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○午前１０時００分開会 

○本多委員長  ただいまより、予算特別委員会を開きます。 

 それでは、第５号議案、平成２９年度品川区一般会計予算、および第９号議案、平成２９年度災害復

旧特別会計予算を一括議題に供します。 

 本日の審査項目は、一般会計予算の歳出、第２款総務費、および災害復旧特別会計予算の歳入・歳出

でございますので、ご了承願います。 

 それでは、これより本日予定の審査項目を一括して説明願います。 

○秋山財政課長  １６０ページでございます。２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費

は、８０億７,２５１万８,０００円で、対前年８.７％の減。右側にまいりまして５行目、基金積立金

は運用利子によるもの。４行下、情報システム運営費では、住民情報システム運営費では、番号制度対

応経費と住民票等コンビニ交付対応経費はシステム改修の減。３行下、事務管理システム運営費で

は、１６３ページにまいりまして３行目、シンクライアント端末購入費と、障害者対応支援機器購入費

は新規計上。ネットワーク・セキュリティ経費では、東京都セキュリティクラウド対応費と指紋静脈認

証機器購入費が新規計上。その下、しながわＷｉ－Ｆｉスポット事業では、庁舎、地域センター等に整

備いたします。私立学校関係費は、３行下、私立幼稚園関係費では、４行下、私立幼稚園保護者補助金

の対象者の拡大をいたします。 

 １６５ページにまいりまして、８行目、大学との協働の推進では、しながわ大学連携推進協議会を設

立いたします。４行下、国際交流推進事業、国際友好都市交流事業では、市民交流事業費ではポートラ

ンドおよびジュネーヴへの青少年ホームステイ派遣による増であります。 

 １６７ページにまいりまして、３行目、しながわ平和の花壇事業は、カンナの花壇を五反田文化セン

ター・中学校５校に整備いたします。人権啓発費では、男女共同参画行動計画推進会議費は、その下、

第５次行動計画等策定準備経費が新規計上。３行下、男女共同参画センター運営費では、非構造部材耐

震化工事費は照明器具や設備機器の落下防止対策で、これ以降の各款別の各施設で工事費を計上してお

ります。 

 １６９ページにまいりまして、５行目、人事給与関係事務費では、その下、職員証更新費は、１０年

経過で更新をするもの。システム改修費は人事制度見直しに伴うシステム改修で新規計上。一番下、奨

学金管理システム改修、保守委託も新規計上でございます。 

 １７１ページをお願いします。中ほど、坂井市交流ツアーは、坂井市民と区民の交流のバスツアー、

その下、しながわ発見出会い事業は、若者世代を対象とした仲間づくりと出会いの場の提供を行うもの

で新規計上。 

 １７２ページにまいりまして、２目広報広聴費は４億５,９９８万１,０００円で、対前年２６.５％

の増。主な増減は、右側にまいりまして２行目、広報紙発行経費は、３行下、多言語電子配信が新規計

上。６行下、区勢概要は隔年発行であります。６行下、ホームページ等経費には、その下、ホームペー

ジ作成用システム更新経費を計上しております。 

 １７５ページにまいりまして、中ほど、品川音頭リニューアル経費は、歌詞に「八潮」を入れ、リ

ニューアルを行うもの。５行下、シティプロモーション推進経費では、その下、全国シティプロモー

ションサミットを１０月に開催、全国に発信いたします。５行下、しながわ百景普及経費は、しながわ

百景をコンテンツとしたアプリを作成しＰＲするもの。２行下、デジタルサイネージシステム構築経費
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は新規計上であります。 

 １７６ページにまいりまして、３目財政管理費は７９４万１,０００円で、対前年１.３％の増。 

 ４目会計管理費は５,８３３万６,０００円で、対前年６０.３％の増。主な増減は、右側にまいりま

して２行目、会計事務費は、その下、平成３０年度より新公会計の導入の経費であります。その下、会

計業務委託準備経費は、平成３０年度からの委託化に向けた人材派遣の経費であります。 

 １７８ページにまいりまして、５目財産管理費は２億７,１３７万３,０００円で、対前年３０.７％

の減。主な要因は、右側にまいりまして中ほど、区施設営繕事務費では、高濃度ＰＣＢ廃棄物処理完了

のための皆減であります。 

 左にまいりまして、６目企画調整費は５,９２８万４,０００円で、対前年１４.６％の減。 

 以上によりまして、総務管理費の計は８９億２,９４３万３,０００円で、対前年８.０％の減であり

ます。 

 １８０ページにまいりまして、２項地域振興費、１目地域活動費は１５億３,９３３万６,０００円で、

対前年８.２％の増。主な増減は、右側にまいりまして３行目、地域振興事業では、７行下、品川区町

会連合会助成は、２行下の、自治会活動賠償責任保険加入助成充実による増。６行下、活動拠点賃借料

補助は、会館を持たない町会・自治会への支援で新規計上。 

 １８３ページをお願いいたします。中ほど少し下、少年少女スポーツ普及事業では、４行下、ジュニ

ア二極化解消事業は、親子スポーツ教室、スポーツ体験教室などを行うもの。一番下、子ども・若者育

成支援事業は、子ども・若者計画を策定するもの。 

 １８５ページにまいりまして、中ほど、自動通話録音機器購入は、高齢の希望者に配布するもの。３

行下、近隣セキュリティシステム運営経費では、４行下、システム更新経費を計上しております。 

 １８７ページ、２行目、歩行喫煙防止推進経費では、その下、歩行喫煙防止指導員は、専従指導員

を３名配置するもので新規計上。その下、巡回指導等委託では、シルバー人材センター指導員等を増員

いたします。 

 左側に戻りまして、２目文化スポーツ振興費は８億２,８４２万５,０００円で、対前年４.０％の増。

主な要因は、右側にまいりまして４行目、文化芸術・スポーツ活動支援事業は、２行下、品川薪能は９

月開催を予定しているものであります。 

 １８９ページにまいりまして、６行目、地域スポーツ等推進経費は、地域スポーツ支援では、日本体

育大学と連携した、しながわ体操の普及啓発。下から５行目、オリンピック・パラリンピック開催周知

事業では、スポーツフェスタ（１０００日前イベント）開催と、ブラインドサッカー国際大会等公式戦

開催が新規計上であります。 

 １９１ページにまいりまして、１行目、車椅子バスケットボール国際交流イベント実施と、ホスピタ

リティハウス誘致調査も新規計上。 

 左側に戻りまして、３目区民施設費は、４４億８,９１０万５,０００円で、対前年４３.１％の増。

主な要因は、右側にまいりまして１行目、総合区民会館運営費では、２行下、エレベーター改修等工事

は、きゅりあん部分の改修。４行下、コミュニティ施設経費では、１９３ページにまいりまして、５行

目、荏原第四地域センター大規模改修経費を計上しております。中ほど、こみゅにてぃぷらざ八潮運営

費では、５行下、高圧ケーブル更新等工事を行います。 

 １９５ページにまいりまして、中ほど、歴史館経費では、その下、特別展示等経費 特別展「大崎・

五反田－徳川幕府直轄領の村々－」を予定しております。その下、運動施設費は、一番下、戸越体育館
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アリーナ床改修等設計委託は、平成３０年工事のための設計であります。 

 １９７ページ、７行目、区民保養所経費は、品川荘・光林荘改修工事による増であります。 

 左ページに戻りまして、４目防災対策費は６億４,４３９万４,０００円で、対前年４０.７％の増。 

 １９９ページにまいりまして、防災体制整備費では、７行目、被災者生活再建支援システムは新規計

上であります。中ほど、防災行政無線管理費では、３行下、防災行政無線設備更新費も新規計上であり

ます。 

 ２０１ページにまいりまして、４行目、備蓄品購入は入替えに伴う増。下から７行目、防災区民組織

育成費では、一番下、防災資器材整備助成金は、各防災区民組織の資器材整備に助成するもので新規計

上であります。 

 ２０３ページにまいりまして、下から３行目、木造住宅減災対策経費では、感震ブレーカー設置補助

は対象拡大の増であります。 

 以上によりまして、地域振興費の計を７５億１２６万円とするもので、対前年２９.０％の増であり

ます。 

 ２０４ページにまいりまして、３項徴税費、１目税務総務費は８億１,０８０万９,０００円で、対前

年２.２％の減。 

 ２目賦課徴収費は２億２,１３６万８,０００円で、対前年１０.１％の増。 

 右側にまいりまして、特別区税賦課徴収事務費は、５行下、ご当地ナンバープレート導入経費は新規

計上。４行下、クレジットカード、ペイジー収納導入経費は納付方法の拡大を図るもの。 

 ２０６ページにまいりまして、以上によりまして、徴税費の計は１０億３,２１７万７,０００円で、

対前年０.２％の増であります。 

 ２０８ページにまいりまして、４項戸籍及び住民基本台帳費、１目戸籍事務費は、６億４,２５４

万２,０００円で、対前年２０.２％の増。右側にまいりまして、３行目、戸籍事務費では、４行下、

データ入力、郵送請求等業務委託は、戸籍および住民基本台帳事務の一部事務を一括委託することに伴

う増。その２行下、戸籍住民課レイアウト変更経費は、組織改正に伴う戸籍住民課事務室のレイアウト

変更経費であります。 

 ２目住民基本台帳費は１億５,０４５万６,０００円で、対前年５７.２％の減。右側にまいりまして、

住民基本台帳関係費は、４行下、システム保守等委託は、郵送請求業務等の一部委託を一括委託化する

ことに伴う減であります。 

 ２１１ページにまいりまして、５行目、行政サービスコーナー経費では、２行下、証明交付等業務委

託は新たに交付等の定型業務を委託化するものであります。非常勤職員経費は皆減であります。その下、

目黒サービスコーナー開設経費は、平成３０年４月開設に向けた準備経費であります。 

 左側に戻りまして、以上によりまして、戸籍及び住民基本台帳費は７億９,２９９万８,０００円で、

対前年１０.５％の減であります。 

 ２１２ページにまいりまして、５項選挙費、１目選挙管理委員会費は７,８５７万１,０００円で、対

前年３.８％の増。 

 ２目選挙啓発費は５３９万２,０００円で、対前年１６.６％の減。 

 ３目都議会議員選挙費は１億４,４９８万６,０００円で、皆増であります。右側にまいりまして、３

行目、投票事務費では、期日前投票所をアトレ大井町に開設いたします。 

 ２１４ページにまいりまして、以上によりまして、選挙費の計は２億２,８９４万９,０００円で、対



－8－ 

前年４.９％の減であります。 

 ２１６ページにまいりまして、６項統計調査費、１目統計調査総務費は５,７０５万４,０００円で、

対前年４０.６％の減。 

 ２目基幹統計費は７７０万１,０００円で、対前年６９％の減。経済センサス活動調査完了による皆

減であります。 

 以上によりまして、統計調査費は６,４７５万５,０００円で、対前年４６.４％の減であります。 

 ２１８ページにまいりまして、７項監査委員費、１目監査委員費は８,１１５万５,０００円で、対前

年１.５％の増であります。 

 一般会計総務費は以上であります。 

 次に、災害復旧特別会計に移ります。３５ページをお願いいたします。 

 災害復旧特別会計は、第１条で、歳入歳出予算それぞれ１５億円とするもので、第１表によるもので

す。 

 ３６ページをお願いいたします。第１表歳入は、１款繰入金は１５億円で、歳入合計は１５億円とす

るもの。歳出は、１款災害復旧費は１５億円で、歳出合計を１５億円とするものです。内容につきまし

ては事項別明細書で説明させていただきますので、５８４ページをお願いいたします。 

 ５８４ページ、歳入は、１款繰入金、１項基金繰入金は１５億円で皆増であります。 

 ５８８ページにまいりまして、歳出は、１款災害復旧費、１項災害復旧費は１５億円で皆増でありま

す。右側に移りまして、災害救助事業費では、避難所開設、運営費は、備蓄物資配布後に必要となる物

資や、運営に必要な備品等の購入経費。輸送費は、避難所への物資等の輸送費。被災状況調査費は、発

災後の被災情報収集や応急危険度判定に必要な経費。災害復旧事業費では、被災家屋解体撤去費は、輸

送避難経路確保のための障害物や倒壊家屋の撤去費用。公共施設災害復旧費は、早期の庁舎等の機能維

持のため、ライフライン等の復旧を実施するもの。災害廃棄物処理費は、撤去したがれき等の処分を行

うものを計上しております。 

 以上によりまして、災害復旧費の計は１５億円で、皆増であります。 

 以上で、災害復旧特別会計の説明を終わります。 

○本多委員長  以上で、本日の審査項目の説明が全て終わりました。 

 質疑に入ります前に、今現在２９名の方の通告をいただいております。 

 これより質疑に入ります。 

 ご発言願います。高橋伸明委員。 

○高橋（伸）委員  まず質問に入る前に、明後日、３月１１日、東日本大震災６年を迎えます。東日

本を襲った大地震、津波により、多くの尊い命が失われました。犠牲となられた方々とご家族、ご遺族

の皆様にお悔やみを申し上げ、質問に入らせていただきます。 

 １９９ページ、防災行政無線管理費の防災行政無線設備更新費、２０３ページ、木造住宅減災対策経

費の感震ブレーカー、１８７ページ、歩行喫煙防止についてご質問させていただきます。 

 まず初めに２つ、お伺いしたい質問を先にさせていただきたいと思います。防災行政無線設備更新費

ということで、これは、デジタル化に向けて、平成２９年度から５年かけてデジタルに運用するという

ことですけれども、そのことについての内容、事業目的を教えてください。それと、感震ブレーカーな

のですけれども、感震ブレーカーも昨年度は１１０件と出ていて、これから平成２９年度は２２０件に

拡大するということで、どういう経緯で拡大するのかということも、まずお知らせいただきたいと思い
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ます。 

