
発言者：中村義雄議員

おはようございます。公明党の中村義雄でございます。通告に従いまして、初回から一問一

答で質問を行います。

まず最初に、公契約についてご質問をいたします。４問ありますけれども、中項目ごとという

ことで質問いたします。

２月定例会におきまして、公契約及び指定管理者制度における労働条件適正化について

質問をいたしました。その中の答弁で、本市は次のようなご答弁をされました。[1]業務委託に

最低制限価格制度を導入するなど入札制度を改善している。[2]業務委託契約の適正な履行

についてという指導文書を一般競争入札の公告文中で、業務の履行に当たっては当該指導

文書を遵守することを記載し、市のウエブサイトの公告文とあわせて掲載している。[3]その上、

落札受注業者に対しては改めて当該文書を配付し指導している。[4]昨年度には業務委託の

契約約款を改正し、監督職員の配置と責務を加え、所管部署の監督職員が労働条件の履行

確認を行っているなど、公契約における労働条件の適正化に本市は積極的に取り組んでい

るということをご説明され、私のほうも理解をいたしました。その上で、今回の質問では、適正

な労働条件がその実効性を確保できているか、また、実効性を確保するためには何が必要

なのかについて議論を進めたいと思います。

１点目、本市の事業別入札金額と１人当たり賃金の年別推移について質問いたします。平

成 22 年度から契約内容の履行確保や労働者に対する適正な賃金の支払いを目的として、

人件費の占める割合が高い委託業務にも最低制限価格制度を導入しています。その効果を

確認する意味で、例えば建物総合管理業務委託、また公園等総合維持管理業務委託等に

おける落札額と積算時の労務単価の年別推移について伺います。

発言者：大越賢一管財部長

人件費の占める割合が高い業務委託の落札額と積算労務単価の年別の推移についてで

ございます。そこで、今ご質問者からございましたが、仕様が余り変わらない建物総合管理業

務委託と、それから公園等総合維持管理業務委託の中で代表的なものについてお答えさせ

ていただきたいと思います。

本庁舎の建物総合維持管理業務委託における落札額の推移でございますが、こちらは３年

間の長期継続契約でございまして、最低制限価格制度の導入前の平成 20 年度の月額の落

札額では 410万円、落札率が 56.8％、導入後の平成23年度の落札額では 583万 9,500 円、

落札率といたしましては 94.3％でございます。また、江戸川河川敷の緑地総合管理業務委託

でお答えさせていただきますけれども、こちらは単年度契約でございますが、制度の導入前

の平成20年度の月額の落札額では79万3,112円で、落札率といたしましては44.7％、また、

導入後の平成 23 年度の落札額では 111 万 5,818 円で、落札率が 71.1％、このようになって



ございます。平成 23 年度では、いずれも落札額が上がっておりまして、特に本庁舎の建物総

合維持管理業務委託では最低制限価格制度の導入によりまして著しく低額な入札額が排除

され、適正な入札が図られたものと考えてございます。

次に、労務単価の推移でございますけれども、本庁舎の建物総合維持管理業務委託では、

平成 20 年度の時点の清掃員が 7,500 円、警備員が 9,700 円、23 年度の清掃員につきまして

は単価としまして 8,300 円、警備員が 9,500 円となっております。また、江戸川河川敷緑地総

合管理業務委託では、平成 20 年度の普通作業員、こちらが１万 3,500 円、造園工に係る方

が１万 5,500 円、23年度の普通作業員、こちらの単価ですが、１万 3,300 円、造園工に係る単

価が１万 5,600 円ということでございます。この各年度の労務単価を比較いたしますと、23 年

度において減額となっているものがございますが、この労務単価は実態調査に基づきまして

国、あるいは県で公表しております単価でございまして、単価が変動いたしますのは、調査年

の経済状況が影響しているものと推察しているところでございます。

以上でございます。

発言者：中村義雄議員

ありがとうございます。今のご答弁でありますけれども、１つは長期継続契約ということで、

雇用をしっかり確保していくということも既に導入されているということで、あと最低制限価格

制度を導入前と後ということで、平成 23 年度と平成 20 年度の比較ということで、例えば差額

が、落札額のほうが 174 万円で、落札率の差は 37.5 ポイントということで、かなり大きな差が

認められます。ご答弁にもありましたけれども、最低制限価格制度の導入によって落札額が

上がり、著しい低入札額が排除されているということは言えると思います。また、長期継続契

約による一括入札のうち建物総合管理業務委託と建物清掃業務委託におけるそれぞれの全

