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8月31日（月）～9月29日（火）の30日間の日程で平成27年度府中市議会第3回定例会（9月議会）が開催され
ました。平成26年度の一般会計決算、平成27年度の補正予算等が審議されました。また、一般質問は議会史上
最多の26人37件が発言されました。

　平成26年度決算特別委員会は、一般会計の歳入歳出決算認定について審議され、歳入では13人が、歳出では
延べ50人が質疑をし、5会派の代表者が総括質問をしました。
　最終的には、9月29日（火）の本会議にて、賛成討論、反対討論がされ、起立多数で可決されました。

平成２７年度一般会計補正予算
［補正予算の特徴］
　社会保障・税番号制度の施行に伴う個人番号カード交付事業、教育環境整備としての小中学校の特別教室の
空調設備、屋外避難階段改修等の事業、中心市街地活性化基本計画策定事業の充実、公共施設等老朽化対応とし
ての施設修繕、道路・公園のインフラ保全・整備事業等の実施に向けた補正を行いました。
　歳入歳出総額に17億1,162万円を追加し、当初予算928億5,000万円を945億6,162万円とすることが
決定しました。

市税
50,090,686,990
（54.6％）

民生費
44,027,957,839
（49.2％）

総務費
9,641,711,870（10.8％）

教育費
9,142,260,294（10.2％）

土木費
8,307,878,312（9.3％）

衛生費
6,651,755,865（7.4％）

公債費
4,821,948,621（5.4％）

消防費
2,908,404,818（3.2％）

諸支出金
2,883,000,000（3.2％）

その他
1,130,495,040（1.3％）

国庫支出金
16,452,038,830
（17.9％）

都支出金
9,646,327,268
（10.5％）

繰越金
3,230,690,332（3.5％）

その他
3,026,470,530（3.3％）

地方消費税交付金
3,544,079,000（3.9％）

使用料及び手数料
2,184,823,608（2.4％）

市債
1,305,100,000（1.4％）

諸収入
1,286,649,365（1.4％）

分担金及び負担金
1,038,277,311（1.1％）

歳  入／91,805,143,234円 歳  出／89,515,412,659円

歳 入 歳 出



建設環境委員会 市庁舎建設特別委員会

第３回定例会

全体では議案３０件、陳情２件が審議されました。

地域対策活動

市民の声を反映しています。

　市庁舎建設対策につい
て、プロポーザルにおけ
る設計者の提案内容が提
示され審議されました。

①府中市道路線の認定、廃止について９件が現地確認および審
議され、可決されました。
②平成２６年度府中市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認
定について審議され、絶対多数で認定されました。

対応前 対応後

対応前

対応前

対応後

対応後

◆東芝南門排水溝清掃◆

　東芝南門の排水溝が雨天時に水没し、
通行の妨げになっているとのことから
担当部署に連絡し対応していただいた。

その他にも

◆東芝南門富士見通り除草◆

　東芝南門富士見通りの雑草が伸びて、
通行の妨げになっていることから担当
部署と連携し、対応していただいた。

◆ゴミ収集車への対応◆

　ゴミ収集車が左折時に屋根に載って
いた古布袋が、信号待ちしていた人の近
くに落下、幸いにも後続車両や人に当た
らなかったため、大事には至らなかった
が、担当部署に連絡し、収集業者への再
発防止と注意喚起をしていただいた。

◆府中駅南口宮町中央通り樹木剪定◆

　居住地宮町中央通りの樹木が伸びて、
小さな子の目に当ったり、通行の妨げに
なり危険とのことから担当部署に連絡
し対応していただいた。

◆北府中駅歩道橋の改修◆

　北府中駅晴見町側の歩道橋の手摺りが壊れて、危険
とのことから担当部署に連絡し対応していただいた。



府中市の安全対策としての自転車走行ルールの徹底について

【担当部長答弁】
1）「広報ふちゅう」などを通じ、市内の自治会、町会などに回

覧するとともに、５月には第三小学校で実施した自転車競技大会
や交通安全教室「スケアード・ストレイト」において、スタントマンに
よる事故の再現を通じ、法改正と自転車の安全利用について周知
活動をした。また、府中警察署、交通安全団体と連携し、「交通安全
市民のつどい」や「府中かぜのみち自転車キャンペーン」「府中駅
周辺での街頭キャンペーン」などを実施し、自転車の安全利用につ

