
発言者：中村義雄議員

公明党の中村義雄でございます。通告に従いまして一般質問を行います。

塩浜地区整備について。

(1)塩浜護岸の整備について。代表質疑や先順位者お２人の質問に対する答弁で、整備内

容等については理解をいたしました。後順位者でも当該テーマについて質問が予定されてお

り、それだけ塩浜地区、あるいは市川行徳臨海部に対する注目度が高まっているということ

だと思います。

それでは質問に移りますが、塩浜１丁目では、一部工事を残しながらも予定していた 600 メ

ートル区間の工事がほぼ完成しています。塩浜２丁目では、全体の 1,100 メートル区間のうち、

今年度までに予定していた 900 メートル区間の工事が完了いたしました。千葉県では、護岸

整備に際して環境調査を実施しながら進めていますが、塩浜１丁目では工事着手から既に約

３年、塩浜２丁目では約８年程度経過しています。私は、昨年とことし２月の三番瀬専門家会

議を傍聴してきましたけれども、千葉県では、先般開催された三番瀬専門家会議でこれまで

の環境調査の結果及び評価について公表いたしました。また、次年度の環境調査は規模を

縮小して実施するという考えを示しました。また、塩浜２丁目護岸の未改修工事箇所 200 メー

トル区間について、千葉県の見解としては、背後地のまちづくりもあり、市川市の市有地の土

地利用が定まらないと工事が進められない、市川市の意向を尊重しながら進めたいとのこと

でありました。

そこで質問ですが、これまでの環境調査の結果及び評価はどのような状況になっているの

か。また、それに対する本市の見解を伺います。

次に、塩浜２丁目では、200 メートル区間が未改修で残っています。千葉県が言うように、背

後地の市有地の土地利用が定まらないと工事実施にならないのか。未整備区間の早期整備

に向けた課題について伺います。

言者：横谷 薫行徳支所長

(1)塩浜護岸の整備についての２点の質問にお答えをいたします。

初めに、塩浜護岸の改修工事に関する環境評価の見解であります。千葉県では、塩浜地

区の護岸工事に際しまして、工事着手前及び工事実施中に護岸及びその周辺の環境調査を

行い、護岸改修に伴う環境への影響を把握しながら護岸改修を実施しております。塩浜１丁

目の護岸は平成 23 年度から工事に着手し、２年半以上経過いたしております。また、塩浜２

丁目護岸は平成 18 年度から工事に着手し、既に７年以上経過しているところであります。塩

浜１丁目護岸では工事着手の２年前、平成 21 年度から、塩浜２丁目護岸では工事着手前の

平成18年３月から、それぞれ工事の進捗に合わせ環境調査を行い、また各年度の調査結果

を検証、評価しながら工事を実施してきております。



そのような中、去る２月 12 日に県が開催した三番瀬専門家会議で、塩浜１丁目に関しては

工事着手から２年２カ月後の検証、評価、塩浜２丁目に関しては工事着手から７年後の検証、

評価のまとめといたしまして、調査結果及び評価の内容が報告されたところであります。最初

に、経過期間の長い塩浜２丁目護岸からの調査内容、県の評価等について説明があったと

ころであります。その調査の概要ですが、調査項目は４点で、１点目は傾斜護岸部の海側へ

の張り出しや洗掘による周辺への物理的影響、変化を把握するための地形測量、２点目は

海底の土砂の粒度組成状況を把握する底質の細泥粒度試験、３点目は護岸部への生物の

定着状況の把握、沖合の底生生物の生息状況等を把握する生物調査、４点目が水鳥の飛

来状況調査であります。

その調査の方法及び調査結果でありますが、地形、土砂の粒度組成については、護岸から

沖合方向にかけて一定感覚の地点で高さの測量及び土砂採取を年２回実施しております。

調査結果でありますが、地形については石積み護岸ののり先の地形変化や周辺海底での洗

掘等の著しい変化は生じていない、土砂の粒度組成についても著しい変化は見られなかった

と、こういう報告でございます。次に、生物については、整備した傾斜護岸部と沖合方向の一

定感覚の地点で生息している生物類、その数について年２回から３回調査しており、その調

査結果については、傾斜護岸部では干潮時のマガキの付着状況が少なかったものの、石積

み間隙やマガキのカキ殻が基盤となることで、他の生物の餌場、隠れ場、稚魚の生育場、産

卵場等として機能していると評価しておりました。さらに水鳥については、護岸改修前後の水

鳥の飛来状況について専門家へのヒアリングを実施しており、そのヒアリング結果等からは、

護岸改修工事が水鳥の場の利用に影響を及ぼしていないと考えられる、こういう説明であり

ました。なお、今後の調査については、県は調査結果を踏まえ、これまでも実施してきた調査

は基本的に継続し、経年変化を把握するものの、調査位置は護岸改修範囲近傍に重点を置

くこととし、調査回数はこれまでの年２回から３回としたものを年１回のものに変更するという

説明でございました。

続いて塩浜１丁目の調査及び評価についてでありますが、調査項目は塩浜２丁目とほぼ同

様でありますが、水鳥の飛来状況を除く３点となっております。塩浜１丁目の調査結果につい

ては、地形、土砂の粒度組成に関しましては、現在までのところ著しい変化は生じていないと

のことであります。また、生物に関する調査では、護岸部では定着している部分と定着してい

ない部分の双方が確認される一方、目視観察では確認できなかった付着性動物が確認でき

たことや、施工２カ月後でも既に生物が定着している地点もあったと、こうした報告があります。

県は、生物定着が達成されない可能性は見られなかったというふうに総合的に評価しており

ました。なお、今後の調査については、来年度も引き続き調査を実施し、地形、土砂の粒度組

成に関しては回数を年１回とし、生物についてはこれまで同様調査を実施する、こういう説明

でありました。

