
石川良一 　私は、都議会維新の党を代表して、第三十一号議案、東京都知事等の給料等に関する条例の一部を改
正する条例、第四十二号議案、東京都議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部
を改正する条例外八議案と議員提出議案第一号に反対し、その他の知事提出議案に賛成する立場で討
論を行います。

 　舛添知事は施政方針の中で、二〇四〇年代を目標年次として、東京の都市づくりの将来像を示すグ
ランドデザインを二〇一七年度をめどに策定するといたしました。有識者から広く意見を聞き、人口
減少や社会的イノベーションなどの変化もにらんだものとすることとしております。三十年後のグラ
ンドデザインを決定することは、意義深いことと思っております。我が国の都市の現状は、景観一つ
とってみても、短期的で場当たり的な印象を拭えず、長期的スパンで、しかも統一性と総合性を持っ
た、まさにグランドデザインが求められております。

 　昨年、私ども会派で訪れたシンガポールは、シンガポール国の全体像がわかるように、いわゆる都市
計画図だけでなく、現在の状況と未来について立体的に縮小された模型をシティーギャラリーに展示
をしております。リー・クアンユー首相は、二〇〇一年、都市計画のコンセプトプランを定め、四十年か
ら五十年後のまちの模型をつくり、高さや容積、デザインなどについても細かく定めており、厳密に計
画の実現を図ろうとしております。高木の育成や屋上緑化などの緑化政策にも力を入れております。
シンガポールは、我が国が失われた二十年といわれます低迷期も成長を続け、アジアで最も豊かな国
となりました。このシンガポールに限らず、長期的な都市計画のグランドデザインを持ち、成長してい
る都市等に学んでもらいたいと思います。思い切ったグランドデザインを、東京の英知を結集して打
ち出されることを期待いたしております。

 　舛添知事は、昨年十二月、東京都の十カ年の指針となる東京都長期ビジョンを発表いたしました。本
来であれば、三十年のスパンのグランドデザインが策定され、その上に十年単位の長期ビジョンが策
定され、三年ごとの実施計画と単年度予算によって計画の具体化が図られるのが理想的なわけであり
ますけれども、オリンピックも迫っており、また知事の任期は四年ということもあり、長期ビジョンを
先行させることは理解できるものであります。

 　私ども維新の党は、長期ビジョン策定に当たって、百二十三項目の要望を行いました。また最大限政
策目標を数値化し、いわゆるマニフェスト方式を導入することも求めてきましたが、最終的には、数値
化した目標は三百六十項目となりました。また、財政計画は、実施計画レベルで三カ年の総額を三兆七
千億円であることを明示し、まさに本格的な長期計画としてスタートすることとなったことを高く評
価いたしております。

 　平成二十七年度予算案は、東京を世界一の都市へと飛躍させる予算と位置づけられた、舛添都知事
就任後初めての本格予算になります。史上最高の東京オリンピック・パラリンピック開催への準備はも
とより、都が独自に行う先進的な施策や経済を活性化させる政策が盛り込まれた東京都長期ビジョン
に的確に対応し、着実な実現に向けた予算案となっていることは、都民も期待できるものであります。

 　それでは、まず、予算の具体的な内容について申し上げます。
 　まず、オリンピック・パラリンピックに向けた取り組みについて申し上げます。
 　オリンピックは、一過的なイベントとして終わらせてしまうわけにはいきません。まずは、開催にか

かわる新規の施設の建設費や整備費を抑制する努力を継続していく必要があります。そして、オリン
ピック・パラリンピック後をにらんで、施設だけでなく、ソフト面も含めて、開催によって得られるノ
ウハウを財産として蓄積、活用していくことを具体化していかなければなりません。

 　中央区晴海地区の都有地に整備する選手村住宅棟のモデルプランも示されたところですが、民間の
ノウハウを活用しながら、まさに大会終了後のレガシーとなる計画化が期待をされます。

 　次に、誰もが安心して暮らせるための取り組みについて申し上げます。
 　知事の公約である保育にかかわる待機児ゼロを達成するために、四万人分の保育増を図ることはも

ちろんのこと、夜間保育、休日保育、病児保育、病後児保育等、都市型保育サービスは多様であります。
速やかな整備を要望するものであります。

 　世界一の福祉先進都市を目指すために、保育や介護を担う人材を育てるために職員のキャリアアッ
プと処遇改善に取り組む事業者を支援する取り組みも評価をするものであります。