○古巻防災課長  ただいまの委員のご質問にお答えさせていただきたいと思います。 

 まず、防災行政無線の更新でございますけれども、防災行政無線は、設置後、既にもう３０年以上が

経過しておりまして、そういった設備の老朽化への対応というのが急がれているところでございます。

まず第１に、そういった老朽化への対応。それから、無線設備規則は、法の改正によりまして、現在の

設備では法への対応が不十分であるという点で、そちらへの対応が必要になる。それに伴いまして、

近、機器がデジタル化しておりますので、デジタル化の対応をしていくということが一番大きい目的に

なります。それにあわせまして、聞きにくいというようなお声もいただいておりますので、そういった

聞きにくい地域の解消をなるべく図っていこうということで、更新するということで、現在、計画を進

めているところでございます。 

 それから２点目、感震ブレーカーの設置助成でございますが、こちらは、阪神・淡路大震災、東日本

大震災におきまして、電気火災が多く発生したということを踏まえまして、電気火災を防ぐために木密

地域を中心に改善が必要だということで設置助成を行っておりますが、今年度、１１０件ということで

助成いたしておりますけれども、木造の戸建ての住宅を設置助成の対象としておりましたが、来年度に

つきましては、戸建てだけではなくて集合住宅も含めて木造の住宅、全般的に設置助成を拡大していく

ということで、２１０件に拡大させていただいたものでございます。 

○高橋（伸）委員  これはデジタル化にということで、平成２９年度は防災センターの親局を更新し

て、それから平成２９年度は子局１０局をやるということです。この１０局、区内それぞれ、私の地域

も聞きづらいところもあるのですけれども、わかる範囲で、子局１０局、どの周辺、区内全般、広域に

向けて重点的にやるのか、あるいは１つのある地域に限定してやるのかということを教えてください。 

 それと、感震ブレーカーなのですけれども、ありがとうございました。感震ブレーカーは、関連しま

して防災体験館が１年が経過して、来館者が１万人来られたということで、多くの区民の方、あるいは

区外の方からも、多くの方が足を運んだという中で、これはあと町会と自治会に対していろいろ啓発活

動もやっていると思うのですけれども、実際の避難訓練は、当然、地域ごとにやっていますけれども、

やはり感震ブレーカーなどを見ていただくというためにも、ぜひ町会・自治会に対して、またこれから

ももっと強力にというか、啓発活動をやっていただきたいと思っておりますけれども、その辺、啓発活

動に対してどのようにお考えなのかもお聞かせください。 

○古巻防災課長  まず、防災行政無線更新、子局の更新の関係でございますけれども、現在、今年度

の予算で、区内の防災行政無線、聞きづらい地域でありますとか子局の位置、それから製品等の検証を

行っているところです。それで、具体的に子局がどこということは、今現在、検討中でございますけれ

ども、考え方といたしましては、どこか１カ所というか、まとまった地域をというよりは、区内全域を

見据えまして、なるべく聞きにくいところをピックアップして、そういったところを中心に更新してい

きたいと考えております。 

 それから、感震ブレーカーでございますけれども、現在、防災体験館におきまして、簡易型の展示、

それから分電盤タイプのデモ機を設置しております。デモ機に関しましては、各地区の総合防災訓練な

どで持ち出しをいたしましてデモを行っておるほかに、チラシ等を町会・自治会に配布、それから各地

域のまちづくり協議会におきましても啓発を進めているところでございます。今後も普及啓発に関しま

しては強力に進めていきたいと考えております。 

○高橋（伸）委員  これは本当に、デジタル化が平成３３年度までに全部終わるということで、いつ
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来てもおかしくない有事に向けて、当然、自助の部分も大切なのですけれども、公助も含めて、ぜひ構

築をよろしくお願いしたいと思います。 

 続きまして、１８７ページ、歩行喫煙防止についてお伺いさせていただきます。路面喫煙防止、喫煙

の禁止の強化ということで、これから強化していくということなのですけれども、改めてこの取り組み、

今、増援をしていくということで、どのように広報啓発をやっていくのかお知らせください。よろしく

お願いします。 

○濵田生活安全担当課長  歩行喫煙防止、現在、月１回、生活安全サポート隊が一斉に取り締まりを

行っているところですが、これを来年度から毎月１６日間、３名体制で路上喫煙の禁止地区の取り締ま

りを行っていきます。 

○高橋（伸）委員  私も愛煙家であれなのですけれども、これは関連して歳入の話で、過料が１

万５,０００円だったのですけれども、１万５,０００円という数字は、数人の方に対して、ひどい、マ

ナーが悪いから過料を取ったということで認識していいと思うのですけれども、その辺で、過料のこと

で、本当にずっと、何というのですか、たちの悪い人に対して過料をやっているということの認識でよ

ろしいのでしょうか。 

○濵田生活安全担当課長  過料の徴収方法ですが、先ほどもご説明いたしましたが、路上禁止地区で

一斉に、１カ月に１回取り締まっています。その路上地区において、いわゆるサポート隊が喫煙を現認

した場合に取ります。ですので、それでなおかつ喫煙地区内で条例を知っていたかどうかということで、

知っていたということであれば、もうその場で、１回であっても徴収しております。その件数が、昨年

度は１年に１７回です。 

○高橋（伸）委員  これから喫煙マナーアップというのは本当に重要だと思うので、これから広報啓

発を十分にまたやっていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○本多委員長  次に、つる委員。 

○つる委員  １７３ページ、ホームページ等経費、１７５ページ、品川音頭リニューアル経

費、２０９ページ、戸籍事務費などについて伺っていきたいと思います。 

 まずホームページ等経費の中で、車椅子利用者向け動画の道案内、いわゆるバリアフリー動画の拡充

についてお聞きしたいと思います。２０１５年３月３１日、２０１４年度から、ホームページで掲載し

ていただいております。まず、そのアクセス数ですとか再生回数についてお知らせください。 

○中元広報広聴課長  車椅子利用者向けの道案内動画の再生回数でございますが、現在、３ルート設

定してございまして、それぞれ大井町駅からのルートでございますが、３ルート合わせまし

て２,６４５回の再生回数でございます。 

○つる委員  ２,６４５回ということで確認させていただきました。 

 次に、２,６４５回というのが、この間、２年の中で多いか少ないかというところもあろうかと思い

ますが、その辺の検証というのはする必要もないかと思うのですけれども、その上で、そのページにい

くまでに何ページ、ページをめくらないといけないか教えてください。 

○中元広報広聴課長  ２ページとなります。 

○つる委員  私がページをめくると５ページだと思うのですけれど。ざっくり言うと、トップページ

がまずあって、施設案内、区役所・地域センター、品川区役所、区役所本庁舎などから次に「大井町駅

から品川区役所までの道案内」となるのです。それで、車椅子利用者向け動画の道案内。これが５ペー

ジなので、動画再生に至るまで、あともう一ページという形になるのです。結構、潜って潜ってという
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か、めくって、めくって、初めてここにあるのだという見せ方なのです。上のほうに順番が出ますよね。

ページのログというのでしょうか。そういう意味では、せっかくいい取組みなのだけれども、そこに至

るところ、ホームページ上でバリアがあってはよろしくないのではないかというところで、やはりアク

セシビリティーをしっかりと上げていくというところでは、今後、２０２０の東京オリンピック・パラ

リンピック大会などを含めて、思い切ってホームページのトップページに持ってくるような配置など、

そうした考え方もあるのではないかと思うのですが、まさに、おもてなしという観点も含めて改善を求

めたいと思いますが、お考えをお知らせください。 

○中元広報広聴課長  私がご案内した入り方というのは、実はトップページの右上に「地図」という

ところがございまして、それをクリックしていただくと、その次に「大井町駅から品川区役所までの道

案内」というのがございまして、それだと 短なのですが、ただ、確かにそのこともわかりづらいかと

いうところは認めさせていただきます。また今後、トップページのほうで工夫をしていければと思って

ございます。 

○つる委員  調べる方がどこから入っていくかによって、課長がおっしゃっていただいたように２回

とか、四角四面にやっていくと、私がやったみたいに５回プラス１回などという形になろうかと思うの

ですが、やはり一発でそのページにいくということが大事なのではないか。先ほど言った、おもてなし

という部分でも、しっかりと対応していただきたいと思います。 

 また、今、さまざまな形でバリアフリーというのが、取り組みが行われています。国際的にも行われ

ているし、東京も先進都市を目指すのだということでやっているわけですが、しかし国際比較で見てい

くと、私も今、Ｇｏｏｇｌｅインパクトチャレンジでグランプリを取った方というのは、いろんな国に

行って、段差の調査など、いろいろやっているのですけれども、結果、帰ってくると、日本が一番、バ

リアフリーということが進んでいるということなのです。そういう意味では、品川区内も一生懸命、今

やられているわけですが、ただ１点言えることは、ハード面では一つ一つバリアフリーになっているの

だけれども、点と点がしっかり結ばれていないという課題が逆に言うとあるということで、もう一歩、

先を進めるというところでは、そうした充実したバリアフリーのところをしっかりと結びつけていくと

いう動線の確保がやはり重要なのかというところで、アクセス権をしっかりと保証していく、それを拡

充させていくということが、品川区にとっても必要なのかという視点で、今は、冒頭お答えいただいた

ように、大井町駅からの３ルートということですが、提供する施設ないし動線の拡充も必要かと思いま

すけれども、この辺のお考えをお知らせください。 

○中元広報広聴課長  今後につきましては、地域におけるバリアフリー化の動きとの整合性も必要か

と思ってございますので、その辺のところで、車椅子の方が通れるルートというものが、ハード的なも

のが整っているところの進展状況を注視しつつ、ニーズに応じまして対応してまいりたいと考えており

ます。 

○つる委員  いろいろ調べた中では、車椅子利用者だけではなく、あとは例えばベビーカーを使って

いる方とか、そうした方も含めると、大体そうしたものが必要になってくる方々というのは４,０００

万人ぐらいいるという、実際にご自身も障害を持ちながら、こうしたさまざまな、オリンピック・パラ

リンピックの国の審議委員会などに参加されている方のご意見としてあったわけです。そういう部分で

は、車椅子利用者・障害者だけではなくて子育て家庭の方々にも資するものということでは、品川区の

そうした施策の充実が、幅広くいろんな方々に恩恵をめぐらせていくという部分では、より一層の充実

が必要かと思っておりますので、ぜひ今後ともお願いしたいと思います。 
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 次にいきたいと思います。品川音頭リニューアル経費であります。これは、総務委員会において陳情