そこで、御質問の環境調査に対する市の見解についてであります。市といたしましても、県

の評価結果のとおり、特に大きな影響はないものと認識しております。この護岸工事により、



従来までの直立護岸から傾斜護岸となったことにより反射波が少なくなったことと、よい状況

になってきているのではないか、こういうふうにいい形でなってきている、こういうふうに理解し

ております。また、今後の調査につきましては、県が示したように、調査回数を減らすことにつ

いても、これまでの調査結果からこのようにして減らすことで問題はないと考えております。

次に、塩浜２丁目の護岸の未改修箇所 200 メートル区間の課題についてであります。未整

備区間の進め方につきましては、県は関係者の意見を広く聞きながら、また後背地のまちづ

くりの土地利用計画を踏まえながら護岸法線、形態等について検討したい、このようにしてお

ります。市としましては、以前から護岸法線及び構造に関しては、既存整備済み区間同様、

直線での整備を要望しているところであります。また、当該区間の市有地に関しましては、こ

れまで自然環境学習の場と位置づけしておりましたが、先般、これを市川塩浜駅南側の土地

区画整理事業予定地内の公園と、海側に整備された階段式護岸やその前面の干潟再生を

目指すエリアの位置で、かつての行徳の里海の原風景とともに、市民が海に親しめる場とし

て見直したところであります。したがって、海側に換地が予定されている市の土地は、全てが

商業系の利用可能な土地と、こういうふうになる予定であります。そのようなことからも、護岸

の未整備区間については、整備済みの護岸同様の構造で早期整備をしていただくよう、引き

続き県に強く要望してまいりたい、このように考えているところであります。

以上であります。

発言者：中村義雄議員

わかりました。本市の環境評価についての見解としては、千葉県の環境影響評価結果のと

おり、護岸工事で特に大きな影響はないものというふうに認識をされているということでありま

す。また、この護岸工事により、従来までの直立護岸から傾斜護岸となったことによって反射

波が少なくなったことなど、よい状況になってきているものと考えているというような答弁であ

りました。200 メートル区間の工事に関する課題についてですが、整備済みの護岸同様の構

造で早期整備できるよう、引き続き千葉県に強く要請をしているということでありました。千葉

県は 200 メートル護岸工事については、市川市が背後地の市有地の土地利用計画を踏まえ

ながら護岸法線、形態等につき検討するということでしたので、それに対して今の答弁にあり

ましたように、市川市の考えは、当該市有地について、商業系の土地利用とする予定というこ

とでありますから、護岸法線が決まらないと塩浜地区のまちづくりに支障を来すというふうに

考えます。したがって、当該市有地の利用方法を県に明確に示して護岸法線を確定するよう

働きかけていただきたいということを要望いたします。そして、津波や高潮から市民や当該地

区で働く方々の安全、安心を確保するという観点からも、護岸工事の早期整備を千葉県に強

く要請していただくようお願いしまして、この項目については終わりとしまして、次に移ります。

(2)の塩浜地区整備と東浜１丁目地先人工海浜施設等の整備、活用の関連性について伺い

ます。私は先日、東浜１丁目地先人工海岸に行ってまいりました。護岸から海側に砂浜が広



がっており、ヨシ原が生えていて、三番瀬の原風景に近いという評価にも納得できるような気

がいたしました。東浜１丁目地先人工海浜施設等の利活用について、市川市において、初の

海浜干潟利用になると、2010 年、2012 年の議会で答弁がありました。

そこで、市民にとって有益な海浜、干潟利用を図れるのかについて伺います。

次に、塩浜地区と東浜１丁目地先人工海浜施設等の整備、活用の関連性、今後の整備に

ついて、先順位者の答弁にもありましたが、東浜１丁目の人工海浜での整備計画から実現ま

でのプロセス、タイムスケジュール、そして課題について伺います。

発言者：横谷 薫行徳支所長

(2)塩浜地区整備と東浜１丁目地先人工海浜施設等の整備、活用の関連性についての御質

問であります。

初めに、市民にとって有益な海浜、干潟利用が図れるのかということであります。東浜１丁

目地先の人工海浜については、遠浅の海、干潟、砂浜、ヨシ原等、かつての三番瀬の原風景

に近い現況であると、このように認識していることは質問者の御指摘のとおりであります。現

地は海浜植物や干潟での生き物、水鳥等も観察できる場所であると考えておりまして、４月

から７月ごろにかけましては、船橋市により潮干狩りも実施されているところであります。市民

にとっては、かつての三番瀬の原風景を感じることができ、また、三番瀬の自然に触れること

ができる貴重な場所であり、海浜植物や生物の観察等、有益な利用が図れるものと認識して

いるところであります。

次に、塩浜地区と東浜１丁目地先人工海浜施設等の整備、活用の関連性、今後の整備計

画から実現までのプロセス、タイムスケジュール、課題等についてのお尋ねであります。

初めに、整備、活用の関連性についてであります。東浜１丁目地先については、海浜部と干

潟部から成り立っており、その利用としては海浜植物や鳥、干潟の生き物の観察等が考えら

れます。また、海浜部に少し手を加えれば海浜スポーツも可能ではないかと考えているところ

であります。一方、塩浜地区は 365 日常時砂浜としての状態ではなく、大潮の満潮時には海

面下となり、干潮時には干水域が出る、そうした干潟をイメージしているものであります。干潮

時には市民が砂地におり、カニ等の生き物の観察や水遊び等を行える場所。潮が満ち、海面

の状態のときには階段式護岸で腰をおろしたり、眺望を楽しんだり、水際までおり、潮風を感