体の落札率の差は、建物総合管理業務委託では、今のご答弁ですと 21.57 ポイントの差があ

り、建物清掃業務委託では 32.71 ポイントも差があるということであります。さらにその両方を

合わせた落札率では27.14ポイントという大変大きな差になっているということで、予定価格に

対する落札率は上がっている。次に、労務単価の推移において、ご答弁によれば本庁舎の

総合維持管理業務委託では、清掃員が 800 円の差が出ている、警備員が 200 円、平成 20

年度よりも上昇しているということであります。しかしながら、江戸川河川敷緑地総合管理業

務委託では平成 23 年度のほうが減額になっている。これについても、答弁にもありましたけ

れども、結局、実調関係によるものであるということだと思います。冒頭触れましたけれども、

本市の最低制限価格制度の導入によって落札額、落札率については改善されているというこ

とが今の答弁からも言えると思います。しかしながら、これだけで適正な労働条件の履行が

確保されていることの証明にはならないということです。このことについては、後で議論をした

いと思っております。１点目についてはこれで結構であります。

２点目の本市が公契約において求める社会的価値についてご質問いたします。本市の入



札制度は総合評価入札制度を導入して、その転換が図られてきております。価格だけの入札

だけではなくて、社会的価値の実現を図るための、いわゆる政策入札への転換であります。

本市の公契約において、本市が求める社会的価値というのは何か、明確な答弁を求めます。

発言者：大越賢一管財部長

公契約に求めます社会的価値に関するご質問にお答えいたします。

まず初めに、公契約のもととなる予算の執行に関することでございますけれども、地方自治

法では、事務処理をするに当たっては最少の経費で最大の効果を上げるようにしなければな

らないと規定されておりまして、また、地方財政法におきましても、目的を達成するため必要

かつ最少の限度を超えて支出してはならないといった趣旨が規定されているところでござい

ます。この規定によりまして、地方自治体では基本的に入札価格を基準とした競争による経

済性の原則にのっとってこれまで入札が行われてきたところでございます。しかし、近年では

厳しい経済情勢を背景に、建築工事や業務委託などにおきまして、過度の価格競争による低

価格、低単価の受注が増加し、企業の経営悪化や労働者の賃金といった労働条件について

低下を招くという問題が生じてまいっております。結果、公共サービスの質の低下にもつなが

ることが私どもも懸念しているところでございます。このようなことから、価格だけを評価する

のではなく、競争性や透明性、公平性を確保しつつ、公正な労働基準や地域経済の活性化、

あるいは高齢者や障害者の雇用促進、それから男女共同参画の推進、それから環境への配

慮、こういった社会的価値を考慮した入札や契約方法が求められているというところでござい

ます。本市における地域経済の活性化の例を挙げますと、ご案内のとおり建築工事では入札

における参加資格といたしまして、市内に本店を有する者という資格条件を付して市内業者

を優先すること、また、発注方法では工事の性格などを踏まえまして合理的と認められる場

合には可能な限り工種ごとに分離発注するなど、市内業者への受注機会の拡大を図ってき

ているところでございます。

次に、高齢者や障害者に対します雇用促進の例でございますけれども、こちらは地方自治

法施行令にございますが、シルバー人材センターや障害者就労施設などから役務の提供を

受ける契約におきまして、随意契約によることができる場合について定めてございます。この

ことから、例えばシルバー人材センターにおいては窓口受付業務や施設の管理業務でござ

いましたり、また、障害者就労施設等においては公園の清掃業務、こういった業務委託につ

きまして契約の相手方として発注を行っているところでございます。また、環境への配慮でご

ざいますけれども、例えば建築工事では価格以外に技術的などの要素を総合的に評価しま

して落札者を決定するという総合評価の一般競争入札を行っておりますが、環境への配慮が

重要と判断される案件では、環境保全対策といたしまして近隣住民に対する騒音や振動など

の抑制方法について提案を求めて、その内容を評価しているところでございます。

このように公契約に求められます社会的価値を考慮し、導入してきているところでございま



すが、公契約におきましては社会的価値の範囲と先ほど申し上げました経済性の原則、この

バランスをどのようにとっていくかということが課題であると考えておりまして、この辺について

慎重に検討してまいりたい、このように思っております。

以上です。
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伺いました。本市においても環境への配慮や地域経済の活性化など社会的価値を考慮し