が出て、先ほど説明の中であった「八潮」という名称を入れるということで、全会一致で採択されたも

のでありますけれども、まずそもそも品川音頭の由来を教えてください。 

○中元広報広聴課長  品川音頭の由来でございますが、昭和５３年に品川音頭がつくられてございま

して、その歌詞は公募されているところでございます。公募の中から区民の方の歌詞が選ばれまして、

そちらを、プロの石本美由起先生が補作詞を行われ、また名誉区民である服部良一さんが作曲して、で

き上がったものでございます。こちらの狙いとしましては、都市化により地域の連帯感が薄れてきてい

る当時の現状を踏まえまして、区民として心と心の触れ合いやふるさとを呼び戻し、住民同士の連帯の

輪を一層広げ、区民の郷土愛を育てることにあったというものでございます。 

○つる委員  今、課長にご答弁いただいた後半の部分は非常に大事かと思っております。歳入のとこ

ろの質疑でも、シティプロモーションとか、そういった観点の質問の中で、品川区の誇りだとか郷土愛、

愛着だとかを、しっかりと醸成させていく必要性もあるというご答弁がありましたけれど、２００８年

の本会議での区長のご答弁の中でも、やはり品川音頭については、「疎遠になりかけた人と人とのきず

なを再構築して、自分のまちを愛する気持ちを区民みんなで再確認し合うためのものと考えています」

ということでご答弁されていて、品川音頭は本当に長く親しまれているものであります。 

 私自身も、品川音頭のイントロを聞くと、ぱっとすぐ西大井広場が出てきて、当時、ほとんど過ごす

ことのなかった父親と一緒に、本当にぱっと湧いてくるのです。そのぐらい、私自身も、ずっと生まれ

育った区民としても、ノスタルジーを感じる一つになっているわけでありますが、今回「八潮」を加え

てということで、今後、新しいもので進められていくと思うのですが、それに際して周知方法というの

はどのように考えていますでしょうか。 

○中元広報広聴課長  周知方法につきましては、まだこれからのところですので、現在、まだ陳情が

採択されたということですので、今後、区民の方への周知方法は、さまざまなＰＲを検討してまいりた

いと思います。 

○つる委員  品川音頭自体は皆さんが知っていて、今回の陳情のことも含めて、「八潮」とあったり、

いろんな形で広がっていくのかとは思うのですけれども、もちろん品川音頭自体、先ほど私が言ったよ

うに、区にノスタルジーを感じるもので大好きな曲ですので、そらんじられるぐらいですけれど、その

上で、やはり今回、イメージアップ運動経費という中に位置づけられていて、オリンピック・パラリン

ピック委員会でも文化プログラムの視点で提案したのですが、例えば新しくリニューアルするに当たっ

て、制定の４０周年は２０１８年９月１日だと思うのですが、今回、区制７０周年の周知事業が９月ぐ

らいまでにやるということが１つある中で、例えばリニューアルに合わせて、防災行政無線などを使っ

て品川音頭をどんと流して、区内一斉に、いろんな場所でいいと思うのです、オリンピックの委員会で

も申し上げましたが、３８万人の区民が一度に品川音頭を踊ってギネス認定してもらうとか、その踊っ

ている様子をドローンで撮影して、何かシティプロモーションだ、何だとか、文化プログラムでもやる

とか、そういうことも考えられるのかと思うのですが、改めてご答弁をお願いします。 

○中元広報広聴課長  初めに、すみません。先ほど採択と申しましたが、総務委員会での審議等のこ

とでございます。また、今の大変大きなイベントのご提案は参考とさせていただきまして、周知方法に

つきましても今後、検討させていただきたいと思います。また、考えているところでは、品川音頭の使

用に関しまして、著作権・許諾権等の整理をさせていただきまして、編曲等をして区民の方がもう少し、

使いやすくできるようなものを考えているところでございます。 
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○つる委員  ぜひ、品川音頭、学校などでもしっかりやられていたり、体育大会とか、そういったと

ころでもやっていますけれど、やはり１つの契機というのですか、これからの７０年とか、そういう意

味でも、八潮が今回加わるということでは、これは「八潮」の言葉で、一回、総務委員会でお聞きした

ときに、わかりませんということだったのですが、改めて総務課長に調べていただいて私も確認したら、

当時の資料を見ると、古語で出てくる「八潮路」や「八重潮路」というのでしょうか。その典雅な響き

と壮大さを秘めた言葉ということで、幅広く品川区が発展していくという、その願いを込めて「八潮」

と名づけられたということがありますから、やはり今回のことを契機として、品川区がより一層発展し

ていくということも含めて、区民でそれをしっかりと共有していくということも大事なのかと思います

ので、いろんな自治体では、いろんなダンスのプロモーション動画をやったりしています。 近の記事

では、愛知県南知多町が、それが１位だったなどとありましたけれど、私も久喜市のクッキーダンスな

どというのも見たりしまして、そういう踊りなどというのは１つ一体感をつくれるものもあるのかと思

いますので、先ほど 後のほうにちらっとおっしゃった編曲などということも考えているのであれば、

例えば少しダンサブルな感じの曲にしてもおもしろいのかと思いますし、その辺はいろいろ工夫かと思

いますけれども、いずれにしても品川音頭が区内一斉で行われるようなことも、ぜひ積極的な参考にし

ていただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 後、２０９ページ、戸籍事務費にいきたいと思います。日曜開庁窓口についてでありますが、平

成２７年度に、累計で２１万７,０００人を超えて、年間で９％から１０％増ということで、区民に

とっても本当に喜ばれている区民サービスの大きな一つであると私自身も思っています。そうした中で、

平成２４年７月の区民委員会、これは当時、１０万人を達成したというときの質疑でもあったのですが、

委員から、障害者福祉課の窓口についても欲しいのではないかという声もありましたということで、提

案だけだったのですけれども、そういうのがありました。その間、拡充されている部分もあるかと思う

のですが、改めて、来庁者の主な用途ですとか、あと私自身も区民相談などでいただくのが、やはり子

育てや介護に関する窓口も、手続ができる窓口を増やしてほしいということと、それから、あとは日中

やっている区民相談室とはまた別に、いわゆるさまざま各窓口にかかわる相談体制。手続だけではなく

て、どこまでの相談にしっかりと乗っていただけているのか。これは現状と、もしなければそういう相

談体制を検討していくことも必要かと思いますが、その辺のご見解をお知らせください。 

○提坂戸籍住民課長  日曜開庁につきましては、今、委員がおっしゃったとおり、平成２０年から開

始しております。それで、来庁者の方については、毎年平均１０％増ということで増加を続けておりま

す。現在、開始当初の約２倍のお客様が見えております。今、取り扱っている課ということで、戸籍住

民課、税務課、国保医療年金課、高齢者福祉課、子ども家庭支援課等での業務を、全部というわけでは

ありませんけれど、一部取り扱わせていただいております。 

 今後、戸籍住民課の組織改正も控えておりますけれども、その上で、どういったサービス、ワンス

トップサービスということもございますけれども、いかにして業務を広げていくことができるかという

ことで、ほかの課とも連携して検討してまいりたいと考えております。 

○本多委員長  相談体制の現状と検討について、いかがですか。 

○提坂戸籍住民課長  相談体制というのは、今ちょっと取り入れてございませんけれども、その辺に

ついても、どういう部分で相談の窓口を広げるかどうかということで、レイアウトですとか、ほかの課

の体制を含めて検討してまいりたい、研究してまいりたいと考えてございます。 

○つる委員  時間の関係で、ちょっと漠然とした聞き方だったのですが、いわゆる手続で、ここをど
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うする、どうしたらいいというのはやっていると思うのですけれども、いわゆる各所管にかかわる、今

やっていただいているところにかかわる相談ということで、今後、検討いただければということで、ま

た別の機会で質問したいと思います。 

○本多委員長  次に、中塚委員。 

○中塚委員  ２１１ページの大井町サービスコーナー業務委託を伺いたいと思います。 

 区民委員会で議論しましたが、部長より、今回の大井町・目黒だけでなく、庁舎３階の戸籍住民課本

課についても、実施できる方向ということになれば検討していきたいと答弁です。つまり、今回の計画

は、戸籍住民課全ての窓口業務委託に道を開く重大な問題です。まず、庁舎の証明発行について、実施

できる方向ということになれば検討ということですが、その実施の条件とは何なのか伺いたいと思いま

す。私は、住民票や戸籍や印鑑登録などの窓口業務について、やはり他人には知られたくない。名前や

住所や性別や家族関係や結婚や離婚や養子縁組や子どもの関係など、プライベートな情報は、相手が公

務員だと信頼するから、知られたくないという情報も、どきどきしながら、不安な気持ちを押さえてや

り過ごすと思います。しかし今回は、時給１,０００円で、繁忙期には２時間とか３時間の短時間勤務

の方となれば、やはり抵抗があると思います。プライバシーを知ることができる業務を、短時間パート

に、本人確認、手続、個人情報の保護を求めるとは、仕事の責任や役割に対して時給１,０００円とは、

これが適切だと思うのかどうか伺いたいと思います。 

○提坂戸籍住民課長  本年の４月１日から、大井町サービスコーナーについて、一部業務委託を導入

する予定でございます。既に簡易型総合評価方式によって業者を決定しているところでございますけれ

ども、ヒアリングの中で個人情報の取扱いについても聞き取りを行いまして、決定業者については、勤

務形態として、おそらく契約社員の方やパート社員の方など、いろいろいらっしゃると思うのですけれ

ど、当然、入社時に誓約書を書いていただいて、あと個人情報を保護するということでさまざまな研修

を受けていただいて、きっちり区民の方のプライバシーは守っていただくということで、それは区の職

員が行う場合でも民間委託業者が行う場合でも何ら変わることはないということで、安心して任せられ

ると考えてございます。 

○中塚委員  私が伺ったのは、庁舎の実施について、その実施の条件とは何かと伺いましたので、こ

の点も伺いたいと思います。 

 今、個人情報の取扱いについてご説明がありましたが、委員会でも、契約書の特記事項で、個人情報

の取扱いに違反した場合は損害賠償を適用すると答弁がありました。損害賠償と言いますが、流出した

情報を持つ本人に何を補償するのか、情報の流出をとめることができるのか、伺いたいと思います。先

ほども伺いましたが、こういった重要な仕事の待遇が時給１,０００円。繁忙期には２時間とか３時間

のシフト制。こうした責任に見合う待遇だと思うのかどうか、この点も伺いたいと思います。 

○提坂戸籍住民課長  庁舎における民間委託の導入についても、大井町サービスコーナーの民間委託

が実際にこれから始まるわけですけれど、運用状況を見きわめながら検討していきたいと考えておりま

すけれども、あくまでも実施条件ということで、窓口における受付事務、あと形式的なご本人確認とか、

そういうこと、それから疑義がなければ証明書の作成、入出力、あと手数料の徴収と書類の引き渡しと

いうことを、民間事業者の方にお願いすることを考えてございます。区の職員については、交付の決

定・不決定、それから審査、その辺をきっちり行うということと、疑義があった場合は民間事業者に指

揮命令することなく、直接、区の職員がお客様に聞き取りをやって、交付できるかできないかというこ

とを決定していく形となります。 
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 短時間勤務での民間事業者の方にできるかということですけれど、それは先ほど申し上げたとおり、

きっちりと個人情報とか、その辺を守っていただいてやっていただけるということで、確信してござい

ます。 

○中塚委員  私が伺ったのは、流出した情報を持つ本人に何を補償するのか、損害賠償と言っている

わけですから、この点を伺いたいと思います。それで、損害賠償で、情報が流出することをとめること

ができるのか、この点を質問しましたのでご答弁を伺いたいと思います。 

 私は、今回の個人情報、まさにプライバシーの問題について、あまりにも軽く見ていると思います。

区民委員会で、個人情報漏えいの場合、契約解除ができるのかと区に質問しましたが、即座に契約解除

できるとは言えないと答弁です。個人情報漏えいという重大事態であっても、なぜ契約解除ができない

のか、逆に言うとどういう事態であれば契約解除ができるのか、伺いたいと思います。 

○提坂戸籍住民課長  区と事業者の間で契約書を正式に取り交わすわけですけれども、その中の契約

条項の中で、契約を解除するということの規定が明記されておりまして、その第１５条の中で、「契約

の締結または履行に当たり不正な行為をしたとき」と明記されておりますので、その辺の個人情報の流

出が、不正な行為をしたことに該当するかどうかとか、そういうことを、万が一流出した場合、慎重に

審査して、その上で契約を解除するかどうかということで決定することになるかと思います。 

○中塚委員  質問とちょっと違うのですけれども、先ほども伺ったことについてですが、本人の情報

が流出した場合は何を補償するのか、情報の流出をとめることができるのか、この点を伺いましたので、

ご答弁を伺いたいと思います。 

 区は、導入の理由に、繁忙期でもお客様をお待たせしないと、サービスの向上を説明しますが、現在

は区の職員が行うワンストップサービスです。今度は委託会社と区の職員に分ける２段階のサービスへ

の変更ですから、特に仕事が忙しくなる土曜日の繁忙期には、逆に区民に手間と時間をとらせることに

なると思います。慌てると、煩雑になり、ミスも起きやすい。忙しいからと、区の職員が委託業者の仕

事を手伝うと、偽装請負の問題にもなります。大井町サービスコーナーはとても狭いのですから、委託

業者の人数にも限界があります。契約書や仕様書にある個人情報の保護の約束と先ほども言いますが、

業務委託という仕組みでは徹底できないことは、ひろまち保育園のケースでも明らかだと思います。し

かも、情報流出した重大事態であっても直ちに契約解除ができない。これでどうしてサービスの向上に

なるのか、この点を伺いたいと思います。また、委員会では、他の区の事例も参考にしているとご答弁

がありましたが、具体的にどこの自治体の業務委託を参考にしているのか、この点も伺いたいと思いま

す。 

○提坂戸籍住民課長  情報流出というのはあってはならないことでございますけれど、万が一、情報

流出があった場合に、事業者の中の業務責任者と区側のほうで連携をとって、即座に、被害に遭われた

ご本人の方と連絡をとって、被害を 小限に食いとめるように努めなければいけないことだと存じます。 

 他区の自治体ですけれども、大田区ですとか渋谷区、あとその他、何区かの事例を参考にしてござい

ます。 

○中塚委員  一度漏えいした情報を、一度流れるととめることができないというのが、今の社会の実

態だと思います。サービス向上と言いますが、窓口業務について、実は一番多い対応というのは、どう

いった書類が必要かわからないけれども、書類が必要なのでとりに来ましたと、こうした業務が多いと

いうことを伺いました。区も日々の業務の中で実感していると思いますが、どういった書類が必要かど

うかわからないが、書類が必要だと言われたのでとりに来ましたというケースについて、現在ではどの
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ように対応しているのか伺いたいと思います。そして、今回の業務委託だと、こうしたケースは誰が対

