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平成２7年度第1回定例会報告

平成27年度第1回定例会一般質問「今後の都市農業について」（要旨）
農業関係者にとって長年の要望でありました

ニターアンケートによると東京に農地を残したい

「都市農業振興基本法」は、昨年の臨時国会での

と考える都民は85％に上り、防災や環境等の視点

成立予定が衆議院解散総選挙により継続審議とな

からも市街化区域であっても農地を残したいと考

りましたが今国会での成立予定であることを受け

える市民は多数です。

（4/16成立）、また、東京都に於いても農業特区

このような現状を踏まえ、日野市や様々な農業

申請を舛添知事が石破大臣との懇談で表明したこ

団体に於いても、今回の都市農業振興基本法の制

とから（4/17東京都39市区町村特区申請）、今回

定は積年の思いがようやく国会で制定され、実現

は、日野市の今後の農業施策について質問を行い

出来たものであり、制定後、都市計画法や税制等、

ました。

関連法制の見直し等が期待されます。

東京都に於いても、また日野市でも市街化区域

また、日野市でも東京都の特区申請に参加表明

内農地は、年々減少しています。主な原因は、相

をしたことにより、国、東京都と連携した農業政

続時の高額な税負担と農業者の高齢化による担い

策の推進が図れることと思います。

手不足です。生産緑地における税制優遇（固定資

今回の法案制定や特区申請により、日野市の農

産税の農地優遇、相続税納税猶予制度等）があり

業がより一層活性化され、農地の保全に繋がるこ

ますが全く歯止めが掛かりません。一方、都政モ

とを願っております。

市議会報告

平成２7年度第2回定例会報告

平成27年度第二回定例会は、６月１日から17日まで開催されました。議案14件、報告5件、追加議案1件
があり、全案件は可決されました。一般会計の補正予算（第1号）は、約2億1千4百万円の増額補正であり、
主な歳入では、国、都支出金、繰入金、市債等で主な歳出は、介護保険繰出金（負担の見直し、低所得者へ
の軽減）、地区センター建設、歯周疾患健診拡大、プラ類再資源化施設整備、オリンピック・パラリンピッ
ク気運醸成事業費等です。

●主な事業報告
・特殊地下壕対策事業の今年度事業について、ま

画、実施していく。主要3戦略の目指すまちの姿

た、今後の対応について、梅ヶ丘地区以外でも

「いつまでもいつかきっと」住みたいまち日野

存在が判明したことから国直轄対応への移行を

の実現を図る。

要請しました。

創出するレガシーは、スポーツ、人づくり、お
もてなし、として2020年以降も期待が出来る効

・多摩平の森地区Ａ街区公共公益施設等整備構想
の実現に向けた取り組み状況では、公募の状況、

果を目指します。今後も都の補助金を活用して

募集内容、予定区割り等と社会教育センターの

様々な事業を展開していきます。
・農業特区については、４月に成立した都市農業

移転について
・オリンピック・パラリンピックレガシー創出に

振興基本法を受け、日野市でも特区申請を行い

向けた日野市の考えと取り組みでは、開催年を

ました。都内39市区町村で東京都における都市

ターゲットイヤーとして、様々な取り組みを計

農業振興を展開していきます。
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平成27年度第2回定例会一般質問「今後のまちづくりの課題」（要旨）
今回は、南平体育館の建替えや南平駅周辺整備