いて周知を図っている。
2）平成２６年２月に、警視庁が試験的に中河原駅周辺の市道約３
キロメートルに自転車ナビマークを設置し、同年１２月には府中町
１・２丁目に自転車の左側通行を促すナビマークを設置した。
３）各年齢層を対象に、自転車利用に関する知識・技能などを身に
付けてもらうことが必要で、府中警察署、交通安全団体などと連携
を強化し、悪質・危険な自転車運転者へは、取締の強化を府中警
察署に要望する。

今年（平成27年）6月1日から改正道路交通法の一部施行に伴い、自転車利
用者のルールに安全確保のために罰則規定が設けられたが、自転車利用者の
マナーは狭い歩道の右側走行や傘さし運転、ヘッドホンをつけての運転など
相変わらずの状態が続いている。府中市の対応についてお伺いしたい。
1） 市としての法改正への対応状況について
2） 自転車ナビマークの整備状況について
3） 市としての今後の対応について

Q

A

府中市内の喫煙マナーの徹底について

【担当部長答弁】
１）府中市では、市民の良好な生活環境を確保するため、「府

中市まちの環境美化条例」を制定し、様々な環境美化活動に取組
んでおり、その取り組みの一つとして、平成１６年に府中駅など市
内の主な５つの駅周辺に喫煙禁止路線を指定し、終日その路上で
の喫煙を禁止している。
　また、平成２１年度末に府中駅などの周辺に設置されていた合
計８ヶ所の喫煙場所から灰皿の撤去を行い、非喫煙者の受動喫煙
の防止に努めている。
２）喫煙禁止路線での喫煙を防止するため現在、「喫煙禁止路線パ
トロール」事業を実施している。また、毎月２０日を環境美化の日と
定め、府中駅周辺のけやき並木などで市民との協働により路上喫煙
防止の啓発などを行う「マナーアップキャンペーン」を実施している。
３）市内の主な５つの駅周辺に路上喫煙禁止区域を表示する看板

を合計４０ヶ所程度設置するとともに路面表示シールを各区域内
の路面に貼付(ちょうふ)し、路上喫煙禁止について注意を促してい
る。また、巡回警備員がパトロールの際には、常に路上喫煙禁止を
呼びかける音声テープを流しながらの啓発活動を行い、喫煙防止
の注意喚起を促している。
４）鉄道駅やバスターミナルなど、多数の人々が利用する公共的な
空間にある喫煙場所からの灰皿の撤去や市庁舎や文化センター
などの公共施設での非喫煙者への受動喫煙防止への配慮のた
め、施設内での喫煙を禁止し、敷地内の目立たぬ場所に喫煙場所
を設けること、市が管理する公園や緑道からの灰皿の撤去など、市
民の健康や環境美化の推進のため非喫煙者の健康に留意した分
煙化を進めている。
　また、「まちの環境美化条例」の中で、市民等の責務として「道路
や公園等において、歩行中または自転車で走行中に喫煙をしない」

府中市では「府中市まちの環境美化条例」により、主要駅周辺での路上喫煙を禁止する条
項があるが、路上喫煙の禁止範囲の見直し等を含めた市の考え方についてお伺いしたい。
1） 府中市の路上喫煙禁止区域での現状について
2） 路上喫煙者への対策について
3） 市外から訪れる皆さんへの周知状況について
4） 市内全域の路上喫煙禁止に対する考え方について

Q

A

【担当部長答弁】
1）府中市と、東京都北多摩南部建設事務所、武蔵野市、三鷹

市、調布市、小金井市、狛江市、西東京市は、共同・連携し、「歩行
者・自転車・自動車が安全で安心して共存できる道路環境を目指
す」という目的で、「自転車利用　共通ルール（案）」をとりまとめ試
験的に現地導入を進めている。
　市内においては、東京都が多磨町から小金井市前原町にかけて
の「東八道路」と武蔵台及び北山町の「新府中街道」に、府中市が