応するのか伺いたいと思います。 

○提坂戸籍住民課長  お客様が、何が必要なのかわからないということで来られた場合には、まずど

ういうところにご提出するのか、何のための手続なのかということを、よく聞き取りを行った上で、こ

ういう書類が必要だということで判断させていただいて、申請していただきます。サービスコーナーの

場合でも、まずその辺の聞き取りについては、審査とか、そういう類いのものではございませんので、

一時的には事業者の方に行っていただいて、その辺で判断に苦しむ場合は、区の職員のほうに引き継い

でもらって、区の職員がよく聞き取りを行って、その上で次の工程に回します。 

○中塚委員  聞くほど、どこがサービスの向上なのかと思うのですけれども、実際の窓口の状況を伺

うと、実際に多い相談は、例えばお年寄りが病院から申請に必要だと言われたけれども、何のことかわ

からないのだけれども何なのですかという相談や、具体的にパスポートを取りたいのだが書類は何かと

か、相続の関係で書類を持ってこいと言われたが何が必要なのかとか、こうした対応です。現在の窓口

は、職員が、これまでの仕事の経験も踏まえて丁寧に対応していると思います。若い職員もベテランの

職員に相談して、指示を受けて対応していると思います。窓口業務では、申請者が何を求めているかわ

からないときに、区職員にアドバイスを受けたり指示を仰ぐことができません。そのまま区の職員に業

務を引き継ぐという形で、申請者から見れば担当者の変更です。忙しいときほど、現在のワンストップ

サービスから担当者がかわる業務委託とは、かえって区民に手間と時間を与えるだけではないでしょう

か、伺いたいと思います。 

○提坂戸籍住民課長  窓口サービスで求められるのは迅速性と正確性ですけれど、まずは正確性を担

保した上で迅速性を確保したいと思います。それで、お客様を、より少しでも待たせないような形で、

事業者のほうも工夫してもらいたいと思いますし、区のほうでも、どうすれば迅速性、かつ正確性を担

保してサービスが提供できるかということを検討しまして、実行してまいりたいと考えております。 

○中塚委員  迅速性と正確性と言いますが、実際に日本コンベンションサービス株式会社の広告を見

ると、委員会でも紹介しましたが、時給１,０００円で、初心者マークがついていて、接客が得意な方、

こういう広告なのです。こうした方々の仕事の役割や任務を思うと、あまりにも業務の中身が重過ぎる

と私は思います。サービス向上と言いますが、現在は申請者が何を求めているのか、ここ、区には、例

えば高齢者福祉課だったり障害者福祉課だったり地域センターだったり、さまざまな業務の中で積み重

ねた経験があるからこそ、現在の窓口でも、若い方はベテランの方とのチームワークの中で、この方は

何が必要なのか一緒に探すことができると思います。こうした仕事を、時給１,０００円、繁忙期に

は２時間、３時間の短期の仕事にサービスの向上を求めるとは、仕事の責任と待遇が合わないと思いま

す。私は、サービスコーナーは小さな区役所だと思います。契約書や仕様書の中に、こうした業務も窓

口での対応を行うことが明記されているのでしょうか、伺いたいと思います。 

○提坂戸籍住民課長  大井町サービスコーナーの中で、民間事業者に仕事を任せるということで、入

社前に事業者のほうできっちりと研修を行っていただいて、基本的な区での仕事はどういうことがある

かなどということについても学んでいただいて、その上で窓口に配置していただく形になります。それ

以外に個人情報の保護についても、きっちりと、禁止事項など、その辺を周知して、窓口に臨んでいた

だきたいと思います。それともう一点。 

○中塚委員  そういった業務が契約書や仕様書に明記されているのかということです。 

○提坂戸籍住民課長  契約書の中に仕様は記載されておりまして、その後、細かいもの、契約書に盛
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り込まれないものについては、細かい業務水準書とか、その辺をつくって、その辺は区と事業者の間で

取り交わす予定でございます。 

○中塚委員  研修とおっしゃいますが、そんな簡単な仕事の内容ではないと私は思います。例えば住

民票であっても、委任状が必要な場合があります。多いケースとしては、奥さんが旦那さんの住民票を

とりに来る。親が子どもの住民票をとりに来る。こうした場合は、同一世帯でない場合は委任状が必要

ですが、同一世帯かどうかの確認は、パソコンの画面で見る委託業者の役割です。土曜日など繁忙期に

ここでミスが起きると、区の職員が交付をする際の審査は、委託会社から申請書と印刷された住民票を

照合するだけの審査のみで、本人確認もしません。パソコンでの画面の照合もありません。結局、個人

情報の流出、重大なミスにつながります。つまりは、個人情報を守るのは委託業者の手にかかっている

というこの仕組みで、なぜ守ることができるのか。また、これが徹底できないことは、ひろまち保育園

の例でも明らかだと思います。これはやはり中止すべきだと思いますが、いかがでしょうか。 

○提坂戸籍住民課長  大井町サービスコーナーで業務を行うのは、届け出事務は一切行っておりませ

んで、証明発行業務のみです。あと、本庁舎において今後委託を予定しているのも、証明発行業務だけ

に限定させていただく予定です。それで、基本的な事項は十分に事業者のほうで判断できると……。

〔時間切れにより答弁なし〕 

○本多委員長  次に、松永委員。 

○松永委員  私からは、１６３ページのしながわＷｉ－Ｆｉスポット事業について、１８１ページの

町会・自治会館建設等補助、活動拠点賃借料補助、耐震診断・耐震補強設計補助、耐震改修補助につい

て、１８７ページの歩行喫煙防止指導員、巡回指導等委託について、かぶらないように質問させていた

だきます。 

 まず、１６３ページのしながわＷｉ－Ｆｉスポット事業についてでございますが、品川区には多くの

方が訪れて、また東京２０２０大会も控えており、Ｗｉ－Ｆｉスポットを利用する方が増えてくると考

えられます。前年度予算では、大井町駅・大崎駅周辺で、１回利用につき６０分間無料で利用でき、ま

た６０分過ぎても、もう一度接続すれば可能ということでした。こうしたことから、前年度予算で

は１,５３５万１,０００円で、本年度予算では９,７８９万円と、約６倍と増額になっておりますが、

この設置される予定場所について伺いたいと思います。また、１カ所、取りつけにかかる費用について、

およそどのぐらいかかるのかもお願いします。 

○仁平情報推進課長  Ｗｉ－Ｆｉのお尋ねでございます。まず来年度、平成２９年度の整備予定箇所

でございますけれども、まず総合庁舎、第二庁舎、それと議会棟、それと中小企業センター、それと中

央公園が拡張されましたので、そちら向けのサービスも行います。それと１３地域センターの集会施設、

それとデジタルサイネージの関係がありまして、スクエア荏原、総合体育館、その他、五反田駅、目黒

駅、武蔵小山駅、西小山駅、旗の台駅ということで、２０施設、５駅を整備予定としているものでござ

います。 

 整備の金額なのですが、今回、庁舎もやる関係で、１カ所あたり幾らというのは難しいのですが、ま

ず、例えば総合庁舎ですと、３棟合わせて３,０００万円程度かかるかと思いますし、今回、駅のほう

は公衆電話ボックスを利用していきたいと思っておりますので、こちらのほうですと、場所によって違

いますが、整備費に約１５０万円程度かかるかという内容になっております。 

○松永委員  庁舎内や中小企業センター、公園等、駅もありました。１カ所当たり、値段も大

体１５０万円ぐらいかとは思うのですけれども、その箇所にあたって、スポットが、例えば範囲という
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のか、以前、我が会派からもあったと思うのですけれども、大井町駅で接続しづらかったなどあったの

ですが、そういったところの改善や原因等がもしわかりましたら教えていただきたいと思います。また、

スポットに関して、ここはＷｉ－Ｆｉスポットだというようなステッカーや看板というのは、私もどこ

にあるのかあまりよくわからなかったのですけれども、それについてどういったところに設置されてい

るのか、１カ所のスポット当たり、ステッカーを何枚張っているのかというのを、もしわかれば教えて

ください。 

○仁平情報推進課長  まず、スポット当たりの電波の届く範囲ということでございますけれども、こ

れが、屋外ですと約７０メートル程度ということで、７０メートル先は電波が弱くなります。次にビル

内ですと、例えば本庁舎にフリーＷｉ－Ｆｉを入れたとしますと、片側ずつでおそらくアンテナ２カ所

ぐらいを整備しないと電波が弱くなってしまうかと思っております。 

 それと、以前、接続しづらいというお話をいただいておりまして、通信事業者のほうに確認したので

すけれども、まず利用者数的には、今のアンテナの状況でカバーできているというお話でございます。

ただ、大井町の話ですけれども、西側と東側で、東側のほうなのですが、こちらのきゅりあんの７階の

テラスから斜め下に電波を流している関係で、壁沿い直下は電波が弱くなってしまいます。そういう関

係がありますのと、サービス上、２つの周波数を出しているのですが、そちらのほうで、ほかの、おそ

らく店舗だと思うのですけれども、同じような、同類の電波が流れておりまして、干渉を受けていると

いうことで、どうしてもつかみづらいというところがありますので、ビル内などに入ってしまうと届き

にくいかと思っております。 

 それと、３点目のステッカーの場所でございます。例えば公園と大井町の駅前に看板を１カ所ずつ設

置しておりますけれども、それ以外にフリーＷｉ－Ｆｉのロゴのステッカーがございまして、こちらを、

道路課等の許可を得まして、街路灯をつけられる場所にはつけておりますが、大井町の例えば西側のほ

うで２カ所程度だと思います。公園のほうも、張れるところは、公園の許可をもらって張っております。 

○松永委員  Ｗｉ－Ｆｉスポットということがすぐわかるような、目につくところを、ぜひお願いい

たします。 

 次に、１８１ページの町会・自治会館の建設等補助、また耐震診断と補強設計・工事の補助もろもろ

質問させていただきたいと思います。本区には２０３町会、自治会がありまして、会館があるところと

ないところがあると思います。そこで、平成２９年度の予算の自治会館建設等補助について、もし今回、

会館が設置される予定があるのか、含まれているのか、伺いたいと思います。また、耐震診断や耐震補

強設計の補助を受けられた町会・自治会について、今回の平成２９年度予算ではどのぐらいあるのか、

また今までどのぐらい受けられているのか、伺いたいと思います。 

○伊﨑地域活動課長  まず、予算上の会館建設等補助の予定件数でございますけれども、見込みとし

ましては、予算上は、新築１件、修繕７件、耐震診断５件、耐震補強設計８件、耐震改修８件というこ

とで予算のほうは計上してございます。ただ、現実といたしましては、町会の会館整備につきましては、

おのおのの町会の総会で決をとっていただきまして、総意のもとに進めていただくことでございますし、

金額的にもかなり高いものでございますので、ご相談いただきながら進めていくもので、今申し上げた

件数が確実に実行されるということではございません。あくまでも可能性として、ご相談をいただいて

いる件数を参考に計上したものでございます。 

 過去の耐震診断の実績でございますけれども、対象会館数は２５館ございます。そのうち１２件が耐

震診断を終えているところでございます。 
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○松永委員  今までに受けられたところが、２５件のうちの１２件ということだったのですけれども、