じたり、気軽に三番瀬の海を感じ、楽しめる場になると考えているところであります。なお、塩

浜１丁目地先及び塩浜２丁目地先は、市川航路を挟み約３キロメートル程度離れていること

から、連続性、一体的な利活用はなかなか難しい場所でもあります。目的やそれぞれの場所

の環境に応じた使い分けや利活用も場合によってはできるものと、こういうふうに考えており

ます。

続いて今後の整備実現までのプロセス、スケジュールについてであります。東浜１丁目地先

の人工海浜は、港湾法に基づく港湾区域内に位置していることから、港湾管理者である千葉



県の占用許可のもと、企業庁より整備された施設であります。新たな整備を行うような利活用

を行う場合には千葉県の許可が当然必要となってまいります。現在、港湾管理者である千葉

県、現占有者である企業庁及び当該人工海浜を本市と共同利用、共同管理する船橋市で、

企業庁から年度内の移管手続を完了させるべく鋭意作業を進めているところであります。新

たな利活用案の策定については、港湾管理者である千葉県の意向により、移管手続と、完了

後、新年度から船橋市と協議し、合意した後、千葉県との協議に入る予定であります。また、

塩浜地区の干潟化についてはいまだ実現しておりませんが、先順位者にもお答えしておりま

すけれども、塩浜２丁目の土地区画整理事業予定地の公園前の部分、既に階段式護岸が整

備されている箇所からが望ましいものと考えているところであります。千葉県では、次年度に

干潟化の可能性についての調査を予定していることから、その調査結果を踏まえた上で実現

化に向け関係者協議を進めたいと考えております。

最後に、課題等についてであります。東浜１丁目の人工海浜については、この人工海浜が

両市による共同利用、共同管理ということになりますので、利活用内容、方法等について、両

市の合意の上進めなければならず、合意がなければ千葉県とも協議ができない、こういう段

取りになります。また、その利活用内容は、人工海浜としてふさわしい内容、形態が前提とな

りますので、想定される案としては、砂浜でできる海浜植物等の観察会、野鳥観察、ビーチバ

レー等の自然観察や海浜スポーツ等が考えられます。したがって、新たに土砂を入れ整備を

行うような、例えばパークゴルフ場みたいな、こういうようなものの施設整備は認められない

のではないかなというふうに想定しているところであります。一方、塩浜地区の干潟化につき

ましては、千葉県において、干潟化に向けた調査が次年度予定されていることから、その結

果を踏まえて関係者協議によるところになりますので、時間も若干要するものと予想しており

ます。いずれにいたしましても、東浜１丁目地先の人工海浜では、船橋との合意のもと、港湾

管理者である千葉県との協議、許可により進めなければならないことなど、塩浜地区の干潟

化につきましては、調査結果を踏まえての関係者協議に時間を要することも予測されること

が課題となるのではないか、こういうふうに考えているところであります。

以上でございます。

発言者：中村義雄議員

わかりました。市民にとって、海浜植物や生物の観察、潮干狩り場等、有益な利用が図れる

という本市の認識であるということでありました。今後の整備実現までのスケジュールについ

ては、年度内を目途に港湾管理者の千葉県と本市と共同管理する船橋市とで移管手続を完

了させ、新年度から船橋市と協議、合意した後に千葉県との協議に入る予定ということであり

ました。また、塩浜の干潟化については、千葉県が新年度予定している干潟の可能性調査の

結果を踏まえて関係者協議を行うので時間を要することを予測しているということでありまし

た。



では、再質問ですけれども、東浜１丁目地先人工海浜の利活用については、船橋市側の干

潟部のように、潮干狩り場として整備、利用が図れるのか、千葉県や船橋市と協議はしてい

るのかについて伺います。

次に、塩浜地先の干潟化について、千葉県三番瀬再生計画の基本計画では、三番瀬地元

４市について、それぞれ方針を上げています。「市川市側では、三番瀬、市川塩浜駅周辺、行

徳湿地一帯の自然環境の連続性を持った海と水に親しめるまちづくり」、一方、「船橋市側で

は、ふなばし三番瀬海浜公園を活かした人と自然が共生するまちづくり」というふうになってい

ます。一方で同基本計画においては、「現在の三番瀬は、ふなばし三番瀬海浜公園前での潮

干狩り等を除けば、人は海とふれあいにくくなっています」として、事業計画の目標として、「ま

た、海や浜辺の賢明な利用に向け、必要に応じて、漁業者、地域住民、利用者等の参加のも

とで、利用形態に応じた新たなルールづくりのための調整等を行います」としています。県の

方針から見れば、東浜地先の整備については、ふなばし三番瀬海浜公園前の潮干狩りと同

様の整備、すなわち人と海が触れ合える整備が可能と思われますが、見解を伺います。また、

千葉県や船橋市との協議は行っているのか、あわせて伺います。

塩浜については、自然環境の連続性を持った海と水に親しめるまちづくりという県の方針か

らすると、船橋のそれとはニュアンスが異なっているというふうに感じています。今の市川市

の砂づけによる人工干潟の方向性で問題がないのか。三番瀬専門家会議を傍聴しましたが、

その中で、そもそも干潟とは何かというそもそも論まで出ておりました。なぜ今ごろそのような

話が出るのか、私は傍聴していて驚きました。市川市がイメージする砂づけによる干潟化に

ついて、千葉県との調整状況、意思の統一化は図られているのか伺います。

もう１点伺いますが、同計画の中で、いわゆる条例化について触れております。千葉県は今

後３年間で条例制定の環境の醸成を図るということですが、本市としてはどのように対応して

いくのか伺います。

発言者：横谷 薫行徳支所長

再質問についてお答えをさせていただきます。

初めに、潮干狩りについてであります。今回の船橋市との共同利用、共同管理の前提とし