本町の「かえで通り」に統一されたシンボルカラーやサインを設置
した自転車走行空間の整備を行った。
　今後、北多摩南部建設事務所及び管内７市と連携し、国道・都
道・市道の自転車走行空間を連続させたネットワーク化を進める
ため、自転車利用共通ルールの作成を検討したい。
２）交通安全対策審議会の答申書を受け、府中警察署と連携し、自
転車ナビマークの効果的な設置箇所について調査を行い、設置に
ついて検討を進めていきたい。

1） 自転車利用共通ルール（案）のその後の進捗について
2） ナビマーク設置の今後の予定についてQ

A

一般質問

旨を定めていることや、喫煙を行う市民もいることなどを踏まえ、
当面は公共的な空間での受動喫煙防止対策を進めるとともに、道

路や公園などでの、いわゆる「ながら喫煙」の禁止についてのＰＲ
を行うなど、路上喫煙の減少に努める。

次頁へつづく



1964年　山梨県北巨摩郡（現北杜市）生まれ
1983年　山梨県立甲府工業高校卒
　　　　   ㈱東芝府中工場入社
　　　　　コンピュータ製造・試験・工程管理
1994年～2015年
　◆東芝グループ連合・東芝労働組合役員
　◆府中市福祉まつり実行委員・福祉の街づくり審議

会委員・環境審議会委員 等を歴任
　◆豪雪地帯の雪国ボランティア、東日本大震災復興

支援や東南アジアの子どもたちへボランティア支
援 等

2015年4月　府中市議会議員初当選(⑪2959票)
　◆現在：東芝グループ連合・東芝労働組合顧問
　◆市議会：建設環境委員会副委員長／市庁舎建設特

別委員会委員／議会報編集委員会委員／府中市
交通安全対策審議会委員／三多摩上下水及び道
路建設促進協議会第3委員会(道路)

府中市議会議員　清水　勝　プロフィール

清水 勝 後援会
〒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.042－340－8177
E-mail:shimizu.masaru.fuchu@gmail.com

■清水勝HP

■清水勝ホームページ
http://shimizu-masaru-fuchu.jp

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

■Facebook

◆お気軽にご相談下さい◆

意　　見
１．自転車走行ルールの徹底については、現在、有効であると認識
されている「ナビマーク」について、交通安全対策審議会での答申
にもあるので、市内全域に拡げることをめざして、促進・整備をは
かっていただきたい。都や近隣市も巻き込みながら、自転車利用
者の視覚に訴えるかたちでの意識改革を一歩ずつ確実に進めて
いただきたい。
２．喫煙マナーの徹底については、「まちの環境美化条例」があるこ
とすら知らない方も多く、マナーアップキャンペーンやホームペー
ジ等での周知徹底とともに条例があることのＰＲがもっと必要な
のではないかと思っている。
　喫煙者には「単に喫煙禁止ですよ」と呼びかけることだけではな

く、喫煙者にも配慮するなかで、事業者も巻き込んで喫煙場所の
整備も含め、看板設置や路面シールの貼付などを進め、喫煙場所
があることの安心感を与えることも必要ではないかと思っている。
　今後、喫煙禁止路線の制定が予想できる地域や駅については、
市としても受け身ではなく、地域自治会等と積極的に連携するな
かで、分煙化を進め、喫煙者も禁煙者も互いににストレスのかから
ない快適な街づくりのさらなる推進をお願いしたい。

　９月２９日（火）９月議会の本会議終了後に市長に対し、来年度（Ｈ28）の府中市予算の
市民フォーラム会派要望を提出いたしました。今後、市側での編成会議等を経て、予算案
が策定されます。