た公契約に取り組んでいるということであります。その中で、やはり経済性の原則というような

バランスの部分について慎重に検討するということでありますけれども、ただ、今のこの流れ

の中で言えば、経済性の原則も当然そうなんですけれども、それよりも、むしろ公共のサービ

スの質をしっかり上げていくということが、やはり社会的価値という中で大事なんではないかと

いうふうに考えております。この点についても以上で結構であります。

では、次に適正な労働条件の履行の実効性確保についてご質問いたします。これも２月定

例会での私の一般質問に対する答弁の中で、１つが業務委託契約の適正な履行についてと

いう指導文書というかお願いの文書、これを一般競争入札の公告文中で業務の履行に当た

っては当該指導文書を遵守することを記載し、市のウエブサイトの公告文とあわせて掲載し

ている、その上、落札受注業者に対しては改めて当該文書を配付し指導している。もう１つが、

昨年度には業務委託の契約約款を改正し、監督職員の配置と責務を加え、所管部署の監督

職員が労働条件の履行確認を行っているなど、公契約における労働条件の適正化に積極的

に取り組んでいるということでありました。また、その具体的な答弁を引用させていただきます

と、所管部署の監督職員が履行確認を行うこととなっているけれども、履行確認に当たっては

統一的な方法を定めていないため確認の実施方法などにばらつきがあることも考えられる。

そこで、今後について、各部署が統一的に対応できるような仕組みも必要ではないかという

ふうに考えておられるということですけれども、その後の検討の進捗状況を伺います。

そして、同様に新宿区では要綱で最低賃金の水準額を示した上でチェックシートを活用して

労働条件の確認を行っていることについて、本市では人件費の積算について国から示された

設計積算基準や労務単価をもとに積算している。また、最低賃金法を遵守することを指導文

書にも明示している。これらの単価については国が公表しているので、今後、指導文書の中

に具体的な額を示すことも考えるということであります。その後の検討状況を伺います。

そして、最後に監督制度についても、制度の充実を図り、労働条件の確認の実効性につい

てチェックシートを作成し、これに基づき確認できるよう今後検討してまいりたいというふうに

考えているというふうに答弁されていますけれども、このことについてもその後の検討状況、

進捗状況について伺います。



発言者：大越賢一管財部長

適正な労働条件の履行確認をどのように行っていくのかということでございます。近年、公

契約におきまして過度の価格競争により従事する労働者の労働条件が悪化し、失業や低賃

金での労働を強いられるなど、雇用と生活が脅かされているという問題に歯どめをかけるべく、

労働条件などの適正化に向けた対策を講じる自治体がふえてまいりました。例えば新宿区で

は要綱を制定し、それに伴い賃金の支払い単価を含めました労働環境のチェックシートを提

出させたり、また、北海道の帯広市では業者に配付する文書の中に各種の労働単価を明記

するなど、雇用労働条件の改善につながる取り組み事例がございます。本市でも、これまで

労働条件等の適正化を図るために低入札価格調査制度や最低制限価格制度を導入し、ダン

ピング受注によります下請業者へのしわ寄せ、あるいは労働条件の悪化、品質の低下など

の防止を行ってきておるところでございます。ご質問者からもお話しございましたが、昨年の４

月には業務委託の契約約款を改正いたしまして、建築工事と同様に監督職員の配置と責務

を新たに加え、関係法令の遵守を含め、労働条件の確認も行える体制としております。この

責務を加えることで監督職員に適正な履行を確保していくための自覚を促し、業務委託にお

ける品質の確保を図ることを目指しているところでございます。また、８月からは業務委託契

約の適正な履行についてという業者向けの指導文書を作成し、一般競争入札の公告時と入

札時に改めて受注者に配付するなど、労働条件の適正化を図るための取り組みを行ってき

たところでございます。

このように労働条件の改善に向けた策を講じているところでございますが、履行確認につい

て最も重要なことは、実効性の確保を担保するための確認の方法であると考えております。

ただ、現状では履行確認はきちっとできておりませんので、ご指摘のありました監督職員によ

りますチェックシートを活用した統一的な履行確認の方法を含めまして、今後、設置いたしま

した公契約調査検討委員会、この中で検討してまいります。

以上でございます。
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伺いました。前回の２月定例会での答弁につきましては、現在設置されている公契約調査