設計や診断を終わった後の、次の改修工事まで進められたところは、１２件のうちどのぐらいあったの

かということを質問させていただきます。また、先ほど質問すればよかったのですが、活動拠点の賃借

補助についても、多分、要望があってつけられたのかと思うのですけれども、町会・自治会に対しては、

そういうふうに要望があったところだけなのか、それとも対象にしているところ全てなのか、周知のほ

うはいかがでしょうか、伺います。 

○伊﨑地域活動課長  １２件の診断が済みました会館のうち、本年度１件、工事をしているところで

ございます。賃借料の補助につきましては、ご要望、お声は、会館の確保ということでいただいてきて

おります。それで、もちろんご要望があったところだけではなく、制度設計をいたしまして、契約を交

わして借りていらっしゃるところには補助していこうと考えているところでございます。 

○本多委員長  次に、筒井委員。 

○筒井委員  私からは、１７５ページ、シティプロモーション推進経費、２０１ページ、防災区民組

織育成費でございます。 

 まず、シティプロモーションから伺います。シティプロモーション、品川区民にシビックプライドの

醸成ということで、ぜひ実効性があるよう進めていただきたいと考えております。そこで、シティプロ

モーションは観光分野とかなり重なり合う部分が多いのかと考えております。それで、今回、観光大使

としてシナモロールが任命されましたけれども、一方で既に、シティプロモーションのロゴマーク

「わ！しながわ」というのもありまして、また不動麗子という女性のキャラクターがシティプロモー

ションのキャラクターと活動されているのですけれども、今後、観光大使シナモロール、そして「わ！

しながわ」のロゴマーク、そして不動麗子、そうした各キャラクター、ロゴが出てくることになります

けれども、我々議員や職員は、それはそれぞれ所管が違うということで整理はできるのですけれども、

一般の区民にとって、そうしたキャラクターやロゴがたくさん出てきてしまうような状況になってし

まって、ばらばら感があって区民にとってわかりにくいという状況になってしまうのかという不安はあ

りますので、そうした各キャラクター、ロゴの関係性というのは今後どのように考えていくのか、区民

によりわかりやすくするために、より実効性あるシティプロモーションのために、そうした各キャラク

ター、ロゴのうまい連携というものをすべきと考えておりますけれども、区のお考えはどのようなもの

になっているでしょうか、お知らせください。 

○中島企画部副参事  品川区のシティプロモーションにつきましてのお尋ねでございます。「わ！し

ながわ」を旗印に、今、シティプロモーションを展開させていただいております。この意図といたしま

しては、わ！っと驚く品川区の魅力を、ロゴマークを使って発信していきたいということでございます

ので、今回、観光大使になりましたシナモロールとも相乗効果を十分期待できると思いますので、そち

らについては観光部門とよく連携して展開を図って、区を挙げて魅力発信に努めてまいりたいと思って

おります。 

○筒井委員  ということは、シナモロールが、例えば「わ！しながわ」のロゴマークを持つとか、そ

うした具体的な取組みというのは考えておられるのでしょうか。 

○中島企画部副参事  観光部門のほうからも、既に「わ！しながわ」のロゴマークとシナモロールを

合わせた、コラボレーションさせた提案も、著作権を持っているサンリオと相談しているという話も聞

いておりますので、その辺のところについては今後具体的にお示しできればと思っています。 

○筒井委員  ぜひよろしくお願いします。 
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 そして、あと品川区のホームページに、これが品川区の売りだ、これが品川区のアピールポイントだ

という、一覧性の高いページをつくるべきだと考えております。区民の方が区のホームページを見て、

ぱっと、区のすばらしいところはこれなのだということが一目でわかるようなページをつくったらいか

がかと考えております。それで詳細は、既存のページにリンクを張る形ですぐわかるようにしていただ

ければよろしいかと考えております。既存のページを活かすので、そこまで費用と労力がかからないと

考えておりますけれども、そうした一覧性の高いページをつくるということについては区としてはいか

がお考えでしょうか。 

○中島企画部副参事  品川区の公式ホームページにつきましても、「品川区とは」ということで、魅

力を記載しているページもございます。また、昨年の１０月から、シティプロモーションの特設サイト

も開設させていただいております。また今後いろいろ具体的に活用してまいりたいと思いますが、その

中に、住み続けたい理由ということで、交通のアクセスがいいでありますとか、便利で楽しいお買い物、

あと色彩豊かな公園と憩いの水辺でありますとか、子育て・教育、あと色とりどりの町並み等々のとこ

ろもＰＲポイントとして挙げておりますので、そういうところも拡充して、魅力発信に努めてまいりた

いと思っております。 

○筒井委員  私も特設サイトを見させていただきましたけれども、もうちょっと早い段階ですぐアク

セスできるようなページがあればもっといいのかと思いますので、今後ぜひとも、観光所管と連携して、

しっかりと取り組んでいっていただきたいと考えております。 

 次に防災区民組織についてお伺いしますけれども、防災資器材整備助成という新規事業がありまして、

各地域に応じた防災力支援、ハード面の対応ということで、これは高く評価したいところなのですけれ

ども、今後はより地域の特色に応じた対策、ソフト面も含めた対策をすべきと考えております。特にマ

ンションが多い地域、ほとんどマンションだけの地域というところもございます。そうしたマンション

がどんどん増えていきますけれども、そうした場合、区民消火隊の訓練が、ポンプ隊だけではなくて、

マンション火災に十分対応した実践的訓練、そしてマンション住民が実践的訓練だということでメリッ

トを感じるような訓練をやりたいところなのですけれども、そうしたマンション火災、災害に対応した

アドバイスを、区としても行っていただきたいと考えているのですけれども、その点、いかがお考えで

しょうか。 

○古巻防災課長  ただいまお尋ねいただきましたマンションへの火災への備えということで、そちら

に関しましては、平成２９年度、高層マンションのアドバイザー派遣ということで新しく事業を展開し

ていく予定にしております。こちら、消防のＯＢをマンションの防災アドバイザーとして任用いたしま

して、マンションのほうへ、防災セミナーの実施でありますとか、マンションの、今、委員からもご指

摘のありました、各種の訓練の指導でありますとかプランの作成、そういった全体の支援、それから消

防署との連携なども調整していくということで、そういった派遣事業を平成２９年度、実施していくと

いうことで、今、考えているところでございます。 

○筒井委員  高層マンションアドバイザー制度、ぜひとも進めていっていただいて、そしてまた、さ

らによりよく拡充していっていただきたいと考えております。 

 また、各マンションに自主防災組織が立ち上がっておりますけれども、それぞれのマンション自主防

災組織のつながりが結構薄いのです。また、マンション自主防災組織の住民の方も、ほかのマンション

の自主防災組織との連携づくりをするまでの余裕がない。一般的に、ほかのお仕事もされていることか

ら、そうした連携づくり、広域的な連携づくりというのは余裕がない状態なのです。そこで、やはり区
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が行政として、各マンションの自主防災組織同士の連携づくりのサポート、コーディネートを、ぜひと

もしていただきたいのですけれども、区としてはどのようにお考えでしょうか。 

○古巻防災課長  ただいま、マンション同士の交流ということでございますけれども、こちらは防災

課の事業ということではないのですけれども、品川区のマンション管理組合の防災対策等検討交流会と

いうものを実施しておりまして、その中で、防災課といたしまして、防災対策のアドバイスのサポート

を行ったり、住宅課と連携いたしまして、マンション同士のこうした交流が図れるような対策を今進め

ているところでございます。 

○筒井委員  ぜひとも進めていっていただきたいと思います。そうした防災という点を基軸として、

町会の加入の促進にもつながるかと思いますので、ぜひともその点、よろしくお願い申し上げます。 

○本多委員長  次に、横山委員。 

○横山委員  私からは、１９１ページ、ホスピタリティハウス誘致調査、１９７ページ、防災会議

費、１９９ページ、防災行政無線設備更新費、２０１ページ、備蓄物資購入、２０３ページ、帰宅困難

者対策経費について、時間がありましたら、しながわ発見出会い事業と、水と緑の市町村との交流事業

も聞いていきたいと思っております。お願いいたします。 

 １点目は、ホスピタリティハウスについてお伺いいたします。昨日、品川区のウエブサイトのトップ

ページを拝見いたしましたが、バナーを見ながら、我が会派のほかの委員と、東京オリンピック・パラ

リンピック開幕まで、あと１,２３４日、「１、２、３、４」ですねということでお話しいたしました。

リオデジャネイロオリンピック視察報告書のホスピタリティハウスの部分から、幾つか確認させていた

だきたいと思います。会場について、ブリティッシュハウスは古城のような建物、ポルトガルハウスは

自国から船の持ち込み、ブラジルハウスは大きな倉庫を改装、オセアニアハウスは美術大学の一部を借

用、ジャパンハウスは文化芸術の複合施設とありました。丸川大臣などと連携事業をするなど、積極的

な協力体制を確認していただいたということです。報告書から、各国、各地域、各企業に対して、品川

区内にホスピタリティハウスの設置を誘致するという積極的な姿勢を読み取ることができました。 

 我が国文化と産業の発祥地として、あまねく都民の心のふるさとであります品川区ですが、初めにお

聞きしたいのは、ジャパンハウスの誘致の可能性について、区としてはどのようにお考えでしょうか。

ジャパンハウスでの関係者向けホスピタリティサービスとあるのですけれども、具体的にはどのような

内容でしょうか。また、品川ハウスの設置を検討されているかと思います。より多くの外国人や観光客

を誘致するために、現時点で区がイメージするホスピタリティハウスの概要を教えてください。 

 もう少しいってみたいと思います。オセアニアハウスでは、品川区の事前キャンプ誘致ＰＲ冊子にて、

各国スポーツ関係者に対して品川区の紹介をしていただきましたが、どの国とスポーツで、またどう

いった感触を得られたのでしょうか。スポーツ関係のホスピタリティハウスについて、視察後のアップ

デートされた情報などがございましたら、教えていただけたらと思います。 

 あと、区には、区民が自主的に応援する気持ちや機運を盛り上げていただきたいと考えております。

ジャパンハウスでの代表選手への応援メッセージのエピソードを拝見したのですけれども、頑張ってい

る方々を応援するということは、オリンピック・パラリンピックの楽しみ方の一つです。私は、事前

キャンプを含めて品川区内で開催するスポーツの選手や、ホスピタリティハウスにかかわる方々を全力

で応援したいのですが、楽しく盛り上がるような具体的な応援の仕方というのがいまいちわかりません。

応援メッセージだけではなく、人と人とのつながり、きずなを大切にする品川区民だからこその応援を

したいと考えています。応援団、チアリーディング、チアダンスなどで国際的に活躍する子どもたち、
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学生、社会人によるリアリーダーなど、応援の専門家の知恵をおかりしながら、選手を応援したりサ

ポートすること、また区民をはじめ日本中、世界中の方々に元気や笑顔を品川区から発信したいと考え

ていますが、区のご所見をお聞かせください。 

 ２点目の防災会議費もいってしまいます。防災会議費、防災行政無線設備更新費、備蓄物資購入、帰

宅困難者対策費についてお伺いいたします。品川区内一斉防災訓練で、荏原第二地区の区民の方から、

中原街道沿いのエリアでは防災行政無線設備が聞こえないというご意見をいただきました。設備更新費

ということで、先ほど我が会派の高橋委員の質問にもありましたけれども、こちら、特に大きな道路沿

いの地域、今後の対応について、増設以外で、もしハード面、ソフト面、音の面で両面から教えていた

だければと思います。 

 防災会議については、委員６１名、うち官公庁３３名ということでありますけれども、官公庁を含め

ました委員６１名のうち、女性の人数等、どういった立場の方々なのかをお知らせください。災害時要

援護者、女性・子どものニーズに対応した物資の確保に関して、ニーズはどのように把握されています

でしょうか。平成２８年度の防災会議で、男女を問わず委員からの発言があったかどうか教えてくださ

い。 

 帰宅困難者対策経費について、平日の災害時、帰宅困難者、徒歩帰宅者、駅周辺帰宅困難者、それぞ

れの対策が必要です。区として帰宅困難者をどのように位置づけ、捉えていますでしょうか。基本的な

考え方を教えてください。また、区内にとどまっていただく帰宅困難者同士の自助・共助の可能性につ

いて、現在の区のご所見と、今後のフォローアップ体制についてお聞かせください。 

○小川オリンピック・パラリンピック準備課長  私からは、ホスピタリティハウスに関して６点のご

質問にお答えいたします。 

 まず、ジャパンハウスの誘致の可能性でございますが、ホスピタリティハウスの中には、当然、ジャ

パンハウスも視野に入れてございます。ジャパンハウスにつきましては、東京都あるいは組織委員会等

が検討すべきものではございますが、区としても、視察報告書等ですとか、組織委員会に持ち込みまし

て、区の意思は表明しているところでございます。 

 また、２点目の、ジャパンハウスでのホスピタリティサービスでございます。関係者のみが参加でき

ますレセプションに、視察団は参加することができました。その中で、寿司をはじめとします食文化の

紹介ですとか太鼓の披露、日本の伝統文化を活用したさまざまなおもてなしを体験したところでござい

ます。 

 ３点目、品川ハウスの設置でございますが、現在、区がイメージしているのは、まだ具体的な場所は

未定ではございますが、やはりどこかの、国あるいは企業ですとか、ホスピタリティハウスを誘致し、

そこでは、リオでわかったことですが、大変、観光客が見込めるということでございますので、できれ

ばそこと品川ハウスを併設し、そうした面で品川区の魅力を発信していける場所にしていきたいと考え

てございます。 

 ４点目のオセアニアハウスでございますが、オセアニアハウスというのは、オーストラリアですとか

ニュージーランド等、１６カ国のオセアニア各国連合によるＮＯＣ関係者が出入りできる施設でござい

まして、そちらに事前に許可を得て入館いたしました。そこで、区の事前キャンプのＰＲをしてまいり

ましたが、具体的には屋内競技を中心にＰＲをし、大変興味を持っていただいたところでございます。

視察後のアップデートに関しては、特に目新しい情報はございませんが、アンテナは引き続き張ってい

きたいと考えてございます。 
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 後に、品川区ならではの盛り上げ、おもてなしでございますが、やはり区といたしましても、品川

