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【令和５年府中市議会第１回定例会】報告
　２月17日（金）～３月17日（金）の29日間の会期で、令和５年第１回府中市議会定例会（３月議会）

が開催されました。本定例会では主に令和５年度の一般会計予算等を審査、決定しました。

令和５年度一般会計予算特別委員会

次頁へつづく

令和５年度府中市一般会計予算は起立多数で可決した。
一般会計予算額は、１,１９４億円（前年度比１.３%減）

当初予算額 構成比

05　議会費 525,952 0.4

10　総務費 15,262,641 12.8

15　民生費 58,113,263 48.7

20　衛生費 8,683,811 7.3

25　労働費 62,806 0.0

30　農林水産業費 157,434 0.1

35　商工費 548,126 0.5

40　土木費 6,323,467 5.3

45　消防費 3,051,566 2.5

50　教育費 22,642,956 19.0

55　公債費 3,847,978 3.2

60　諸支出金 80,000 0.1

65　予備費 100,000 0.1

歳　出　合　計 119,400,000 100.0

科目（款）
令和５年度

当初予算額 構成比

05　市税 自主 51,856,289 43.4
10　地方譲与税 依存 402,234 0.3
12　利子割交付金 依存 77,072 0.1
13　配当割交付金 依存 396,090 0.3
14　株式等譲渡所得割交付金 依存 384,878 0.3
15　法人事業税交付金 依存 1,398,938 1.2
16　地方消費税交付金 依存 6,620,713 5.6
18　自動車取得税交付金 依存 1 0.0
19　環境性能割交付金 依存 112,797 0.1
24　地方特例交付金 依存 307,239 0.3
25　地方交付税 依存 1 0.0
30　交通安全対策特別交付金 依存 23,044 0.0
35　分担金及び負担金 自主 524,934 0.4
40　使用料及び手数料 自主 3,783,379 3.2
45　国庫支出金 依存 20,098,589 16.8
50　都支出金 依存 13,008,874 10.9
55　財産収入 自主 223,147 0.2
60　寄附金 自主 901,966 0.8
65　繰入金 自主 7,574,903 6.3
70　繰越金 自主 1,100,000 0.9
75　諸収入 自主 4,884,612 4.1
80　市債 依存 5,720,300 4.8

119,400,000 100.0
自主 70,849,230 59.3
依存 48,550,770 40.7

歳　入　総　額

科目（款）
財源
種別

令和５年度

【歳入】 【歳出】

＊府中市令和５年度予算のあらましから引用



【清水勝の予算委員会での発言】
〇総務費⇒交通安全施設管理費

自転車ナビマークの設置状況と今後の課題

〇土木費⇒公園緑地等整備事業費
宮町中央公園トイレ改修等、令和５年度の
特徴など

〇教育費⇒体育事業費
               スポーツタウン府中発展事業費
               パラスポーツ普及啓発事業費
                トップチーム等連携事業費
               ラグビーのまち府中推進事業費
に関する令和５年度の事業の特徴など
また、トップチーム連絡会の現状と次年度の取組等
の質疑、意見をした。

所属委員会報告

建設環境委員会
付議事件議案４件、陳情１件、前回からの継続審査事件
１件を審査した。
【議案】全４件を可決
●府中市民保養所条例の一部を改正する条例
●府中市営住宅条例の一部を改正する条例
●令和４年度府中市下水道事業会計補正予算（第１号）
●令和５年度府中市下水道事業会計予算
【陳情】１件は不採択
●けやき並木北交差点の歩行者用青信号の時間延長に
関する陳情

【前回からの継続審査事件】継続審査
●若松町二丁目地区の地区計画の理念に反した現計画
の見直しの指導について求める陳情

基地等跡地対策特別委員会

基地等跡地対策について

●調布基地跡地の状況の調布飛行場に係る動き
並びに武蔵野の森総合スポーツプラザに係る動き

●府中基地跡地留保地の状況の府中基地跡地留
保地利用計画に係る動き

●法務省関連施設に係る動き
について理事者側から詳細な説明を受け、質疑を
行った後、要望・意見があり、報告を了承した。
この一年、基地等跡地対策特別委員会委員長と
して携わり、任務は終了した