て、潮干狩りについては、船橋市側の単独事業とすることを前提として合意をしておりますの

で、共同や市川市単独事業としての潮干狩り場というものの可能性は全くございません。しか

し、考えられる方法としましては、船橋市側が実施しております潮干狩り区域を拡張する方法

ということはあるのかと思われますが、船橋市側として、そうしたことを実施する考えがあるか

どうか、新たな区域を拡張する費用、経費、それに対する効果等についても一定の課題があ

るのではないかというふうに考えているところであります。

次に、塩浜地先の干潟化についてであります。市のイメージは、先順位者の質問でもお答

えしておりますが、潮の干満で干出する、しないを繰り返すもので、常時海面上にある砂浜と



いうわけではございません。市としましては、塩浜２丁目の前面に干潟が再生され、そこに市

民がおり、海に親しめる状況というものを想定しているものであります。今回、さきの「広報い

ちかわ」でも特集しておりますが、まずは塩浜２丁目の土地区画整理事業予定地の公園前の

階段式護岸前面からが望ましいものと考えております。千葉県とは、干潟の具体的高さ、規

模等についてまでは協議しておりませんが、次年度に県が予定している調査を踏まえ検討、

協議していく考えでおり、干潟化を進めることについては県とも協議をしております。方向性と

しては問題はなく、認識は一致しているものと考えているところであります。

次に、県の条例制定についてであります。条例制定が掲げられている千葉県三番瀬再生計

画（第３次事業計画）（案）は、県が策定した三番瀬再生計画（基本計画）でありますけれども、

これに基づく「海と陸との連続性の回復」や「人と自然とのふれあいの確保」等５つの目標の

実現に向け、具体的な事業を実施すべく、県の事業計画を定めたものであります。三番瀬は、

本市はもとより、浦安市、船橋市、習志野市地先にまたがる海域であることから、三番瀬の再

生、保全、利用に関するルール等の条例制定は広域行政として県が主体となり、リーダーシ

ップをとるべきものと認識しているところであります。しかしながら、本市としましては、ラムサ

ール条約の登録と同様、三番瀬再生計画に掲げた５つの目標が具体化していない状況の中

での条例化については、条例の内容にもよりますが、まずは三番瀬の再生事業の推進を先

行して進めるべきである、このように考えております。

以上でございます。

発言者：中村義雄議員

潮干狩りについては、船橋市の単独事業で合意していて、共同や市単独事業としての可能

性はないということで、今後、市川市民が東浜海浜施設を利用した際に、潮干狩りについて

は、これは船橋だよと。今の話ですと、例えばビーチバレーをするのに関しては市川市が整

備するというようなことになると、市民としては大変寂しい思いをするんじゃないのかなという

ところを、きょうはちょっと時間もないので、これ以上言いませんけれども、課題として認識をし

ているところであります。

条約化については、まずは三番瀬の再生事業の推進を先に進めるということでありました。

塩浜地先の干潟化については、千葉県と協議していて、方向性に問題なく認識は一致してい

るということなんです。

そこで再度質問ですけれども、千葉県が次年度予定している塩浜２丁目地先の干潟化に関

する調査、干潟的環境形成検討事業という 900 万程度の予算を計上されていますが、千葉

県は地元市川市とも協議しながら調査委託の手法等について検討したいというふうに私は聞

いておりますけれども、千葉県との協議状況はどうなっているのか伺います。



発言者：横谷 薫行徳支所長

千葉県が次年度に予定しております塩浜２丁目地先の干潟化の調査についての御質問で

あります。市といたしましては、次年度に県が予定している調査が干潟化に向けた調査と認

識しておりますが、現時点では干潟の規模や構造等、具体的な内容まではまだ協議が始まっ

ていない状況であります。なお、御質問者が確認された県の考え方を踏まえまして、調査委

託の手法等については、干潟化の実現に向けまして積極的に市としてもかかわっていきたい、

このように考えているところであります。

以上であります。

発言者：中村義雄議員

この項目についてはまとめに入りますけれども、千葉県の調査事業について、市川市は具

体的な調査内容までは千葉県と協議はしていないというような現状ということですが、市川市

は今後調査委託の手法等については、干潟化の実現に向け積極的にかかわっていきたいと

いうような御答弁でありました。やはり当該調査事業の結果が干潟化についての方向性を大

きく左右するというふうに考えています。市川市が干潟化の規模や構造、また利用者の安全

性をどのように確保するかなどの管理方法についても千葉県に明確に示していくことで、干潟

化の実現を進める上で重要なポイントになっていくというふうに考えています。いずれにせよ、

調査委託の手法等、千葉県ときっちり連携、協議していくことを強く要望いたします。

では、次の市川塩浜駅前周辺のまちづくりについて質問いたします。市川塩浜駅前の土地

区画整理事業について、平成 26 年度中の認可取得を目指す上での課題について、代表質

疑で伺っておりますけれども、さらに具体的に伺います。

発言者：江原孝好街づくり部長

御質問にお答えいたします。

課題につきましては、１点目は、地権者の合意形成がまだ得られてないこと、２点目といたし

ましては、それにより保留地の処分方法についての検討ができないことであります。もう少し

具体的に申し上げますと、１地権者が他の地権者と重ならない位置に移転してもよいとの御

意見をいただきましたので、新たな換地計画を作成すると同時に事業費の算出などを行い、

当該地権者への提案をしようとするものであります。これによって地権者全員の合意が得ら