区民がみずから盛り上がることが大変重要だと思っておりますので、そういった意味で、区といたしま

しては、情報発信ですとか、場や機会の提供といったところで、区内のさまざまな資源、文化、伝統、

人材等を活用していきながら、区内全体で盛り上がるようなことを考えてございます。 

○古巻防災課長  私からは、後半、防災関係のご質問につきましてお答えいたします。 

 まず、防災行政無線に関しましては、現在、スピーカーの指向性、上下に広がるとか直線性が高いと

か、そういったタイプについて検証して、今後、地域特性に応じた設置をしていきたいと考えておりま

す。また、ソフト面では、今現在、緊急情報発信ダイヤル、これは広報広聴課で、電話で音声が聞ける

ものでございますけれども、そういった対応をしておりますので、そういったさまざまな手段での情報

発信について普及啓発をしていきたいと考えております。 

 次に、防災会議の女性の人数・立場でございますけれども、現在、防災会議のメンバーで女性は３名

おりまして、内訳は、区の副区長、健康推進部長、それと東京都水道局の営業所長の３名でございます。 

 それから備蓄品に関しまして、女性等のニーズの吸い上げということでございますけれども、これは

各地域の防災協議会などでご要望いただいたりすることと、報道等から情報収集をいたしまして、必要

と考えるものについて備蓄を進めているところでございます。また、防災会議で、そういった点につい

てのご意見、特に平成２８年度については出ておりません。 

 続きまして、あと帰宅困難者対策でございますけれども、帰宅困難者の位置づけでございますが、こ

ちら、各ご家庭同様、予防対策が必要で、重要であると捉えておりまして、対策を進めております。自

助・共助の面で言いますと、自助では一斉帰宅の抑制、それからご家庭同様、予防対策で、オフィスの

耐震化でありますとか、各棟の移動・転倒・落下防止対策、それから火災の初期消火、備蓄等を進めて

頂いているところでございます。また、共助としましては、災害対策基本条例にもございますが、身近

にいる人同士が助け合うことと、救出・救護・救助等、地域の救援活動の支援を行っていくことをお願

いしております。また今後、現在、ターミナル駅では、帰宅困難者対策協議会、区が国道１５号線の徒

歩帰宅者の支援対策協議会の運営をしておりますけれども、今後、大崎・五反田周辺での対策も進めて

いく予定とともに、事業者とともに訓練などを実施し、かつ地道に啓発活動を行っていきたいと考えて

おります。 

○本多委員長  次に、あくつ委員。 

○あくつ委員  私からは、１６５ページ、成人式経費、１７５ページ、シティプロモーション推進経

費、１８９ページ、地域スポーツ等推進経費、２０１ページ、区民消火隊育成助成金、時間があれ

ば１７１ページ、ふるさと納税事業でお伺いします。 

 まず、成人式経費ですが、昨年の成人式において、障害者の方にとって大変残念な対応がありまし

た。１年前の予算特別委員会で質問させていただきまして、決算特別委員会でも改善策について改めて

確認させていただきました。本年も１月９日に成人式がとり行われ、私も参加してまいりました。この

間、品川区におかれましては、当事者や障害者団体と真摯な話し合いを行っていただき、さまざまな対

応策をとっていただいたことは存じ上げております。私のほうから、ちょっと時間がないので言ってし

まいますけれども、２回、初めて合同の役員説明会を行っていただいて、このような事件が起こらない

よう注意喚起をしたとか、従事職員を５０名から６５名に１５員増員された。受付に相談係として９名

を配置した。職員は、はっぴの着用を徹底した。障害者の休憩室として、５階の第二講習室を用意して

いただいた。その場には障害者団体の方も待機された。もう一つ、第四講習室もご用意していただいて、
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障害者のある・なしにかかわらず、気分の悪くなった方のために看護師も配置した。会場には、初めて、

要約筆記も用意されたということで、当日、私も、用意された相談窓口、５階の第二・第四講習室の休

憩室を訪れ、確認させていただきました。当日、参加された障害者の成人の親の方からの感想を、人伝

えに伺いました。これは実は、一番 初にご相談いただいた方がその方から聞いたということで、この

方は係の方の誘導で会場の混雑を避けてステージの裏側を通していただいて、親子ともども非常にス

ムーズに席につくことができて本当によかったということを、Ａちゃんとしますけれども、Ａちゃんが

嫌な目に遭ったけれども、そのおかげで、声を上げてくれたおかげで、非常にいい対応だったというこ

とで、一番 初にご相談された方も自分のことのように喜んでおられました。 

 それに伴って、また利用された障害者団体の方たちは、広い休憩室をとっていただいたことを大変喜

ばれておりまして、お伺いしたいのは、これが、今後も継続してとっていただけるのかどうかというこ

と。今後、休憩室で、やはり家ではなかなか、ふだんとは違うことですから、着つけということで、や

はり抵抗があるということで、着つけ等、直し等に利用したいというご要望があったと聞いております

けれども、こういったことをしていただけるのかどうかということです。 

 ここまでは障害者の対応なのですが、 後に、今回、会派からの要望として成人式について次の点も

指摘されていましたので、お伺いします。会場の座席がやはりどうしてもいっぱいになってしまって、

私も一番後ろのバーにもたれかかって見ていたのですけれども、座れない成人の方たちがやはりたくさ

ん後ろにいらっしゃったということで、議員の多くは会場の後ろで参加しているのですが、いわゆるご

招待を受けた大人の方が結構座っておられた。これも多分、ご招待を受けていらっしゃっている方なの

で、大変失礼なことはあまり言えないのですけれども、一方で座れない成人の方もいたということで、

このあたりの考え方について、品川区はどのようにお考えでしょうか。 

○久保田総務課長  まず１点目の件でございますけれども、休憩室のことにつきましては、来年度以

降、次回以降も継続していきたいと思ってございます。今回、成人式が終わった後に、この運営をして

いただいた育成会の方々と意見交換を行いまして、着つけのお話もありますし、一般の方もそうなので

すけれども、例えば着物の形が崩れたので直したいとか、気分が悪くなったときに、やはり女性の専用

の部屋があってもいいのではないかというようなことも、いろいろと私どもの中でも検討しましたので、

さらにちょっと工夫を重ねて、休憩室というものは続けて設けていきたいと思ってございます。 

 次に、成人の方が立っていたということでございますが、私ども、地域の方々にも、ぜひ成人式に来

てください、一緒にお祝いしてくださいということでお声かけをしてございます。ただ、その際に、席

等につきましては特に決めてございませんので、そういった事態が起きてしまったということは反省し

てございます。来年度以降は、そういった方々、前のほうに来賓等の席を設けてございますので、でき

るだけそういうところに座っていただくなどの工夫をしながら、多くの方が参加できるような成人式を

目指していきたいと思ってございます。 

○あくつ委員  続きまして、シティプロモーション推進経費で、今回、品川区で１０月に行われると

いうことで、私もこれに先立って坂井市で行われたサミットを視察してまいりました。本当に各自治体

が、先ほどもありましたが、シビックプライドの醸成や定住人口の増加・獲得のために、本当に知恵を

振り絞って、各自治体のエース級の職員を投入しているというのがよくわかりました。ただ、そもそも

やはりシティプロモーション、自治体間競争という過酷な競争原理というものが内在しているわけで

あって、それをサミットで、みんなで仲よく情報交換するという、やはり非常に不思議な面もあります。

しかも今回、品川区は、特別区全国連携プロジェクトというのもこれにかぶせて、企画調整課長がご講
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演されていましたけれども、これはやはりどうしても２３区の論理である。私はこれに賛成ですけれど

も、２３区の論理であって、地方の自治体に対してどういうメリットがあるというのがなかなか伝わり

づらい部分はあったのではないかと思っております。 

 今回、やはりシティプロモーションと全国連携プロジェクトとの関係について、もう少し整理する必

要がある、少し教えていただきたいということと、今回、品川区でやるに当たって、全国連携プロジェ

クトが地方に対してどんな大きなメリットがあるのだということを、もうちょっとわかりやすく説明で

きるかどうかというのは、今回非常に大きな、成功か失敗かという、そこまで言うかどうかはあれです

けれども、非常に大きな分水嶺であると私自身は思っております。これをお聞きしたいというのが１つ

です。 

 それと、あと、ここからはちょっと提案なのですけれども、坂井市のサミットでは、会場の周りで、

地産地消の、何というのですか、アピールのブースなどがあって、品川区も品川縣ビールのブースを出

していましたけれども、今回の品川区のサミットの際に１つ提案があります。それは、江戸東京野菜の

サミットを併設して行ったらどうかということです。実は東京都の平成２９年度予算に、初めて江戸東

京野菜生産流通拡大事業というものに予算がつきました。これは販路や生産の拡大でブランド化を支援

するものです。小池都知事は記者会見でこのように言っていました。「私も前から、練馬区の大根を自

分で育てて引っこ抜いてお漬物をつくって、百合子漬けなどやっておりましたけれども、江戸東京野菜

の販路・生産の拡大、ブランド化の支援などの事業を実施してまいります」と。東京都は東京都の考え

方ですが、品川区にはご存じのとおり品川カブがあります。練馬区には練馬大根、江戸川区には小松菜、

千住ネギや、大田区には馬込ニンジン、立川にはウドと、江戸時代からさまざま伝わる江戸東京野菜が

あります。東京都の市区町村に声をかければ、それらの展示・アピールにも協力してくれると思います

し、サミットにも参加しやすくなる。また東京都が始めた江戸東京野菜の全国への販路拡大のチャンス

も広がると思いますので、ここでよしあしは言えないかと思うのですが、ひとつ参考意見としてご検討

いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 後に、今後のことを考えると、やはりサミットというのは、先ほど申し上げた、地方都市へのメ

リットということも考えますと、次の開催地、やはり特区連携でメリットを感じられるのは、地方都市

にお返しをするというのが筋なのかと私自身は思っております。そのようなオファー、次期の開催都市

が既にあるのかどうか、またオファーがなくとも、その際には、例えば今後、品川区と深い関係性を築

いていけるような地方都市との次回開催を働きかけていくことが必要かと思いますが、いかがでしょう

か。 

 時間がないので、 後にちょっとこれだけは言いたいので、１８９ページ、地域スポーツ等推進経費

というところで、本当に、この前、サッカーの区長杯のオープニングに文教委員として参加させていた

だきましたが、そのときの会長のご挨拶の中で、品川区の２万人の小学校・中学校の児童のう

ち、２,０００人がサッカー連盟に所属していると。１割勢力がサッカーをやっているということで、

非常に驚いたのですが、野球も非常な人気で、この２つのスポーツは本当に人気があるのですが、バス

ケットボールをやっている小学生のお子さんのご家庭からご相談を受けまして、品川区の公園内にバス

ケットゴールを置いているところが非常に少ない。調べたら２つ、中央公園と区民公園にしかないので

すけれども、東八ツ山公園に行って、朝、早朝に練習しているというお話がありましたが、これは港区

とちょうど半分半分で分かれていて、港区側にあるのです。見たら、結構、ほかの２３区でも置いてい

るところはたくさんあるのですけれども、ふだんからそういう練習をやったり、スリーオンスリーを
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やったり、そういうのを見ることによって、やりたい子どもたちも増えてくるということで、ぜひ公園

へのバスケットゴールの設置、そういう声が届いているのかどうか、そういったことをご検討いただけ

るのかどうか、お伺いしたいと思います。 

○中島企画部副参事  シティプロモーションサミットに関するお尋ねでございます。シティプロモー

ションサミットについては、昨年１０月、坂井市で開催されたサミット、たくさんの自治体の方が参加

されました。もう、自治体間競争というのは、本当に肌で感じられるぐらい、皆さん熱心に情報を吸収

されておりましたので、今回、品川区で開催される場合も、そういう都市間競争、我々品川区も含めて、

大きな学びを得られるような実りあるものにしてまいりたいと思っております。 

 その中で、先ほどご指摘がありました特別区全国連携プロジェクトのことにつきましても、品川区も

かねてから取り組んでおりますので、その事例でありますとか意義等も積極的にＰＲしてまいりたいと

思っております。また、ご提案がございました、江戸東京野菜サミットにつきましてですが、現在、シ

ティプロモーションサミットの会場の利用計画でありますとか、プログラムを詰めているところでござ

います。ご提案の企画も参考にして、全体として、シティプロモーションサミットを盛り上げられるプ

ログラムを考えてまいりたいと思っております。 

 後に、次回の開催地につきましては、今後、さまざまな観点から検討してまいりたいと思っており

ます。 

○溝口公園課長  委員ご質問の、公園内のバスケットゴールの設置の件についてお答えさせていただ

きます。区内には、しながわ区民公園、またしながわ中央公園にバスケットゴールを設置して、バス

ケットを楽しんでいただける施設となっております。以前にはそのほかにも３公園ほど、バスケット

ゴールがあったのですが、やはり近隣からの苦情等がある中で撤去したという経緯があります。ただ、

一方でスポーツ振興という観点もありますので、今後も区内公園整備に合わせて、どういったところで

設置できるのか、そういったところは十分検討しながら進めていきたいと考えるものでございます。 

○池田スポーツ推進課長  委員からご指摘がありました、バスケットボールをやられている小学生の

ご父兄の方から私どものほうに、バスケットボールができる公園がないかということでのご質問等の意

見はいただいてございます。今、公園課長が申し上げましたように、今後、場所があればということで

検討させていただくところでございますけれども、ただ実際に今、小学生の方がバスケットボールがで

きる場所といたしまして、例えば児童センターの屋上にはまだバスケットゴールがございます。それか

ら、各小学校とは言いませんけれども、学校によっては校庭にバスケットボールのゴールがございます。

各学校のＰＴＡにおきまして施設の校庭開放をやられると思いますので、そちらのほうもぜひご活用し

ていただきたいということと、あと私どもスポーツ協会のほうでも、バスケットボールのフリー教室と

いうものもやってございます。こちらは有料にはなりますけれども、ご利用していただければ、よりバ

スケットボールのできる機会となると思いますので、よろしくお願いいたします。 

○あくつ委員  いろいろ言いたいことはありますけれども、本当によろしくお願いいたします。 

 後に２０１ページ、区民消火隊育成助成金で、先ごろ一般質問で松澤委員が質問された区民消火隊

の総合大会、私も大賛成です。これも実は提案したこともありますが、なかなか難しいというお話でし

たが、いろいろ今見ると、高齢化や人材不足で区民消火隊が解散してポンプを返しているような自治会

もあります。ですから、ここは何かモチベーションが必要だというのはすごく感じますので、ご検討い

ただきたいと思います。 

 後に防災士についてです。防災士については、うちの会派の防災士である、たけうち委員よりも、
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これは何度か提案していますけれども、各区で今、東京都を含めて、防災リーダーを育てるということ