【担当部長答弁】
１）府中市では、市民の良好な生活環境を確保するため、「府

中市まちの環境美化条例」を制定し、様々な環境美化活動に取組
んでおり、その取り組みの一つとして、平成１６年に府中駅など市
内の主な５つの駅周辺に喫煙禁止路線を指定し、終日その路上で
の喫煙を禁止している。
　また、平成２１年度末に府中駅などの周辺に設置されていた合
計８ヶ所の喫煙場所から灰皿の撤去を行い、非喫煙者の受動喫煙
の防止に努めている。
２）喫煙禁止路線での喫煙を防止するため現在、「喫煙禁止路線パ
トロール」事業を実施している。また、毎月２０日を環境美化の日と
定め、府中駅周辺のけやき並木などで市民との協働により路上喫煙
防止の啓発などを行う「マナーアップキャンペーン」を実施している。
３）市内の主な５つの駅周辺に路上喫煙禁止区域を表示する看板

を合計４０ヶ所程度設置するとともに路面表示シールを各区域内
の路面に貼付(ちょうふ)し、路上喫煙禁止について注意を促してい
る。また、巡回警備員がパトロールの際には、常に路上喫煙禁止を
呼びかける音声テープを流しながらの啓発活動を行い、喫煙防止
の注意喚起を促している。
４）鉄道駅やバスターミナルなど、多数の人々が利用する公共的な
空間にある喫煙場所からの灰皿の撤去や市庁舎や文化センター
などの公共施設での非喫煙者への受動喫煙防止への配慮のた
め、施設内での喫煙を禁止し、敷地内の目立たぬ場所に喫煙場所
を設けること、市が管理する公園や緑道からの灰皿の撤去など、市
民の健康や環境美化の推進のため非喫煙者の健康に留意した分
煙化を進めている。
　また、「まちの環境美化条例」の中で、市民等の責務として「道路
や公園等において、歩行中または自転車で走行中に喫煙をしない」

【担当部長答弁】
1）喫煙禁止路線につきましては、環境美化推進地区におい

て、喫煙を特に禁止する必要があると認める道路としている。ま
た、環境美化推進地区につきましては吸い殻などの散乱を特に防
止する必要あると認める地域や市民などが積極的に清掃活動等に
取り組んでいる地域としている。
　市内には１４の鉄道駅があり、一日の利用者数や利用の形態な
ど様々であるため、全ての駅を一律に指定することは現時点では
考えていないが、今後、近くに大型商業施設ができる、あるいは大
規模な事業所などが開設されたなど、駅周辺の利用状況に変化が
あり、環境の美化について措置を講じる必要が生じた場合や市民
の方から清掃活動への取り組みの相談があった場合には、個別に

状況を精査した上で、環境美化推進地区の追加も視野に入れ、必
要な対応を行っていく。
2）他市の例では、路上喫煙を禁止する看板に喫煙場所を併せて
表示している場合があるが、ほとんどの例では公共の喫煙場所の
みを表示しているので、これを本市で実施する場合には、道路や公
園などに公共の喫煙場所を設置していないため、事業者が設置し
た喫煙場所のみを表示することになる。
　この場合、事業者の同意が必要であることや設置や撤去などの
情報の反映をどうするか、あるいは事業者の店舗などを利用する
人のために設置したところへ利用者以外の喫煙者が集まってしま
う、などの解決すべき課題が多く、現時点では更なる研究を行う必
要があるものと認識している。

1） 5つの駅以外の市内の鉄道駅すべてについて喫煙禁止路線の指定についての考え方について
2） 喫煙者へも配慮の観点から喫煙場所マップ看板設置等についてQ

A

旨を定めていることや、喫煙を行う市民もいることなどを踏まえ、
当面は公共的な空間での受動喫煙防止対策を進めるとともに、道

路や公園などでの、いわゆる「ながら喫煙」の禁止についてのＰＲ
を行うなど、路上喫煙の減少に努める。

平成28年度府中市予算に対する
市民フォーラム会派要望を市長へ提出

■府中市は、「まちの環境美化条例」についての周知をはかる
ために、9月21日付にて発行の「広報ふちゅう」にて、早速、
「まちの環境美化条例」の内容を掲載していただいた。