成26・27年度予算でコンサルを入れて計画を立

について、豊田駅北口、駅舎及び駅前広場再開発

案しています。駅舎の改造でもＪＲとの調整な

の実現性、西豊田駅構想について、多摩平の森Ａ

ど問題山積ですが地元地権者等の賛同が得られ

街区南側土地について等、質問しました。

る計画立案を望みます。
・西豊田駅誘致問題

日野市のまちづくりは、30年は遅れていると思
います。過去の経緯はあるものの現在では、今後

前述の豊田駅北口周辺整備においてもＪＲとの

の人口減少などを見据えた、高齢化、定住促進等

調整は難しく、長年の懸案である西豊田駅誘致

様々な視点からまちづくりを考えなければならな

はさらに厳しい状況であることから、市民に対

いと思いますが行政では、前例踏襲的な手法が今

し責任ある決断をする時期かと思います。周辺

でも散見されます。また、公共施設計画において

地域の道路計画では、都市計画道路3.3.25線の計

も広い視野に立っての計画でなければならないと

画があり、着手した3.3.24線と共に推進すべきと

思い、市の見解を質しました。

考えます。
・多摩平の森Ａ街区駅側空地

・南平体育館の建替え
当初の耐震化は不可能となったため建替えと

Ａ街区北側については、医療・介護・医師会・

なった南平体育館の建替え計画は、体育館周辺

社教センター等の計画が予定されていますが南

や南平駅周辺計画等と連携した計画とはなって

側駅寄りの土地については、まだ白紙の状況で

おらず、また体育館近辺には、バス等の交通整

す。この土地を市として先行取得し、将来的に

備はされていない現状があるにも関わらず都市

複合公共施設を計画したらどうかと思います。

計画課との調整も行っておらず、大事業である

都内自治体では、民間との開発により事業費を

体育館建替えがただ前例踏襲的に行われようと

捻出している計画もあり、駅前立地を生かした

しています。

公共施設（例として市民会館・市庁舎等と住居

・豊田駅北口周辺再開発

の開発計画）を集積した計画を考えるべきと提

以前より再開発を提案し、要望していますが平

案しました。
あり、約1時間20分討論しました。質問者とのやり取りでは、

平和安全法制に関する意見書（要旨）

安倍内閣は、平和安全法制について国会に提出しました。 野党や一部マスコミの論調と同様の憲法違反の法案との指
我が国を取り巻く安全保障環境は、一層厳しさを増しており、 摘や中国、北朝鮮の動向などには全く触れず、現在の国際
国民の命と平和な暮らしを守ることは、国の最も重要に責務

状況にも全く着眼せずに兎に角、戦争を行うための法案だと

です。

の主張には、議論にはならず、現状認識のなさに呆れました。
また、７月からは、反対派が誹謗中傷ビラを当方の駐車場

切れ目のない平和安全法制を整えることにより、我が国
の平和と安全及び、国際社会の平和と安全をより一層確保

に撒いたり、電柱に貼ったりした嫌がらせがあります。人の道

出来るようになります。このために、審議の中で国民の理解

に反する方々の誹謗中傷や脅迫に我々は、屈することなく、

を得る努力を図り、必要に審議が尽くされた際には、本法制

これからも正論を主張し活動を行いたいと思います。
自民党の議員は一人として戦争を起こそう、したいなどと

の早期の成立を図るよう強く求めるものです。

考えている議員はいません。今回のこの法案は、国、国民を
第二回定例会最終日の6/17、梅田俊幸議員が提出者と

守る法案です。戦争抑止のものだと考えます。一部マスコミ

なり、国への意見書を提案し、賛成多数により可決しました。 や民主党、共産党等の野党、左翼団体等
現在、国会では参議院で議論されていますが賛成署名を

が宣伝している戦争をするための法案で

頂きました自民、公明、民主連合の各会派では、当然、会派

はありません。ましてや徴兵制もありえま

内でも慎重な協議を行い賛同に至りました。賛成署名をする

せん。戦争法案等のレッテル張りには

にあたり、会派内でも各議員で様々な考えがあるのは当然

辟易するばかりです。善良なる市民の

ですが国際情勢や日本の立場等、現状を踏まえた議論の末、 皆様方には、是非とも今回の安保法
会派としての考えを示して頂きました。

制の趣旨、内容をよくご理解頂き、ご

提案時には、共産党2名、無会派1名の議員から質疑が

支援をお願い申し上げます。
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活 動 報 告
3

月

２３日 日野市水防訓練

２ 日〜２７日 平成27年度第1回定例会

7

月

１ 日 浅川清流環境組合設立議会
自民党街頭報告会 高幡〜豊田〜日野

１５日 南多摩医療圏災害医療訓練
２１日 自民党日野総支部大会
２８日 日野市障害者生活・就労支援センター
開所式
２９日 スプリングフェスタひの
３１日 豊田商店会わくわく市

１２日 日野市消防団応急救護審査会
１７日 自民党三議連夏期研修会
１８日 豊田小まつり

6

月

１日〜１７日 平成27年度第２回定例会
4

月

６ 日 東京都防衛協会青年部会総会

６ 日 豊田小入学式
７ 日 七生中入学式

２１日 豊田ビール発表会

９ 日 ふたば幼稚園入園式

23日・24日 企画総務委員会
京都府綾部市・滋賀県草津市 視察
２６日 ひのよさこい祭・サマーフェスタイン
たまだいら
１２日 明治神宮崇敬会支部会員の集い
２１日 少年バスケットボール連盟クリニック

8

月

１ 日 多摩平第七公園盆踊り
６ 日 東京都河川改修促進総会・大会

１９日 春季剣道大会開会式
２０日 明治神宮崇敬会日野支部世話人総会

２７日 南相馬市除染ボランティア

２６日 豊田堀之内用水組合総会
5

１１日 市議会防衛議員連盟米軍横須賀基
地視察

月

１ 日 新しい憲法を制定する推進大会

２８日 わんぱく相撲日野場所
１５日 靖国神社参拝

１０日 第18回ひの新選組まつり
１４日 豊田歴史を生かすまちづくりの会総会
１６日 日野市防衛協会総会
２２日 日野市商工会総代会
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