で、町会等の方は品川区のアドバイザー研修等で育成をするというのはわかるのです。そうでない方も

たくさんいらっしゃいますので、いわゆるネームバリューのあるもの、ここで防災リーダーを育てると

いうことも必要だと思いますので、ぜひ助成、これはやはり高額なので、６万円ぐらいかかるので、こ

この助成を一部考えていただきたい。今のところ、東京でも８区ぐらいが今、この助成をしております

ので、ぜひそこのところをご検討いただきたいと思いますが、現状のところはいかがでしょうか。 

○古巻防災課長  まず、総合大会に関しましては、先ごろ一般質問でもお答えさせていただきました

けれども、一般区民で構成されております区民消火隊やミニポンプ隊に関しましては、今現在、まだ基

本操作を習得する段階であるというところで、現状での地域防災訓練等での披露していただき技術の向

上を図るというところを主体に実施していきたいと考えているところでございます。また、防災士への

資格取得の助成ということでございますけれども、品川区では防災学校でも、いろいろ防災リーダーの

育成をしておりますけれども、今ご指摘いただいた点も含めまして、どういった形で防災リーダーを育

成していくのが望ましいのか、さまざま研究を進めてまいりたいと思います。 

○あくつ委員  区民消火隊に関しては、今、現状やっているのは、葛飾区、板橋区、大田区といった

ところでは総合大会を行っているそうです。私も区民消火隊に登録して練習、訓練しておりますけれど

も、やはり１つ目標があったほうが、消防団を見てもわかりますようにモチベーションが上がるという

ことになりますので、身につけたわざを、ぜひ後継に伝えていくということを含めると、総合大会と

いったものを活用するというのも１つの手法だと思いますので、ぜひご検討いただきたいと思います。 

○本多委員長  次に、田中委員。 

○田中委員  １６７ページ、１項総務管理費、１目一般管理費、男女共同参画センター運営

費、１７３ページ、２目広報広聴費、ＣＡＴＶ事業、区提供番組制作費、関連して平和事業についても

伺いますので、よろしくお願いします。１９７ページ、２項地域振興費、４目防災対策費。 

 まず、男女共同参画センター運営費、女性の活躍推進講座、ＤＶ相談等、５３０万３,０００円の予

算が計上されています。２０１６年の予算では、５５２万９,０００円でした。２０１７年度予算で減

額してしまった理由をお聞かせください。 

○島袋人権啓発課長  まず、減額の理由でございますが、第１６期の行動計画における委員のメン

バーの減員が原因と考えられます。 

○田中委員  すみません。ちょっとよくわからなかったので、もう一回お願いします。 

○島袋人権啓発課長  平成２８年度は第１６期行動計画が始まりました。こちらにおきまして、委員

の人数あるいは学識経験者の人数が、第１５期の人数の予定よりも少なく発足しておりまして、そのた

めによる減額だと理解していただければと思います。 

○田中委員  人数が少なくなったということで了解しました。 

 品川区では、虐待防止ネットワーク推進協議会が設置されていますが、計画評価と進捗状況をチェッ

クする協議会ではないということを２０１６年の予算特別委員会での答弁で伺っています。しかし、そ

の中で、「さまざまな事務事業評価の中で評価をしていく」とか、「さまざまな手法で考えたい」と答

弁をいただいております。その後、さまざまな手法での検討がされていると思いますので、進捗状況を

お知らせください。あわせて、この計画に対して、現時点で結構ですので、品川区が計画達成されたと

思われる項目があればお知らせください。 

○島袋人権啓発課長  まず、虐待防止ネットワークに関することでございますが、私ども、男女共同
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参画センターにおける部門におきまして、ＤＶ相談における担当者会議を充実させてまいりました。ど

ういったことかといいますと、今まで各所管におきまして報告されていた事項を男女共同参画のほうで

取りまとめておったところですが、こちらの数に関しましても、数をいただきました各所管課にお返し

いたしまして、今後どのようにやっていくかという会議を発足させていただいているところでございま

す。 

 また、ＤＶ相談の数の件でございますけれども、数におきましては、ＤＶ相談が、平成２４年度

は２７６件、平成２５年度は２６１件、平成２６年度は２３７件、平成２７年度は２０４件、平成２８

年度は、１月まででございますが１２９件。あわせましてデートＤＶの数は、平成２４年度は７件、平

成２５年度は１２件、平成２６年度は１０件、平成２７年度は７件、平成２８年度は、１月まででござ

いますが２件でございます。以上のことから鑑みますと、やはり、ある意味、すぐに対応が可能になっ

たということが、数が減ってきているところだと思っているところです。どういったことかと申し上げ

ますと、まずは被害があった方から相談が来た場合、今現在ですと、法律相談のほうでは、すぐに警察

への対応をご紹介しているということなので、相談された方が警察に行かれているといった状況がある

ように聞いております。 

○田中委員  計画達成されたと思われる点なのですけれど、では、すぐに対応ができるようになった

ということでよろしいでしょうか。ありがとうございます。 

 計画に対する評価について公表されれば、計画推進に市民も一緒に参加意識が持てると思います。そ

ういった仕組みも必要だと思います。品川区配偶者暴力対策基本計画の計画期間は２０１５年か

ら２０１８年度で、計画の折り返しとなります。同計画には、２０１８年度に見直しとは掲載されてい

ますが、見直しのスケジュールを、わかる範囲でお知らせください。 

○島袋人権啓発課長  お尋ねの件でございます。まず、平成２９年度予算で計上させていただいてお

りますのは、平成３０年度で両方ともの計画が切れるということがございますので、事前調査等をして

いきたいということがございます。その事前調査ということはどういうことかと申しますと、やはり語

第４次の計画の推進状況の検証、国や都、あるいは近隣地区の動向などを調べながらやっていきたいと

思っているところでございます。 

○田中委員  ＤＶ未然防止と早期発見というところで、１１月にＤＶ防止月間が設定されていますが、

品川区ではＤＶ月間の事業予定は考えているのでしょうか。 

○島袋人権啓発課長  別段、この月間を通して啓発するということではございませんで、区といたし

ましては、通年を通しまして、男女共同参画センターにおきましては、パネル展示、あるいは１２月に

関しましては人権週間の中でも必ず提示させていただいておりますので、特に月間は決めておりません

が、通年を通して人権は大事な課題だと考えておりますので、啓発・推進してまいります。 

○田中委員  １つ提案です。ありふれた日常生活の中にドメスティック・バイオレンスが起こってい

ることが表現されており、ＤＶは一部の人だけの問題ではなく、誰の周りにも起こり得る身近な問題だ

ということが伝わる内容の写真パネルが全国に貸し出しをされています。これは２０１０年に、広告業

界の直木賞と称されるＴＣＣ賞に選ばれたもので、ＤＶ支援などに取り組むＮＰＯが作成したものです。

ちなみに、大田区でも、ＤＶ防止月間に合わせてこの写真パネルの展示会が行われたそうです。今年の

ＤＶ月間に、ぜひ品川区でも展示開催を検討してみてはいかがでしょうか。 

○島袋人権啓発課長  １１月は、男女共同フォーラムがございます。この中でも、やはりＤＶに関す

る、委員のご指摘のものを、取り入れられていくように検討していきたいと思っているところです。ま
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た、ＤＶの理解者基礎講座の中では、加害者対応、先ほどもお話しされました、誰もが加害者になる、

でもそういった意味の実感がないというところもございますので、まずはこの２月に職員向けに研修を

させていただきましたので、地道ではございますが、取り組んでまいりたい課題だと考えております。 

○田中委員  前向きなご答弁をありがとうございました。ぜひ検討をお願いします。 

 次に、１７３ページ、広報広聴費、ＣＡＴＶ事業と平和事業について伺います。区では、終戦７０年

特別企画としてケーブルテレビ品川で放送した、「いま聞いておきたいあの日の記憶」と題した、品川

区での戦争をまとめた番組を制作しています。その中の３本で、「壊滅した商店街と満蒙開拓団」、

「１９４５年５月２４日城南大空襲」、「子どもたちの戦争」という番組がＤＶＤ化されています。私

も、区民の方からこのＤＶＤの存在を聞いて、早速視聴しました。身近な、品川区で起きた戦争を、私

たち大人でも知らないという方は多いと思います。このＤＶＤは、多くの場面で有効に活用されてほし

いと考えています。明日、３月１０日は、東京大空襲の犠牲者を悼んで黙禱いたしますが、５月２４日

の城南大空襲のことは、荏原地区が壊滅的な打撃を受けたことや、空襲の規模で言えば東京大空襲より

も城南大空襲のほうが大きかったという事実はあまり知られていません。「子どもたちの戦争」のＤＶ

Ｄは、授業の活用にと、２０１６年に区立小・中学校全校に配布されたと伺いました。配布されたこと

は評価しますが、区としてはどのような活用を促されたのでしょうか、伺います。 

○中元広報広聴課長  今お尋ねのありました番組でございますが、広報広聴課で、戦後７０年の特別

番組ということで、平成２７年から平成２８年度にかけてつくらせていただいたものでございます。こ

ちらは、区民の方に、戦争の記憶を風化させることを防ぐために、テーマごとにまとめさせていただい

たものであり、また、中で子どもたちの授業でも活用できるものがありましたので、校長連絡会等で、

私が出席させていただいて説明させていただき、活用をお願いしたというものでございます。 

○田中委員  作成したからには、どのように利用してほしいという目的があったと思います。ぜひ、

ＤＶＤは区民の税金でつくられていますし、ＤＶＤを提供するだけではなく、区が活用の意図を持って、

積極的に平和事業に活かしていただきたいと思います。平和事業の観点からも、改めて区としての見解

を伺います。 

○久保田総務課長  このＤＶＤの活用等についてでございますけれども、まず品川区への空襲等につ

きましては、私ども、非核平和事業の中でも区史のほうに詳しく載せてございますし、また委員会から

のご指摘等も受けまして、ホームページの中に、その内容を紹介するコーナー等も設けているところで

ございます。こうしたＤＶＤ、貴重な戦争の体験を伝えるというものでございますので、平和事業の中

でも、私どもも広報広聴課等とも連携しながら活用していければと思っております。 

○村尾教育総合支援センター長  学校教育における平和教育につきましては、当然、教育基本法を含

め、学習指導要領にも載っているものでございます。当然、国語科または社会科を含めて、または市民

科等、各学校でそれぞれの機会に応じて、どのような形で取り組むか、これについてまた改めて各学校

とも連携を図っていければと考えております。 

○田中委員  戦争当時、宮前小学校から学童疎開していた方からお話を伺いましたが、当時の体験を

語り継ぐことが今こそ重要で、いつでもそのような機会があれば呼んでほしいということをおっしゃっ

ていました。例えばですが、このＤＶＤが図書館にもありますので、図書館でＤＶＤの上映会を開き、

当時の話を当事者から聞くなど、そういったイベント企画でＤＶＤを紹介して活用するなど、いろいろ

と考えられると思います。先ほどお話もありました品川区のホームページやＹｏｕＴｕｂｅからも、番

組を見ることができますが、あまり知られていないと思います。平和事業の一環として多くの区民が身
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近な戦争の歴史を知る機会をつくることを提案したいと思います。区の見解を伺います。 

