議案 都庁第一本庁舎（二十五）改修工事請負契約
 第十七　第二百二号議案 都庁第二本庁舎（二十五）改修工事請負契約
 第十八　第二百三号議案 都立横網町公園（二十五）慰霊堂・慰霊塔耐震補強工事請負契約
 第十九　第二百四号議案 都営住宅二十四ＣＨ―一〇三東（葛飾区東新小岩一丁目・建設局施設）工事
  その二請負契約
 第二十　第二百五号議案 東京消防庁江東航空センター庁舎（二十五）新築工事（その二）請負契約
 第二十一　第二百六号議案 東京文化会館（二十五）改修工事請負契約
 第二十二　第二百七号議案 都庁第一本庁舎（二十五）電気設備改修工事請負契約
 第二十三　第二百八号議案 都庁第二本庁舎（二十五）電気設備改修工事請負契約
 第二十四　第二百九号議案 都庁第一本庁舎（二十五）給水衛生設備改修工事請負契約
 第二十五　第二百十号議案 都庁第二本庁舎（二十五）給水衛生設備改修工事請負契約
 第二十六　第二百十一号議案 都庁第一本庁舎（二十五）空調設備改修工事請負契約
 第二十七　第二百十二号議案 都庁第二本庁舎（二十五）空調設備改修工事請負契約
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 第三十二　第二百十七号議案 清掃工場建設工事に係る損害賠償請求に関する民事訴訟の提起について
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 第三十四　第二百十九号議案 当せん金付証票の発売について
 第三十五　第二百二十号議案 駒沢オリンピック公園総合運動場の指定管理者の指定について
 第三十六　第二百二十一号議案 東京都営住宅、東京都福祉住宅、東京都特定公共賃貸住宅、東京都地域特別賃貸住宅、
  東京都引揚者住宅等の指定管理者の指定について
 第三十七　第二百二十二号議案 東京都練馬障害者支援ホームの指定管理者の指定について
 第三十八　第二百二十三号議案 東京都江東通勤寮の指定管理者の指定について
 第三十九　第二百二十四号議案 東京都大田通勤寮の指定管理者の指定について
 第四十　第二百二十五号議案 東京都葛飾通勤寮の指定管理者の指定について
 第四十一　第二百二十六号議案 東京都豊島通勤寮の指定管理者の指定について
 第四十二　第二百二十七号議案 東京都立川通勤寮の指定管理者の指定について
 第四十三　第二百二十八号議案 東京都町田通勤寮の指定管理者の指定について
 第四十四　第二百二十九号議案 東京都立産業貿易センターの指定管理者の指定について
 第四十五　第二百三十号議案 土地の買入れについて
 第四十六　第二百三十一号議案 首都高速道路株式会社が行う高速道路事業の変更に対する同意について
 第四十七　第二百三十二号議案 東京都立駒沢オリンピック公園の指定管理者の指定について
 第四十八　第二百三十三号議案 東京都瑞江葬儀所の指定管理者の指定について
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