検討委員会のほうで調査検討が進められているということで理解をいたしました。ここはあえ

て質問はいたしませんけれども、履行確認が実際はできていないということでありました。要

するに、実際に労働者に支払われている賃金が幾らになっているのか、ここについては本市

においては今は確認ができていないということで、そういう前提で議論を進めさせていただき

たいと思います。

そして、今ちょうどご答弁のありましたとおり、ここから今回の一般質問の本論に入ってきた

というふうに思います。本市や各自治体では労働条件等の改善策を講じているが、受注者の



適正履行がなければ改善が図れない、したがって、最も重要なことは実効性の確保を担保す

るための履行確認の方法であるということでありました。まさしくそのとおりであります。公契

約においてワーキングプアを生み出さないことや、地域経済の活性化等の社会的価値につ

いて実効性を確保することが重要であるというふうに考えております。前回の私の一般質問

で、労働条件の適正化の履行確認の方法として、社会保険労務士の活用をご提案いたしま

した。答弁の中で、指定管理者のモニタリングにおける社会保険労務士の活用について、指

定管理者制度における労働条件の審査については、東京の板橋区や千代田区、新宿区など

では評価委員会が行う評価を補完するものとして社会保険労務士による審査を行っていると

いうことを承知している、本市では、税理士、弁護士など外部の有識者を含めた評価委員会

を設置していますが、労務管理の専門家である社会保険労務士を評価委員会の外部委員に

加えること、あるいは社会保険労務士に労務審査を委託することなどについても、今後、実績

のある千代田区とかに赴きまして内容を伺いながら調査検討したいということであります。そ

の後の調査検討状況やご見解についてお伺いいたします。

発言者：大越賢一管財部長

社会保険労務士を活用することができないかというお尋ねだと思います。確かに労働条件

等の履行を確認、あるいはチェックする１つの手段といたしまして、こういった専門的な知識を

持たれています社会保険労務士にそういった労務審査をお願いするということも考えられま

す。この手段といたしましてお答えしますけれども、現在、公契約調査検討委員会、こちらは

先ほども申し上げましたが、こちらの中でも社会保険労務士の活用につきまして研究をし始

めたという段階でございます。私のほうでは、その報告を受けた上で、その対応について考え

てまいりたい、このように考えてございます。

以上です。

発言者：中村義雄議員

ありがとうございました。じゃあ社会保険労務士の活用について、実は法務省の民事局とい

うことで、いわゆる登記に関して、今、業務委託のほうを進めていますけれども、その中で、過

去、不祥事がありまして、それを受けて法務省民事局長ということで全国の社会保険労務士

会のほうに登記簿等の公開に関する事務の民間競争入札についてという依頼をされていま

す。これは何かというと、入札に参加する業者について、事前に社会保険労務士法に基づく

労働及び社会保険に関する法令の遵守状況を事前に審査をすることを依頼しているというこ

とであります。また、労働社会保険諸法令の遵守状況を適正に審査するため、各法務局、地

方法務局から各社会労務士会あてに民間競争入札に係る評価委員会の委員の推薦の依頼



をさせていただく、その協力をお願いするということで、法務省におきましても、やはり労働条

件審査について、自身でやるのではなくて、その道のスペシャリストのほうに依頼をするという

流れが出てきております。そのことを１つ知っていただきたいということと、実は管財部さんと

社会保険労務士会の方との中で、数度にわたって労働条件審査とか労働条件の履行確認

の実効性確保について意見交換会を開かせていただきました。本当にありがとうございます。

その中で、私も加わらせていただいて勉強させていただきました。本当にこの意見交換会は

大変有意義な場であるということを強く印象を受けました。例えば社会保険労務士会さんの

ほうから、実際の受注している板橋区とか新宿区とか福島県の社会福祉協議会で、実際どの

ような労働条件審査を行っているかという詳細なものを、現物を見させてもらいながら、より現

実的に話を聞くことができました。

そして、もう１つ、私がすごく印象を受けたのが、本市の職員の方の意見の中で、私はそう

いう専門的なことについては市の職員の方もどんどん今、数も減らされてしまっているし、そ

の中で、やはり全部やるのは難しいので、そういう専門家に任せてはどうかということを言っ

たんですけれども、実は契約課の方とか、そういった方は、そうではないんだ、やはり最終的

には自分たちがしっかりと履行状況を含めてちゃんと労働法令にのっとった仕事がされてい

るか、そういったことについてしっかり監督をしていかなきゃいけないんだというお話を聞いて、

本当に本市の職員の方は、そういった責任感をしっかりお持ちになっているんだなと、逆にこ

れが丸投げになっていることが、現在のこの官製のワーキングプアとかを生み出している現

況だと私は思っていますので、そこはすごく安心するとともに感銘を受けたところであります。

もう１つ言えば、逆にこの労務審査のスペシャリストの社会保険労務士会の方が、その審査

を実際して、その結果について、監督の職員の方とか、そういった方にアドバイスをすること

になるわけですけれども、その中でその職員の方の監督の能力といいますか、そういったも

のもブラッシュアップされていくという効果も期待されるということを、この意見交換会の中で

強く感じた次第であります。

ここで部長のご所見だけ、ご感想だけいただければと思うんですけれども、今こういった国

においても社会保険労務士会の活用とか、そういったことを進めてきているわけですけれども、

部長のご所見、ご見解をいただければありがたいと思います。

発言者：大越賢一管財部長

雇用関係の履行確認という中での手法としまして、先ほどご答弁いたしましたように社会保

険労務士のお力をおかりするということにつきましては、今後考えていく必要性があると、この

ように考えておりますし、その方々だけのお力もかりますけれども、やはりお話しいただきまし

たように、まず公契約でございますので、携わった職員がきちっとそれを確認できる体制を整

えていくというところが本旨だと思っておりますので、その辺について、今後も管財部として取

り組んでまいりたいと、このように思っております。



以上です。

発言者：中村義雄議員

ありがとうございました。じゃあこの点については、これで結構でございます。

では、次に公契約条例制定についてご質問いたします。先ほどから部長のほうでおっしゃっ

ておりますけれども、公契約条例、もしくは公契約条例制定を含めて公契約調査検討委員会

を設置されているというふうなお話がありましたけれども、その公契約条例制定について検討

状況をお伺いしたいと思います。