れるよう全力を挙げるとともに、保留地の処分についても検討を行い、26 年度内の事業認可

を取得してまいりたいというふうに考えています。

以上であります。



発言者：中村義雄議員

再質問ですが、１つの地権者が他の地権者と重ならない位置に換地してもよいという意見

があって、新たな換地計画作成、事業費の算出を行い当該地権者へ提案し、26 年度内の事

業認可取得に向けて合意が得られるよう努力するという答弁でしたけれども、この課題が解

決すれば平成 26年度中に事業認可ができるというふうに捉えていいのか伺います。

発言者：江原孝好街づくり部長

御質問者のおっしゃるとおり、新しい換地計画、事業費などの合意が得られれば速やかに

申請を行います。

以上であります。

発言者：中村義雄議員

わかりました。合意が得られるよう全力を挙げていくということですので、しっかりやっていた

だければと思います。このことは、先ほどの塩浜２丁目護岸の 200 メートル未整備区間につ

いても、事業認可を受けることによって工事の着工にプラスに働くというふうに思います。いず

れにせよ、全力で取り組むことをお願いしたいと思います。

次に、市川塩浜駅周辺のまちづくり、ないし土地区画整理事業を成功させるには市の熱意

が重要と考えます。市川市は１地権者でありますから、市有地を積極的に活用する取り組み

も重要であると考えます。

そこで質問ですが、換地前と換地後の市有地の活用についてどのように考えているか伺い

ます。

発言者：江原孝好街づくり部長

換地前と換地後の市有地の活用についてお答えいたします。

まず最初に、換地後の市有地の活用につきましては、区画整理事業の認可を受けますと、

市有地の換地位置が正式に確定いたしますので、デベロッパーやゼネコンなどの民間事業

者から当該地区のコンセプトに合った市有地活用について事業提案を求めていきたいという

ふうに考えております。一方、換地前の市有地の活用でありますが、現在、スポーツ広場、放

置自転車置き場等に利用されておりますが、事業認可を受けてから供用開始ができるまで造



成工事費として二、三年の期間を要することから、区画整理事業の施行に支障にならない一

部の土地について積極的に土地利用を図ってまいりたいというふうに考えております。もちろ

ん、この土地利用に当たりましては、当該まちづくりのコンセプトに合致し、区画整理事業にプ

ラスに働くものに限定して活用していけたらというふうに考えております。

以上であります。

発言者：中村義雄議員

はい、わかりました。また再質問ですけれども、換地前の市有地で区画整理事業に支障と

ならない土地については事業認可前でも積極的に利用が可能ということでありましたけれど

も、事業に影響のない市有地の活用は、では、いつからになるのか。念のため確認しますが、

認可前でも利用する意思があるのか。また、先ほどの答弁で、換地供用開始まで造成に二、

三年を予定しているということですけれども、施設整備を含めるとどのくらいで完成をするの

かについて伺います。

発言者：江原孝好街づくり部長

２点の再質問にお答えをいたします。

まず、いつからかということでありますが、今、民間事業者からの提案があれば、いつでも

公募等の所定の手続を経て有効利用していく考えであります。

２点目の、繰り返しになりますけれども、事業認可後二、三年というのは道路や宅地を整備

する期間でありまして、その後、それぞれの地権者が建築工事に着手することになります。地

権者の着手時期や工事規模にもよりますが、事業認可後５年程度というふうに見込んでおり

ます。

以上であります。

発言者：中村義雄議員

では、事業に影響のない市有地の活用は、民間事業者からの提案があれば、公募等の所

要の期間を経て有効活用すると。これが区画整理事業実施の起爆剤になるような提案を期

待するということでありました。また、事業認可後５年程度で建築、施設の整備が完了すると

いうようなことを見込んでいるということでありました。平成 26 年度中の土地区画整理事業の

認可取得から５年とすれば、東京オリンピック・パラリンピックにぎりぎり間に合うようなタイミン

グかなというふうに思います。間に合うように努力していただきたいことを要望いたします。



また、まちづくりの内容についてになりますけれども、やはり千葉県の三番瀬再生計画との

整合性を図ることが重要と考えます。基本方針の中で、「市川市側では、三番瀬、市川塩浜

駅周辺、行徳湿地一帯の自然環境の連続性を持った海と水に親しめるまちづくり」ということ

でありますので、その方針に配慮した魅力あるまちづくりについて具体的にどのように考えて

いるのかを伺います。例えばアクアリウムの誘致ということについて、塩浜まちづくりの大きな

目玉になるし、三番瀬を生かしたまちづくりの方針に合致するというふうに考えております。実

際、名古屋港水族館を特別委員会としても視察をしております。また、個人ですみだ水族館

にも伺ってまいりました。ここは民間が運営をしております。開設後、行政や地元との連携が

進展してきているということでありました。市はアクアリウム誘致を含んだまちづくりについて

など、いろいろな可能性についてさらに積極的に取り組んでいただきたいと思いますが、見解

を伺います。

発言者：江原孝好街づくり部長

２点の再質問にお答えいたします。

初めに、海と水に親しめるまちづくりの方針に配慮した具体的な考え方についてであります。

御質問の千葉県が三番瀬再生計画（第３次事業計画）（案）で掲げております三番瀬、市川

塩浜駅周辺、行徳湿地一帯の自然環境の連続性を持った海と水に親しめるまちづくりにつき

ましては、市川市の考え方と基本的には同様というふうに考えております。本市の塩浜地区

まちづくり基本計画においても、塩浜地区の将来像や土地利用計画の方針を掲げており、具

体的には、現在進めています区画整理事業においては、駅前から南北の幹線道路を賑わい