 　また、急速に高齢化が進む東京にあって、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、認知症高齢者グ
ループホーム、サービスつき高齢者向け住宅の整備は喫緊の課題で、順次、目標数値を達成するととも
に、在宅介護、在宅医療としっかりコーディネートする取り組みを進めていただきたいと思います。

 　また、障害者のためのグループホーム、通所施設の整備はもちろんのこと、就労支援もさらに進めて
いただくことを要望いたします。

 　また、感染症対策では、エボラ出血熱に対して危機管理体制の強化と、新たな装備の導入を早期に
図っていただきたいと思います。また、デング熱も三多摩地域などに拡大すると予防措置にも限界が
あり、封じ込めを徹底していただきたいと思います。

 　次に、環境エネルギー政策について申し上げます。
 　原子力発電に依存する東京の電力供給体制は、原発事故を見ても余りにもリスクが大き過ぎます。

東京でも可能な限りエネルギーの自給自足、地産地消を目指し具体化していく責務があります。
 　長期ビジョンで掲げている省エネ対策として、エネルギー消費量を二〇三〇年には二〇〇〇年と比

較して三〇％削減する目標と、再生可能エネルギーを二〇二四年までに都内のエネルギー電力利用割
合の二〇％としていく目標に向けて動き出さなければなりません。

 　まずは、都の公共施設の屋根を利用して、民間の資金も活用した、屋根貸しソーラー発電事業などに
も、全庁挙げて積極的に取り組むことを求めておきたいと思います。

 　また、三本目の柱である水素社会の実現のためには、不断の技術開発が必要であり、水素をつくるた
めの環境負荷を低減していくことが求められていることを指摘しておきたいと思います。

 　次に、行政組織の効率化について申し上げます。
 　今回、四十一年ぶりに職員定数増の条例案が提出をされていますが、長期的に固定的なコスト増を

もたらす職員の定数増は、オリンピックと技術系の職員の確保という緊急避難的なものに限定してい
ると受けとめております。

 　また、交通、水道、下水道を所管する公営企業は、民営化を図ることも常に視野に入れるべきであり
ます。

 　また、外郭団体のあり方については、統廃合を含め不断の見直しを図ることを求めておきたいと思
います。

 　また、行政改革大綱の策定を求めていきたいと思います。今までの大学や外郭団体の統廃合の例を
見ても、行政の無駄を排除するための改革や、時代の変化に対応した組織改革を進めていくことを、ボ
トムアップで求めていくことには限界があります。二十七年度予算作成に当たって、スクラップ・アン
ド・ビルドは一定の成果を見ておりますけれども、次なる保障はありません。強いリーダーシップのも
とに、強い目的意識をリーダーが示すことで、改革は可能になるのです。

 　一時的な税収増で改革のスピードを緩めることなく、将来の課題を見据えて、組織改革や財源対策
を図っていくことを強く求めておきます。

 　最後に、知事を初め都議会議員や特別職等の給料や報酬等の値上げについて申し上げます。
 　昨年四月の消費税増税によって、デフレ経済からの脱却に冷や水をかけることになりました。都民

の景気回復と給料などが上がり生活が向上したという実感は、一部の大企業や特定の業種を除けば広
く共有できる状況には至っておりません。

 　しかも、今回の〇・一三％給料や報酬の増が決まりましたが、東京都特別職報酬等審議会の答申の最
後に、なお、景気は緩やかに回復をしているものの、個人消費や企業収益はおおむね横ばいとなってい
るほか、海外景気の下振れリスクも見込まれ、民間企業の経営状況及び労働者をめぐる社会状況は先
行き不透明な状況にある、こうした中で、今後の都財政の動向についても予断を許さない状況にある
と述べております。まさにそのとおりだと思います。

 　知事や都議会議員を初めとする特別職は、自治体の将来必要な財源の確保に対しても責任を持つべ
き立場であります。東京都は人口減少、超高齢化の到来、納税者の減少、緊急を要する防災対策、公共施
設の維持管理、更新のための負担増という大きな課題を抱えております。このような状況下で、みずか
らの給料や報酬を上げるべきではないと思っております。

 　今回の議案第三十一号を初めとする関連議案には反対を表明いたします。
 　また、都議会議員に支給される費用弁償については、地域によって一律に支給する制度から実費弁

償とする条例案を提案いたしております。この条例案に賛同を求めまして、討論を終わります。
 　ありがとうございました。
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