発言者：大越賢一管財部長

検討状況についてお答えいたします。

これまで公契約条例の制定に関しましては、以前もご質問いただいておりますけれども、国

の動向や他市の状況を参考にしながら、公契約に関します諸課題の調査研究を進めている

ところでございます。直近では 11 月でございますけれども、やっぱり条例制定をいたしました

相模原市に職員を派遣いたしまして、これまで同様、その条例制定におけます実効性の確保、

ここについて履行確認の方法もあわせ持って伺ってきたところでございます。相模原市の視

察を行ったところでございますけれども、こちらにつきましても、条例制定後、まだ半年という

ことでございまして、履行確認を受けます立入調査、こういった実績もないということも伺って

ございます。私どもといたしましては、先ほども申し上げましたが、実効性の確保という中で、

条例の効果、この辺について参考にさせていただこうと、このように考えておりましたが、残念

ながらそういったところにつきましては、今回は結果が得られなかったという状況でございま

す。ただ、今後、公契約条例の制定につきましては、これまでの視察いたしました自治体の今

後の動向を見据えまして、そういった実効性の確保について確認をさせていただきながら、先

ほど来ご答弁しておりますけれども、検討委員会、こちらで引き続き研究してまいりたい、この

ように思っております。

以上です。

発言者：中村義雄議員

わかりました。速やかに検討を進めて早急に結論を出していただきたいと思います。私は、

本市においては適正な労働条件の実効性を確保するための仕組みづくりを進め、その仕組

みができた後には、やはり最終的には公契約条例を制定すべきだというふうに考えておりま



す。その理由としては、要綱行政、そのメリットとしては、柔軟かつ実効性が確保できるという

ことでありますけれども、しかしながら、その反対に直接の法的な拘束力を持たないというよう

なデメリットもございます。また、市民になかなか伝わりにくいということもあると思います。公

契約条例は、例えばいざというときの立入検査を規定したり、法的強制力を持たせることが可

能であります。そして、市民の意思を明らかにし、市川市の新しい公共ルールとして、市川市

の地域のルールとして適正な労働環境、社会的価値の実現などを明らかにすることができる

という意味で、やはりこの議会を通じて条例化をするということが望ましいというふうに考えて

おります。公契約条例については、今後、やはり１つの選択肢として取り組んでいきたいとい

うふうに考えております。

このテーマについては以上で終わります。ありがとうございました。

続きまして、行徳地域のふたかけ歩道を含む管渠及び排水施設についてということで、これ

は大項目でご質問をいたします。

まず、浸水多発地点の浸水発生の構造的原因及び対策についてお伺いをいたします。私

は昨年の６月定例会の質問で行徳地域の雨水対策に関する質問をしました。行徳地域にお

いては、常襲的浸水多発地点は主に４カ所あるというようなことでありました。まずその構造

的原因及び対策について説明を求めます。

そして、次に効果的な雨水幹線管渠の計画的整備の検討状況についてということで、過去

の答弁を読んでみますと、この雨水幹線管渠の整備については、大ざっぱに言うと次の４点

あるのかなというふうに思います。１つは、まちづくり交付金を活用して、これまでに約3,010 メ

ートルを整備している。２点目については、本市の公共下水道計画に基づいて順次整備を進

めていて、一方でポンプ場などへ接続される雨水幹線管渠を抜本的に下流から整備するに

は時間と多大な費用が必要となる。これはそういった見解があります。そして、３点目につい

ては、現在、公共下水道の汚水の整備を優先的に進めなければいけない状況であるというこ

とで、限りある予算の中で行徳地区の浸水対策をともに実施するのはなかなか厳しい。今後、

効果的な雨水幹線管渠の計画的整備の検討を進める。そして、最後は、要は行徳だけという

ことじゃなくて、北部も含めて全体計画をきちんと立てた中で整備をしていく方法だというスタ

ンスをご答弁されていると思いますけれども、この効果的な雨水幹線管渠の計画的整備の検

討状況についてお伺いをいたします。

そして３点目、管渠にかかるふたかけ歩道の段差発生問題と耐震性について質問いたしま

す。私は行徳のほうに住みまして住民の皆さんから要望で最も多いのが、雨水の排水の問

題もありますけれども、このふたかけ歩道の段差の問題であります。通称 30 メートル道路と

呼ばれている市道 0101 号や新浜通りと呼ばれている市道 0106 号について、この段差がどう

にかならないかという要望をよく受けます。確かにベビーカーとかシルバーカーを押している

方が段差でつまずいたり、なかなか進めないというような状況を私も目にいたします。しかも、

そのふたかけ歩道の下は管渠と、いわゆる水路のようになっております。３・11 以降、この歩

道は首都直下地震が発生した場合崩れないのか、段差だけじゃなくて、そもそも大丈夫なの



かというような声も聞くようになりました。先順位者も指摘をされているとおりであります。この

ふたかけ歩道の段差はなぜ生じるのか、そして、管渠を含め耐震性はどうなっているのかに

ついてお伺いいたします。

そして、４点目のふたかけ歩道を含む管渠の台帳整備及びデジタル化についてご質問いた

します。私の９月定例会の質問に対して、下水道の汚水のほうのことについて、下水道台帳、

これについて電子化をすることで維持管理情報も記載することが可能になる。この電子化に

よる効果として、下水道台帳情報と維持管理情報が一元化されることで維持管理がより効率

的となり、施設の建設と維持管理に要する費用の合計であるライフサイクルコストの削減が

図れるというふうに答弁されております。そして、現在、道路交通部のほうで道路台帳の電子

化の取り組みを開始して、将来この道路台帳に重なる形で汚水の下水道台帳の電子化が図

れるよう、電子化の推進に向けて検討していきたいということでありますけれども、管渠につ

いて、同様の台帳整備とそのデジタル化が求められるというふうに考えておりますけれども、

見解を伺います。

そして５点目、ふたかけ歩道を含め管渠、排水施設の安心、安全確保及び長寿命化計画に

ついてでありますけれども、これも先順位者への答弁があったと思いますけれども、平成 11

年の水路内点検調査を既にされている、それからもう 10 年経過しているので再調査を実施し

て安全面や排水に支障を来すことのないよう、今後も水路改修等を行う必要があるというふう

に答弁されていますけれども、そのスケジュール、そしてこの安心、安全確保と長寿命化計画

についてお伺いいたします。

以上で１回目の質問を終わります。

発言者：東條 等水と緑の部長

私からは(1)、(2)、(4)、(5)の排水施設の安全、安心の確保及び長寿命化計画については(3)