の環境軸と位置づけ、幅員の広い歩行者空間を設け、駅と公園を結び、階段式護岸を経て

三番瀬の水際までの歩行者動線を確保する計画としております。また、塩浜２丁目護岸につ

きましても、環境に配慮した自然石を使用した傾斜護岸を千葉県が整備しております。したが

いまして、市といたしましては、三番瀬の再生、保全に配慮し、三番瀬を生かしたまちづくりを

進めていくと認識しております。

次に、アクアリウムの誘致を含むまちづくりということだと思います。現在、区画整理後の土

地活用につきましては、「海と水に親しめる賑わいのエリア」というコンセプトのもと、施設整備

を進めているわけで、主に商業的な土地活用を想定しております。市有地につきましても、同

様ににぎわいを創出できる施設誘致を考えておりますが、御提案のアクアリウム誘致はもと

より、あらゆる可能性を排除しないで、かつ地権者間で重なり合うことなく、お互いが相乗効

果が生まれるようなにぎわいのエリアとしての施設整備を積極的に取り組んでいきたいという

ふうに考えております。

以上であります。



発言者：中村義雄議員

わかりました。アクアリウム誘致については、海側に換地予定の市有地について、にぎわい

の創出や三番瀬の資源を享受できる施設誘致を考えていて、アクアリウム誘致を含め、あら

ゆる可能性を排除せず、地権者間で重なり合うことなく、お互いの相乗効果が生まれるような

施設整備に積極的に取り組みたいと考えているということでありました。私も、このテーマにつ

いては引き続き提案をしていきたいと思いまして、この項目についての質問は終わります。

次に、公契約についてに移ります。

(1)公共工事設計労務単価引き上げについて、先般、平成 26 年２月から適用する設計労務

単価が全国平均 7.1％の上昇となりました。このことで、平成 24 年度の労務単価に比べ全国

平均で23.2％もの上昇となります。本市においても既に措置をしたということでありますが、当

該変更契約が工事請負者に与える影響はどうなっているのか。対象工事の件数及び変更金

額について伺います。

発言者：大越賢一管財部長

公共工事設計労務単価の引き上げにつきましてお答えいたします。

国土交通省より、平成 26 年２月からの公共工事費の積算に用います公共工事設計労務単

価についての通知がございました。その内容でございますけれども、２月からの新労務単価

の適用と合わせ、受注者が新労務単価に基づく契約変更の協議を発注者に請求することが

できる特例措置を、地方公共団体にも新労務単価改定の趣旨を踏まえまして適切な運用に

努めるようにとの要請がございました。また、建設工事のほか、測量、コンサル、地質調査と

いった設計業務委託等の技術者の単価も改定されましたので、特例措置の対象となっており

ます。

そこで、本市での特例措置による対象件数と変更金額についてでございますが、建設工事

では、件数では約 10 件、金額では 50 万円程度、それから設計業務委託等では約５件で 150

万程度を見込んでおります。また、建設工事の労務単価を適用して積算しております草刈り

や剪定等の業務委託の特例措置では、件数で約 20 件、変更金額では 150 万程度を見込ん

で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

わかりました。今回は設計業務委託等の技術者単価も対象になったということであります。

件数については了解いたしました。



それでは再質問ですが、今回の設計労務単価の引き上げにより、各職種において、どれだ

けの引き上げ効果があったのか。主なものについて、その具体的な金額を伺います。

続けて伺いますけれども、平成 25 年度の２度にもわたる設計労務単価の大幅な引き上げ

は、建設業で働く技能労働者が減少することに対する危機感を背景に、国が技能労働者の

待遇改善に向けてかたい決意を示したものであります。先ほどの答弁、現場の作業員の

隅々まで実際に賃金上昇となっているのかについて確認をしてまいりたいというふうに思いま

す。

下請取引等実態調査、平成 25 年７月実施によれば、技能労働者の賃金を引き上げた企業

は、７月時点では 36.6％にとどまっており、技能労働者の処遇改善の取り組みはまだ緒につ

いたばかりであるというのが現状というふうに国交省は分析をしています。国交省は、新労務

単価の上昇は確実に技能労働者の賃金引き上げにつながり、処遇改善等を通じて若年層の

建設業への入職が促進されるよう以下の措置を講じるよう、都道府県、市町村に指導してい

ます。その内容としては、１、新労務単価の早期適用、２、インフレスライド条項の適用等、３、

法定福利費の適切な支払いと社会保険等への加入徹底に関する指導等、４、適正な価格に

よる契約の推進というふうになっておりますけれども、本市において、１から４までについてど

のように対応しているのか、まとめて伺います。

発言者：大越賢一管財部長

再質問にお答えいたします。

まず、具体的な金額ですけれども、各職種におけます具体的な金額を、公共工事設計労務

単価の主な職種で昨年４月１日と今年２月１日の比較で申し上げます。特殊作業員が前回１

万 9,200円、これが２万 1,000 円となり、1,800円、9.4％の増です。それから、普通作業員につ

きましては１万 6,400 円から１万 7,300 円で 900 円、5.5％の増、塗装工では２万 1,600 円から

２万 3,400 円となりまして 1,800 円、8.3％の増、そして内装工では２万 1,300 円から２万 3,000

円となりまして 1,700 円、8.0％の増という状況でございます。

次に、新労務単価の早期適用についてでございます。公共工事の予定価格は、できる限り

市場の実勢を適切に反映して作成しなければならないので、新労務単価を速やかに適用し、