■HP

■ＨＰ 
http://shimizu-masaru-fuchu.jp
■Facebook

https://www.facebook.com/shimizu.masaru.fuchu

■Facebook清水勝まで　お気軽にご相談ください。

府中市議会議員　清水勝のホームページ、フェイスブックは
右のＱＲコードからご覧いただけます。

【連絡先】 〒183-8511 
府中市東芝町1番地　東芝労働組合府中支部内
TEL.042－333－6890　FAX.042－319－1481　
E-mail:shimizu.masaru.fuchu@gmail.com

区分 新規事業 レベルアップ事業
新型コロナウイルス感染症 

対策関連事業 

事 業 数 ６０事業 ３５事業 １６事業 

予 算 額 ５億６,７６０万６千円 ４億９,１４１万５千円 万１４億６８６ １千円 

【予算の特徴】
　令和５年度の市政運営は、まちづくりの原点である地域
の絆を協働の力で紡ぎ、子どもを産み育てやすいまちや
健康長寿を目指す「①地域でつながる安心の絆」、子育
て・教育環境の充実を図るとともに、持続可能な社会の
創り手を育み、ＤＸの推進やゼロカーボンシティの実現に
向けた「②未来を担うひとの育み」、地域資源の活用や
府中らしい魅力の発信による活力の創出と交流の促進、
まちの拠点整備の実現に向けた「③活気に満ちたにぎわ
いと魅力」の３つをテーマに掲げ、都市像である「きずなを
紡ぎ 未来を拓く 心ゆたかに暮らせるまち 府中」の実現
に向けて様々な施策を積極的に展開していく。　
　歳入では、令和４年度予算の当初課税の状況やその
後の収入状況などから増となるとともに、競走事業会計
からの繰入金については、近年の堅調な売上げを考慮し
増となりました。 
  歳出では、物価高騰等の影響による各施設の光熱水
費や新庁舎移転に係るシステム関連経費が増となる一
方で、小中学校改築事業などの投資的経費が減となっ
たことなどにより、予算額は１,１９４億円（△１．３％）となり
ました。 　



　当該地全体の利用計画の見直しに向けた動きや調整が少しずつ

進められている。そこで、今回は、府中基地跡地留保地活用につい

て、今後の考え方などを伺いたい

（１）府中基地跡地留保地活用の府中市の考え方について

（２）府中基地跡地留保地利用計画の再構築の進捗状況について

　　【市長答弁】
（１）Ａ：府中基地跡地留保地は、本市に残された最後の
「広大かつ有用な敷地」であり、本市の今後のまちづくり
においても非常に重要な位置付けにあるものと捉えてい
る。このことから、第７次府中市総合計画では、当該地の
活用を「重点プロジェクト」に掲げており、市全体の活性化
につながる、将来を見据えた「にぎわいと活力を生み出
すまちづくり」を目指すこととしている。
留保地については、現在、令和３年９月の米軍通信施設
の返還を受け、利用計画の見直しに向けて取組を進め
ているが、この見直しに当たっては、社会経済状況など
の変化を踏まえるとともに、本市の魅力の更なる向上に
つながる「みるスポーツ」を含めたスポーツタウン府中の
発展の視点からも、十分に検討する必要があるものと考
えている。
引き続き、当該地を、本市のブランドイメージを一層高
め、新たな魅力を創出する「地域拠点」として整備するこ
とにより、「持続可能で包摂性のある社会」の実現を目指
した「新たなまちづくり」を推進していく。