の耐震性の部分と合わせてご質問にお答えいたします。初めに、答弁につきましては先順位

者と重複する部分もあるかと思いますので、ご了承いただきたくお願いいたします。

まず、(1)の浸水多発地点の浸水発生の構造的原因及び対策についてお答えいたします。

平成 22 年度水防資料に基づく浸水多発地点の相之川１丁目 22 番地先、香取１丁目５番地

先、塩焼１丁目９番から 14 番地先、塩浜２丁目 23 番地先の４カ所が常襲的な道路冠水箇所

として挙げられており、また、これ以外にも道路冠水箇所は数カ所ございますが、短時間での

道路冠水ですぐに解消するといった状況でございます。道路冠水などの浸水の発生原因は、

地表面に降った雨が道路側溝や排水路へと流入し、さらには各排水機場からポンプで一級

河川江戸川や旧江戸川、あるいは東京湾へと放流されるわけですが、その排水経路におい

て、降雨の状況により一時的に排水能力を超える場合に道路冠水を引き起こすという状況が

考えられております。また、排水施設に土砂やごみが堆積し能力に不足が生じた場合にも道

路冠水は発生しますことから、施設の排水能力を十分発揮させるためにも、水路等の定期的



な点検と清掃が重要なことと考えております。

次に、浸水多発の各地点での具体的な対策でございます。相之川１丁目 22 番地先につき

ましては、流末となります相之川第一排水機場のポンプ運転の起動水位を下げるなどの調

整を行って、降雨時の早期からポンプ運転が可能となるよう変更したところでございます。塩

焼１丁目９番地先につきましては、道路冠水している箇所の施設点検を行い、道路面から集

水するますなどの点検と清掃を平成 23 年９月に行っております。塩浜２丁目 23 番地先につ

きましては、下流部に位置します箇所において東日本大震災による水路の崩壊がございまし

て、この災害復旧工事とあわせまして土砂のしゅんせつを行っております。香取１丁目地先の

源心寺南側周辺の道路冠水でございますが、この箇所は平成 22 年 12 月３日の局地的な短

時間の集中豪雨、10 分間降雨ですと 15 ミリメートル、１時間では 20 ミリメートルございました

が、この際に車の通行ができない浸水がございました。

これに伴う対策といたしましては、まず１点目といたしまして、香取１丁目周辺の排水先であ

る排水機場の起動水位の見直しを行うことにより、これまでより早期にポンプが稼働できるよ

う、昨年の６月に運転管理を見直したところでございます。２点目といたしましては、相之川１

丁目と香取１丁目周辺の既設排水路のしゅんせつを行い、水路内にたまった土砂などの清

掃を平成 24 年２月に実施したところでございます。その後、同様な局地的で短時間の集中豪

雨をことしの６月 22日の早朝に観測、これは 10分間降雨で 8.5 ミリメートル、１時間では 31.5

ミリメートルでございましたけれども、道路冠水はこのときは確認されておりません。しかし、

長年にわたり道路冠水が発生し、地域住民の方々に大変ご不便やご迷惑をおかけしている

ことから、今年度、香取・欠真間排水区において浸水対策検討委託を実施し、現況の道路及

び水路内の測量調査を行い、雨水の排水系統を確認するとともに、道路冠水時の降雨デー

タと排水機場の稼働データによる解析を行ったところでございます。

その検討結果といたしましては、源心寺付近の地盤が最も低いことに加え、排水区としては

欠真間排水区に位置しているところですが、隣接する香取排水区からの雨水の流入も非常

に多く、源心寺付近に集中していることを確認したところでございます。そこで、浸水の軽減を

図る当面の対策案といたしまして、１点目は、源心寺付近の道路側溝から水路へ接続する排

水管を増設し、道路面の排水能力の向上を図ること、２点目は、源心寺付近の水路に流れて

くる上流域の道路側溝の布設がえを行い、浸水箇所への流入量を減少させること、これらの

ことなどの検討案を検討しているところでございます。いずれにしましても、排水機場の起動

水位を下げたことと水路内の清掃等を実施したことにより、一定の浸水対策の効果があった

ものと考えております。

なお、本委託期間中には道路冠水が発生するほどの集中豪雨がなかったため、排水機場

の稼働データが不足し、道路冠水に対する解析及び判断が非常に難しいところでございます。

データ収集にしばらくお時間をいただき、さらに検討を進めてまいりたいと考えております。

次に、(2)の雨水幹線管渠の計画的整備の検討状況についてでございます。行徳地域の排

水路につきましては、昭和 40 年代から実施された土地区画整理事業などによって建設され