積算できる体制に私ども努めているところでございます。

次に、インフレスライド条項の適用等についてでございますが、この条項は賃金等の急激な

変動に対処するためのものでありまして、新労務単価の上昇を受け、旧労務単価で契約締結

している工事が対象となります。本市の工事請負契約約款第25条第６項、この規定に基づき

まして適切に対応してまいります。

次に、社会保険等への加入徹底についてでございます。新労務単価については、昨年４月

に改定されました労務単価と同様に、技能労働者に対します適切な賃金水準の支払いと合

わせ、加入に必要な社会保険料相当額が勘案されております。この趣旨に沿った対応を図る



ため、受注者から誓約書の提出を求めておりまして、また、受注者に対しましては、賃金等の

調査を行う場合には市が全面的に協力することもこの誓約書に明記してございます。

次に、適切な価格による契約の推進についてでございます。国から近年のダンピング受注

による下請企業へのしわ寄せが技能労働者の賃金水準の低下や社会保険等への未加入と

いった処遇悪化を招きまして、若年労働者の確保に大きな支障になっている。こういった事態

を改善するには賃金が適切に支払われることが重要と。こういったことで、地方公共団体にも

ダンピング受注の排除に努めるよう要請がございます。本市では労働条件等の適正化を図

るため、建設工事では、設計金額が 3,000 万円以下の場合は最低制限価格制度、そして

3,000 万円を超える場合は低入札価格調査制度を導入しております。これにより、ダンピング

受注による労働条件の悪化や品質の低下などの防止を図っ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

よくわかりました。では、続けて伺います。法定福利費の適正な支払いと社会保険等への加

入徹底に関する本市の取り組み及びチェック体制について、１、下請業者との契約を行う際

には、工事費とは区別して雇用保険、健康保険、厚生年金保険などの法定福利費の内訳が

明示される契約書のチェック状況、結果について、２、本市の建設工事指導要綱を改正した

効果のチェック状況及び結果について、３、適正な価格による契約の推進において、国交省

の文書では、国交省発注工事の元請企業及び一時下請企業については、平成 26 年度中よ

り社会保険加入業者に限定する方向で検討しているところです。つきましては、各発注者に

おかれましても、同様の検討を開始していただくようお願いいたしますと、かなり強い態度をあ

らわしていますが、本市における検討状況について、４点目、本市独自の取り組み、いわゆる

誓約書について、実際に調査をしたことはあるのかについて伺います。

発言者：大越賢一管財部長

初めに、下請請負におけます法定福利費の内訳に関してお答えいたします。

今般、建設団体、国土交通省、それから学識経験者などで構成されております社会保険未

加入対策推進協議会で、法定福利費内訳を明示した標準見積書の活用によります未加入対

策のさらなる推進について申し合わせがなされました。法定福利費を確保するための取り組

みがこういった形で開始されているところでございます。この取り組みに沿って、一部の受注

者からは、法定福利費が明記されました標準見積書が既に提出されてきておりますので、今

後につきましては標準見積書の活用を推進してまいりたいと考えております。

次に２点目ですが、本市の建設工事指導要綱に基づきますチェックの状況についてであり



ます。指導要綱に基づき提出されました社会保険等の加入状況を記載した施工体制台帳、

それから再下請負通知書、こういったものの書類についてチェックを今実施しているところで

ございます。

次に３点目でございますが、社会保険加入業者に限定することについてでございますけれ

ども、国では、遅くとも平成 29 年度以降につきましては、未加入企業とは契約せず、また、未

加入作業員の現場入場を認めないという目標を示しておりまして、段階的に今取り組んでい

るところでございます。本市でも、この取り組みにつきまして注目しているところですけれども、

国は具体的な検討内容が固まり次第、改めて通知するとのことでございます。その内容が明

示されました時点で速やかに対応してまいります。

次に４点目でございますが、誓約書に関してでございます。これまで賃金や保険加入などに

関し、労働者等からの相談や通報がございませんで、私どもとして、今現在では誓約書に基

づく調査は行っておりません。ただ、２月下旬に賃金等の実態把握をするため、市に登録して

おります市内の事業者約180社に、労務単価に関する対応や効果についてアンケートを実施

いたしました。現在、約 100 社ほどから回答がございますが、それを今集計している途中でご

ざいます。このアンケートの集計結果が出ましたら、これをまず事業者の方々にフィードバック

をするとともに、その内容を検証させていただくわけですけれども、さらなる周知が必要な場

合につきましては、適宜私どもで対応してまいりたいと考えております。

以上です。

発言者：中村義雄議員

説明、どうもありがとうございました。本市において、法定福利費の適正な支払いと社会保

険等への加入徹底に対して大変いい取り組みをされているというふうに認識をいたしました。

この項目についても、これで結構であります。

２点目の公契約調査検討委員会の検討状況の内容についてということで、平成24年８月に

当該委員会を設置して、去年の３月にはいわゆる中間報告書がまとめられて、いよいよ最終

の報告書が出てくるというふうには思いますけれども、この検討状況報告書の内容について

簡単に御説明いただければと思います。

発言者：大越賢一管財部長

委員会の検討状況と報告書の内容についてお答えいたします。