【部長答弁】
（２）Ａ：「米軍通信施設返還」を受け、通信施設用地を含
めた「一体的な土地利用」の可能性や「総合体育館」を
中心とする「文化・スポーツ施設」や、「学校施設老朽化
対策用地」などの「公共利用のあり方」について、近年の
自然災害や、コロナ禍等による「社会情勢の変動」なども
視点に加え、関係課と連携し、改めて検討を進めている。
また、当該地土地利用における大きな要素となる「民間
活用用地」においては、公共利用の検討と並行し、「本市
の発展」につながるよう「様々な活用の可能性」について
民間事業者等から聞き取り調査を行っている。
これらの状況を踏まえ、現在は、利用計画見直しに向け
て、道路線形の検討やゾーニング等について検討を進め
ている。

【清水勝再質問】
１点目は、当該地を府中市のブランドイメージを一
層高める新たな魅力を創出する「地域拠点」として
整備することにより、「持続可能で包摂性のある社
会」の実現を目指した「新たなまちづくり」を推進す
るということ。まさに経済観光資源として、今あるラ
グビーのトップチームのブランドを活かし、将来的に
「みるスポーツ」の拠点として府中市をＰＲするに
相応しい施設が必要だと考える。市としての規模
は違うが、川崎市では、等々力緑地を２０２７年に
は新たに３５,０００人収容の球技専用グラウンド等
を整備し、プロスポーツ誘致も含めて、計画してい
ると聞いている。ちなみにジャパンラグビーリーグワ
ンは、地域密着型のチーム育成を目指しており、
各チームは活動拠点となるホストエリアとは別に
ファン層の拡大やラグビー振興の観点からチーム
または保有企業にゆかりのある地域をフレンドリー
エリアとして設定できることから、東芝ブレイブルー
パス東京は、府中市、調布市、三鷹市をホストエリ
アとしているが、昨年１１月に川崎市とフレンドリー
エリアの締結をし、試合開催やラグビーを通じたス
ポーツ振興を図っている。今後、「みるスポーツ」
つまりプロスポーツを誘致できる地域が増えてくる
と、野球、サッカー、ラグビー、バレーボール、バス
ケットボールなど限りあるプロチームの取り合いにな
ることは、間違いありません。特に地域で長く活動
しているプロチームで本拠地が定着していないの
は、ラグビーだと思うので、他の自治体に遅れるこ
となく施設整備の何らかの意思表示をしておく必
要がある。また、基地跡地留保地には、総合体育
館の移転が計画されている。現在ある生涯学習セ
ンターは老朽化が進んでいることから体育部門と
重複する機能について複合化も必要と考える。
１点目の再質問として、
（１）生涯学習センターと総合体育館の複合化に
ついて、現在どのように進められていて、今後どの
ように取りまとめていく予定なのか
（２）スタジアムに対する考え方及び建設に当たっ
ての課題について伺いたい。

一般質問
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スポーツタウン府中のさらなる発展のための
府中基地跡地留保地活用について



【清水勝意見まとめ】
　再質問１点目の生涯学習センターと総合体育館
の複合化については、今後、令和６年度の文化・ス
ポーツ施設配置等適正計画でまとめる予定というこ
と。生涯学習センターの老朽化もあり、総合体育館
が移転することで、重複した機能をどのように整理し
ていくか、いろんな意見があるかと思う。重複してい
るので複合化したらどうでしょうか？という意見です
が、必要な機能を他に移転して、総合体育館のみ
純粋に建設する。または、総合体育館とスタジアム
をアリーナとして建設することも考えられる。いずれ
も、適正計画で具体的に取りまとめて府中市として
の考え方を市民に示していただくようお願いする。