たコンクリートさっ渠や道路側溝などであり、ほぼ格子状にくまなく整備されております。また、

公共下水道の雨水計画につきましては、昭和 54 年度に江戸川左岸流域関連公共下水道事

業として行徳駅前排水区の約 90ha の事業認可を取得し、以降、順次認可区域を拡大し、現

在の計画面積約 608ha となっております。整備状況といたしましては、雨水幹線管渠につい

ては計画延長１万 1,500 メートルに対して 3,010 メートルが整備されており、その整備率は約

26.2％となっております。排水機場につきましては、市が管理するものが９カ所、千葉県が管

理するものが３カ所、計 12 カ所ございます。排水能力については、市が管理する排水機場の

９カ所の計画排水量、毎秒 47 立方メートルに対して毎秒 36.8 立方メートルが整備されており、

整備率は約 78％であります。県の排水機場を含めた 12 カ所の整備状況といたしましては、

計画排水量、毎秒 101 立方メートルに対して毎秒 63.3 立方メートルが整備されており、整備

率は約 63％となっております。なお、これまでに段階的に整備された雨水幹線管渠や排水機

場と土地区画整理事業などにより整備されたコンクリートさっ渠などを合わせますと、計画降

雨量である時間雨量 50 ミリメートルの約６割に当たる時間雨量約 30 ミリメートル程度の排水

施設が整備されているものと認識しております。

次に、(4)のふたかけ歩道を含む管渠の台帳整備及びデジタル化についてお答えいたしま

す。まず、ふたかけ歩道下の水路の台帳整備の現況ですが、平成 11 年度に排水路の点検

調査を実施しておりまして、その調査結果を道路台帳に落とし込み、現在、水路台帳として活

用しているところでございます。次に、この水路台帳のデジタル化についてでございますが、

デジタル化された道路台帳を利用して水路台帳を作成した場合、デジタル化された道路台帳

の座標などをベースにしますので、単体でデジタル化するよりも安価にできると思われます。

それには２つのステップが必要となります。第１ステップは、現在の水路台帳をベースに測量

を実施し、座標等を持たせること、次の第２ステップは、デジタル化された道路台帳を利用し

て、この座標データ等を重ね合わせる作業を行うこと、このような工程を組めば水路台帳のデ

ジタル化も安価にできるとともに、維持管理情報も記載することが可能になることから、維持

管理等に対するメリットが大きいものと考えております。したがいまして、その手法の検討や

道路台帳のデジタル化の状況も見ながら、今後、水路台帳のデジタル化の推進に向けて検

討してまいりたいと考えております。いずれにしましても、今後、水路台帳のデジタル化につ

いて調査研究を行いまして、水路管理において効率のよい方法を考えてまいりたいと考えて

おります。

次に、(5)のふたかけ歩道を含む管渠排水施設の安全、安心確保及び長寿命化計画と(3)の

耐震性についてお答えいたします。上部を人が通行する排水施設の安全、安心確保に向け

た取り組みにつきましては、既存のコンクリートさっ渠が設置されてから既に 40 年以上が経

過しており、老朽化が進んでいることから、さく柱、さく板の破損が見られるようになってきてお

ります。このため、平成 11 年度から平成 14 年度にかけまして市内全域の水路において点検

調査を実施し、破損している箇所の修繕を行ってまいりました。その後も現在まで随時点検

調査や修繕を行っている状況でございます。この老朽化したコンクリートさっ渠において耐震



化を図り、安心、安全に利用していただくためには、抜本的な対策として、既存のコンクリート

さっ渠にかわりボックスカルバートのような強固な構造物により再整備する必要があると認識

しているところでございますが、これには多大な費用と時間が必要となります。しかしながら、

本市の下水道事業の現在の状況といたしましては、外環事業にあわせて進められるポンプ

場やポンプ場へ接続される雨水幹線管渠の整備や、同じく外環道路と都市計画道路 3･4･18

号にあわせて進められている江戸川左岸流域下水道の松戸幹線や市川幹線の供用による

市北部地域への下水道整備の拡大、依然として各地に残された浸水被害への対策、既存施

設の耐震化や長寿命化など問題が山積していることから、すべてを集中的に取り組むことは、

現在の財政状況から見ても非常に厳しいところであると考えております。このようなことから、

今後の下水道事業の推進に当たり、財政状況を考慮しつつ、中長期的な視野のもとで優先