まず、委員会の検討状況でございますが、この主なものを申し上げますと、昨年度では、川

崎市、相模原市といった先進市の視察結果の報告、また、相模原市と厚木市の公契約条例

を取り上げまして、問題点等について研究を行っております。今年度では、労働条件審査の



専門家であります社会保険労務士を講師として研修会を開催いたしまして、公契約条例の問

題点や労働条項に関します実効性の確保の重要性につきまして、委員会内部で改めて共通

理解を図ったところでございます。また、公契約条例の必要性を見きわめる上で労使双方の

現状を把握するため、公契約に従事している労働者からの意見をお聞きし、また市内事業者

に御協力いただきまして、公契約に関するアンケートを実施いたしました。主な検討について

申し上げましたけれども、公契約調査検討委員会では、24 年度から延べ９回の会議を開催し、

これまで慎重に検討してまいりました。

次に報告の内容でございますが、３月 10 日に、これは管財部に提出された報告書をもって

お答えいたしますけれども、公契約条例に関して判断するための資料として私どもは考えて

ございます。そして報告によると、公契約条例の必要性については次のとおりでございました。

対象範囲が一部に限定され、公契約の根本的な改善につながらないこと。また、制定に向け

ては、労働者、事業者、市の３者による相互理解を図っていくことが必要であること。建設工

事に関しては、国が賃金アップや雇用対策に積極的に取り組んでいることなどから労働環境

改善への動向を注視する必要があること。このことから、現時点では条例化は見送るべきと

の報告であります。また、今後の方向性として、委員会からは、労働条件等の改善に向けた

幾つかの提案がなされておりますので、契約制度の中で実施可能な提案は速やかに反映し

てまいりたいと考えております。

以上です。

言者：中村義雄議員

わかりました。市川市としては、現時点での条例化は見送るべきということでありました。そ

して今後の方向性としては、契約制度の中で実現可能な提案は反映していくということであり

ました。私は、将来的には条例化は必要だというふうには考えていますけれども、確かに今

の段階では実効性の確保には課題があるというふうに考えています。まずは労働者が生き

生きと働ける労働条件が遵守されるための仕組みづくりが重要と考えます。このテーマにつ

いては、これで結構であります。

３、労働条件の履行確保に向けた体制整備について。これまでの本市の取り組みで労働条

件の履行確保が図られてきていると思いますが、効果と課題について伺います。

発言者：大越賢一管財部長

履行確保の取り組みに関します効果と課題についてお答えします。

まず、取り組みに関する効果ということでありますけれども、労使双方にかかわる部分もご

ざいますので、その効果を判断するということは難しい面もございます。ただ、これまでの最



低制限価格や低入札調査基準価格の割合の引き上げ、こういった制度改正を実施している

こと。また、アンケート調査で意見をお聞きしているところでは履行確保、こういった取り組み

に効果はあると考えております。

次に課題ですが、改善に向けた対策を講じましても、最終的には労働者に対する賃金単価

や労働条項の遵守といった実態確認ということが課題と、このように考えていまして、今後は

こういったチェック体制の強化を図ることが重要と考えております。

以上です。

言者：中村義雄議員

はい、わかりました。これまでの市の取り組みについて効果はあるということでありました。

また、課題について、労働条件の履行確保の改善に向けた対策を講じても、最終的には実態

確認が課題になると。今後はチェック体制の強化を図ることが重要であるというような答弁で

ありました。やはり労働条件の履行確保の実効性を高めるためには、調査など現場に入って

いくことが必要であると考えます。そのためには専門家である社会保険労務士の活用が有効

であると考えます。このことは何度も一般質問で訴えてまいりました。本市として、労働条件

の履行確保の体制整備にさらに大きく踏み出すべきであります。そのために社会保険労務士

の活用を盛り込んだ要綱の作成等、体制整備を進めてほしいと考えますが、見解を伺います。

発言者：大越賢一管財部長

再質問にお答えします。

賃金等が適正に履行されているか、こういったものを確認するには、確かに法令等の専門

的な知識が必要になると私ども思っております。委員会からの報告にも、条例にかわる手法

の１つとしまして、低入札価格調査制度を改正しまして、ダンピング受注のさらなる防止を図

るといった提案がございます。こういったことを受けまして、雇用契約に基づく履行確認につい

て、御質問者もお話がございましたが、社会保険労務士にお願いできないかと思っているとこ

ろでございます。具体的には、委員会からもございましたが、低入札価格調査を経て契約を

締結した案件につきまして、受注者に対して、社会保険労務士による労働条項の審査を義務

づけるようなチェック体制整備を今考えているところでございます。

以上です。

発言者：中村義雄議員



ありがとうございます。低入札価格調査制度を改正していくと。低入札価格調査を経て契約

した案件について、社会保険労務士による労働条項の審査を義務づける、新しいチェック体

制の整備を考えていると。社会保険労務士にお願いしていきたいということでありました。新

年度早々に間に合いますよう、整備をお願いしたいと思います。

最後に、大越部長におかれましては、市川市の公契約における労働条件の確保について

の実効性ある体制整備に大きく貢献をしていただきまして大変にありがとうございます。高く

評価をしているところであります。

以上で私の一般質問を終わります。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～