　再質問２点目のスタジアムに対する考え方及び建
設に当たっての課題については、これまでも何度も
提案しているが、考え方、課題を確認させていただ
いた。スタジアムの建設は、府中市単独で整備する
には限界がある。トップチームが本拠地として利用で
き、子どもたちが、ここでプレイしたいと憧れに思うよ
うなスタジアムは、民間活用での建設も視野に入れ
ておく必要がある。陸上競技場、野球場、総合プー
ル、地域体育館も含めて、公共施設老朽化対策も
考慮しなければいけない。基地跡地留保地だけで
はなく、寿町のエリア、郷土の森エリア全体の活用
が、より具体的に示され、スタジアム建設するという
日を心待ちにしている。課題を解決して、スタジアム
建設の計画が示されることを要望する。

　再質問３点目のカーボンニュートラルについては、
府中基地跡地留保地利用では、近隣住民や自然
環境に配慮したまちづくりが不可欠だと思う。どんな
施設が出来ても先進的なモデルシティとなるべき取
り組みを行っていただきたい。その実現を要望する。

　これから検討ということもあり、新たな魅力を創出
する地域拠点としての整備を踏まえて、今後のス
ポーツタウン府中、ラグビーのまち府中の発展を期
待している。

２点目に利用計画の再構築の進捗について伺った。
状況は、現在、多方面からの検討を進めているというこ
とで見直しに向けての道路やゾーニング等も検討してい
るということ。もうしばらく時間がかかるかと思うし、自然
環境や土壌調査、周辺環境調査など、様々な環境に
配慮した検討も必要だと思う。
２点目の再質問として、
（３）府中基地跡地留保地活用におけるカーボンニュー
トラルの考え方を伺いたい。

【部長答弁】
（１）Ａ：公共施設マネジメントでは、施設整備の際に、稼
働率や利用者数、近隣施設との機能の重複などを配
慮し、統廃合や複合化の可能性を検討することとしてい
る。このことから、総合体育館を府中基地跡地留保地
へ移転する際には、近隣に生涯学習センターがあり、一
部の重複する機能について、複合化に向けた整理が必
要なものと捉えている。具体的な取組としては、現在、
文化・スポーツ施設について、階層別ワークショップや
関係団体などとの意見交換を実施している。
今後、いただいた提案や意見を参考に、関係部課とも
調整を重ねた上で、総合体育館及び生涯学習セン
ターの複合化の考え方については、令和６年度に策定
予定の、「文化・スポーツ施設配置等適正化計画」で取
りまとめたいと考えている。

（２）Ａ：スタジアムにつきましては、第２次府中市スポー
ツ推進計画に掲げる「みるスポーツ」が持つ価値やポテ
ンシャルを最大化させる機能を有しており、単なるス
ポーツ施設の枠にとどまらず、その集客力により、人々
の交流や賑わいの創出のほか、スタジアムを核とした地
域の活性化が期待できるなど、多くの面で大変効果が
大きい施設であると捉えている。また、スタジアムが市
内トップチームの新たな活動の拠点となる場合には、市
民がよりスポーツの魅力や醍醐味を身近に感じるととも
に、トップチームを応援することにより、チームや選手は
もとより、地元への愛着を深める場となるなど、様々な
可能性を有した施設になるものと考えている。次に、ス
タジアム建設に当たっての課題は、本市で整備を行う
場合には、当該施設を整備し得る用地をはじめ、建設
費等の財源の確保、また公共施設マネジメントの取り組
みとの整合など、課題があるものと捉えている。

（３）Ａ：府中基地跡地留保地については、２０５０年ゼロ
カーボンシティの実現をけん引する、産学の知見を生
かした、先進的なまちづくりが期待できる地区として捉え
ている。今後、土地利用が図られる場合は、公共利用
か、民間利用であるかを問わず、カーボンニュートラル
な社会を前提としたまちづくりを検討するよう誘導してい
く必要があるものと考えている。また、公共施設について
は、新築や更新時等に環境に配慮した整備が図れるよ
う、整備指針等を示したいと考えており、当該地区にお
いても、その利用計画に関わらず、再生可能エネル
ギーの最大限の導入等が図られるよう、誘導していく。�

任期最終の議会定例会後に村﨑議長との
ツーショット写真を撮らせていただきました