順位を検討し、計画的、効率的に事業を推進していきたいと考えております。

以上でございます。

発言者：亘理 滋道路交通部長

私からは(3)のふたかけ歩道の段差発生問題についてお答えいたします。

この段差が発生する主な要因でございますけれども、１つ目としましては、築 40 年以上たっ

ていることから、床板コンクリートの劣化により部分的に下がり段差が生じること、２つ目とし

まして、歩道用床板に車などが乗り上げることで規格荷重以上の載荷によるたわみが生じる、

この２点が挙げられると思います。このようなことから、本市としましては、この段差による転

倒やつまずきなどの対策として、歩行者が安全に通行できるように歩道整備事業を行ってい

るところでございます。

続きまして、市民からの要望ということでご指摘のありました通称 30 メートル道路と、それと

新浜通り、この辺の整備計画でございますけれども、整備の優先順位をつける際に目安とし

まして、利用者が多い路線であること、駅前通りなど駅へのアクセスするルートであること、公

共公益施設などを結ぶ路線であることで判断しております。このことから、この 30 メートル道

路につきましては優先順位の高い整備路線として考えております。ただ、新浜通りにつきまし

ては、今言ったような要件を満たしておりませんので、優先順位としては挙げておりません。

いずれにいたしましても、歩行者の通行に支障を来すような場合については、部分的な補修

を行うなど必要な対策を講じてまいりますので、ご理解いただきたいと思います。

以上でございます。

発言者：中村義雄議員

伺いました。１点目については、今のご答弁では源心寺付近の道路側溝から水路へ接続す



る排水管を増設して道路面の排水能力の向上を図るとか、源心寺付近の水路に流れてくる

上流域の道路側溝の布設がえを行って浸水箇所への流入量を減少させるとか、そういった

対策を検討されているということであります。今ご答弁にあったような源心寺付近の区域外流

入の是正を早期に進めていただければというふうに思います。

２点目については、これで結構であります。

３点目についてなんですけれども、今、30 メートル道路のほうについては優先順位が高いと

いうことで、逆に新浜通りのほうについてはそうではない、要件に合わないというようなことで

ありますけれども、これは多分小項目に入ってしまうかと思うので要望にとどめておきますけ

れども、この新浜通りと 30 メートル道路の交差点、ちょうどダイエーがありますね。そこの部

分が波打ち歩道ということでよく問題になっていますけど、ここのところは波打ちどころではな

くて、壁みたいな、がけみたいな感じになっておりまして、ここについて、一部ですけれども、

実は是正をして段差を解消していただいております。これは転倒されるような事故、自転車が

乗り上げられなくて転んでしまうようなこともありますので、これについては恐らく 30 メートル

道路という意味合いでいえば、この段差解消のほうも取り組んでいただけると思いますので、

どうか住民の要望の声も大きいものですから、ぜひ早急にこの交差点部分の段差解消をお

願いしたいというふうに、これは要望にとどめておきます。

そして、４点目について、これについても、やはりデジタル化をしていくということであります。

これについてどれぐらいかかるのかとか、金額はどれぐらいかかるのかということは、質問す

る前にちょっとお話を聞いたら、答弁はなかなか出そうもないので、これはあえてお聞きはし

ません。

次の５点目について、これについては、これまでの事後的対応から予防保全的な管理が図

られるようにというのが先順位者の答弁にもありましたので、それをぜひ検討していただきた

いというふうに思います。

最後にまとめに入りますけれども、この行徳地域の雨水排水対策とふたかけ歩道の段差解

消、この耐震性確保が進めば行徳住民、地域住民の満足度は大きく向上するというふうに思

っております。先ほどの答弁にもありましたように、行徳に実際にこの計画、抜本的な計画に

ついては大分先になりそうな、そんな印象も受けております。このままだといつまでたっても進

められないことになりますので、少なくとも台帳のことについてとか、台帳のデジタル化とか長

寿命化計画とか、そういったことについては、まずは早急に検討を進めていただきたいという

ことを強く要望いたしまして、私の一般質問を終わります。ありがとうございました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～