○木村品川図書館長  貴重なご提案をいただきました。ご案内のとおり、図書館での上映会を行って

おるところでございまして、その中でも、今のご提案を含めまして検討させていただきたいと思ってお

ります。 

○久保田総務課長  今、ＤＶＤのご提案をいただきましたけれども、私ども、ＤＶＤ、このようなも

のを大事に活用していきたいという考えもございます。また、あとは今やっております非核平和事業の

中で、子どもたちを広島や長崎に派遣して生の声を聞くとか、そのほかにも、平和の気持ちを養うため

に、平和の花壇の授業とか非核平和のパネル展などやってございますので、そういったいろいろな事業

を通じて、平和に対しての気持ちというものの教育、また区民への周知、普及啓発を図っていきたいと

思ってございます。 

○田中委員  ぜひよろしくお願いします。 

 １９７ページ、２項地域振興費、４目防災対策費について伺います。防災会議費の中に地域防災計画

改訂経費が計上されています。プレス発表６６ページによれば、修正内容として避難所運営が含まれて

いますが、修正内容と見直しに向けたスケジュールをお知らせください。 

○古巻防災課長  地域防災計画の改訂に関するお問い合わせでございます。まず、来年度の改訂に向

けました修正内容でございますけれども、こちらは修正の方向性３つ考えてございます。１つは、既存

の今までの震災、災害の教訓を踏まえました対策の進捗への対策を進めるということ。これが「進め

る」という方向性でございます。それから、２つ目の、「加える」という方向性を考えております。こ

れは、大規模事故災害でございますとか火山災害など、今、国の防災基本計画にありますような視点で

災害の項目を取捨選択しまして、視点を加えていくというような作業を考えてございます。それから、

「見直す」というところで３点目がございますけれども、「見直す」という項目でございますが、こち

らは職員、区民の目線で、より使いやすい資料構成に編集するということで、項目の見直しでございま

すとか構成の見直し、それから新たな、先ほど申し上げました災害の対応を追加していくというような

ことで、こちらの３つの方向性を踏まえた修正を考えております。 

 平成２９年度の修正のスケジュールでございますけれども、４月に入りましたら、庁内、それから関

係機関等への意見の照会を行いまして、まず素案を作成させていただきます。その素案を１回目の防災

会議に諮らせていただきまして、その後、東京都への事前の確認でありますとかパブリックコメントを

実施した上で、 終的に年度末に防災会議で 終案を決定させていただくというような形で、流れで、

進めていこうと考えているところでございます。 

○田中委員  要配慮者と言われる人、つまり障害のある方、要介護者、妊産婦、ＬＧＢＴ、子どもた

ちに向けて配慮した計画にしようとはされているのでしょうか。防災計画に限りませんが、一般的にこ

のような計画は、健康な成人男性の発想で計画策定がされがちです。計画の改訂に向けては、さまざま

な当事者が参加して議論に加わる仕組みの構築が必要だと考えます。このたび、どのように参加を図っ

ていくのか、お考えを伺います。 

○古巻防災課長  今ご質問いただいた点でございますけれども、さまざまな視点をということでござ

いますと、避難所の対応でありますとか、避難生活のそういった支援でございますとか、そういったと

ころに関しましては、今までさまざまな災害の中でクローズアップされてきた部分がございますので、

そういった視点をなるべく取り入れて、よりよい計画にしていきたいと考えておりますし、また、そう

いった要配慮者に関しましては、昨年度の修正の中で、区で作成しました全体計画に取り入れてござい
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ますけれども、またそこをさらにブラッシュアップしていくような流れでつくっていきたいと考えてお

ります。 

 計画の策定の体制についても、さまざまな方の意見が取り入れられるような進め方をしていきたいと

考えております。 

○田中委員  要配慮者への配慮というのは、いろんな、各被災地で本当に問題になっているので、ぜ

ひその当事者の声を聞くことを必ずお願いします。議論の場への参加だけではなく、実際の災害を想定

したシミュレーションを、障害者福祉課や関連する所管課と連携して行うなど、具体的な取組みを導入

して改訂に活かすことはできないでしょうか、見解を伺います。 

○古巻防災課長  庁内のそういった素案の作成の段階におきまして、庁内で会議体をつくりまして十

分な議論はしていくつもりでおりますので、そういった中で、今ご提案いただいたような点も含めまし

て、さまざま検討を加えていきたいと、また、あと所管の意見を取り入れていけるような体制をつくっ

ていきたいと考えております。 

○田中委員  当事者の声を聞くということで、どのような場面で当事者の声を聞いていこうと考えて

いらっしゃるか、 後に伺いたいのですが。 

○古巻防災課長  当事者の意見を伺うということでございますと、防災課が主体というよりは、各所

管を通しまして、そういった声が届くような形で会議体を進めていきたいと考えております。 

○本多委員長  会議の運営上、暫時休憩いたします。 

 なお、本日午後１時より本会議が予定されています。本会議終了後、直ちに再開いたしますので、あ

らかじめご了承願います。 

○午後０時０２分休憩 

 

○午後１時１２分再開 

○本多委員長  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 質疑を続けます。ご発言願います。安藤委員。 

○安藤委員  公共施設の管理全般にかかわって、公共施設等総合計画について伺います。 

 安倍政権のもとで、新自由主義的な経済政策が地方自治体にも押しつけられて矛盾が深刻になってい

ます。国際競争力の名のもと、地方自治体に大企業のもうけのための大型開発や規制緩和を押しつける

一方で、社会保障は自助・共助の支え合いに転嫁する解体路線で、住民の福祉と暮らしを破壊し、地域

経済の低迷・衰退に拍車をかけています。同時に、地方創生の名のもとで、今、全国の自治体で、公立

病院、学校、保育所、公民館、図書館など全ての公共施設を対象に、統廃合など集約化が計画・実施さ

れています。また、窓口業務や公共施設運営など、公的サービスの民営化と民間委託を自治体に求めて

います。そこで、背景としては２００６年３月までに推し進められた平成の大合併が地域の衰退をもた

らしましたけれども、住民と自治体の批判は大きく、さらなる市町村合併を進めることは難しい状況が

続いてきた。そのもとで、いよいよサービスの拠点となっている公共施設の集約化と自治体間連携でも、

行政サービスの統合・集約を進めることで、地方や社会保障への国費の支出を抑える。その分を国際競

争力強化のためのインフラや再開発等に充てていくという狙いです。 

 私は、公共施設等総合計画は、こうした国のアベノミクス路線の中心に位置づけられた施策の一つで

あるという認識を持っていますし、それが大事だと思います。それで、品川区は、２０１２年７月策定

の公共施設有効活用プランを発展的に継承するものとの位置づけですが、中身について伺いますけれど
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も、有効活用プランにある新規施設抑制、新規施設の検討の際には既存施設の統合や複合化を含め検討。

存在意義のゼロベースでの検証。売却も選択肢とする。民間に任せられるものは民営化、指定管理者導

入へという、この考え方はそのまま引き継がれるのでしょうか、伺います。 

 同時に進め方についても伺います。今回、パブリックコメント、今、素案・骨子が閲覧に供されてい

ますが、パブリックコメントではありません。パブリックコメント要綱の第３条にはパブリックコメン

トの対象を示しておりますが、区の総合的な施策に関する計画等の策定および重要な改訂はパブリック

コメントの対象だというのはあるのですけれども、まさにパブリックコメントをやるべき案件だと思い

ますが、当然、新宿区でもこの案をつくっていますが、昨年１１月末から１カ月間、行いました。パブ

リックコメント要綱第４条では、適用除外の４項目を示しておりますが、今回、どこに該当して除外し

たのか、それもお伺いしたいと思います。また、この前身となる有効活用プランのときはパブリックコ

メントは実施したのでしょうか、しなかったのでしょうか、伺います。 

○柏原企画調整課長  公共施設の有効活用プランの策定から、今回の公共施設等総合計画ということ

で検討を行っているという状況でございます。先般の行財政改革特別委員会でも、その骨子というとこ

ろをお示しはさせていただいたところでございます。その際にも触れさせてはいただきましたけれども、

公共施設有効活用プランで考えております基本的な考え方、委員のほうからご案内していただきました

けれども、その考え方は基本的には継承していくというものでございます。 

 それから、現在、閲覧に供させていただいてございます、これは骨子という段階の部分でございます

ので、そういった中で、多くの方に見ていただくということで、ご意見も含めた形で閲覧という流れに

させていただいたものでございます。それで、今回、総合計画をお示しする中で、これまでにも、今年

度の行財政改革特別委員会の中でご意見をいただきながらということでございますので、区民の代表で

ある議会の皆様からご意見をいただいているということで、そういったところで意見の聴取はさせてい

ただいているというものでございます。それで、公共施設有効活用プランの際には、これは内部の計画

というところもありまして、こちらのほうではパブリックコメントは実施はしてございません。 

○安藤委員  有効活用プランの中身は継承するということですので、非常に、施設削減・抑制の方針

はそのまま引き継がれたということだと思います。 

 それで、パブリックコメントのところは、第４条で適用除外の４項目を、区がつくった要綱で書いて

いるのですが、このどこに該当して、今回、パブリックコメントを適用しないとしたのか、そこははっ

きりお答えください。 

 それと、今回、第２２回品川区世論調査でも、この公共施設について伺っていますが、ホームページ

に、公共施設についてという項目についての解説もありますが、この結果等について解説しております。

公共施設の総量についての考えを尋ねたところ、「今ある全ての公共施設は必要あるものであり、現状

維持すべき」が３９.５％、「足りていないと思うので増やすべきである」は２０.７％、「多過ぎると

思うので減らすべきである」は７.４％となっていますと紹介していますが、区民意向は明らかなので

す。やはり貴重な公共施設を維持、増やしてほしいというのが６割を占めるということです。 

 それで伺いますが、コストの問題も問題にしていますけれども、毎年２５億円のコスト超過がこれか

ら予想されるので、削減も必要だみたいなこともおっしゃっているのですが、品川区はこれだけ基金を

積み立てて、健全財政も述べているのですが、毎年２５億円のコスト超過を予想としていますけれども、

財源を確保できないという認識なのですか。それも伺いたいと思います。 

○柏原企画調整課長  現段階で骨子という形でお示しさせていただいているというところでございま
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す。先ほども申し上げましたとおり、議会の皆様方と議論もさせていただいた中でということで、意見

を伺いながらというところで進めさせていただいたということでございます。今回、この骨子を閲覧さ

せていただいているということで、一定程度、パブリックコメントに準じた形でのやりとりはさせてい

ただいているという認識に立ってございます。 

 それから、コストの面のお話がございました。コストの面につきましては、これも行革委員会のほう

で何度かお示しはさせていただいてございますが、現在ある区有施設を今後３０年間、今の状態で維持

管理するだけでも、年間で８０億円程度の経費が平均でかかるというところが試算として出ているとい

うことでございます。そういったことからしますと、このコスト、こういった経費をどうやって抑えて

いくのか。過去３０年と比べても、２５.９億円のコスト増が見込まれるというところでございます。

ここを抑えるというのが１つポイントだというのは、お示しさせていただいたというところでございま

す。こういった状況が見える中で、どういった形で効率的に進めていくかというのが、今回のこの計画

の１つの柱であろうと思ってございます。 

 財源に関しましては、今後の経済状況等々、もろもろございますけれども、一定程度の経済状況で、

今の区の財政が維持されるというところも見込みながらのことでございますので、これがすぐなくなる

か、足りる、足りないという論点よりは、こういった、先を見たときのコスト増がかかるところをどう

抑えるかという視点での計画ということでございます。 

○安藤委員  すぐ足りる、足りないというわけではない。コストを削減していく。将来的に、何とい

うのですか、適切な維持管理でコストを縮減していくというのは大事なことなので、それはそうなので

すけれど、私は、その中で大事な区民施設を削減するというのはいけないということを言っているわけ

です。 

 それで、パブリックコメントなのですけれども、準じていると言いますけれど、準じているというこ

とでパブリックコメントではないので、これは大問題なのではないですか。みずからがつくった区民参

加の仕組み、要綱に違えていると私は思ってしまうのです。説明がないので、そのように捉えるしかな

いのですが、一体どこの条項でパブリックコメントを省略しているのか。区民の貴重な財産をこれから

統合、ともすれば売却ということも含む計画を、パブリックコメントをしないで、その説明もないとい

うのは、私は大問題だと思いますけれども、いかがでしょうか。 

 それと、昨年のことですけれども、私は長寿命化により、より長く使い続け、施設としての価値も高

めつつコストも縮減していくという、更新期を迎えたインフラ、もちろんたくさんあります。これから

迎えていきます。維持管理計画はもちろん必要だと思います。それで、維持管理の仕事というのは、こ

れからどんどん壊してつくるといったものとは違い、中小企業の仕事にもなってまいります。長寿命化

を主眼に据えた計画にこそすべきだと思いますけれども、伺いますが、長寿命化を進めることで更新コ

ストが減らせて、維持管理コストはもちろん増えてしまう面はあると思いますが、トータルで更新コス

トを減らせるわけですから、私は経費は大幅に減らせるという認識なのですが、区もそういう認識でよ

ろしいのでしょうか。 

○柏原企画調整課長  繰り返しのご答弁になってしまいますけれども、今、骨子という段階でお示し

させていただいて、ご意見を伺いながらということで閲覧に供させていただいています。こういった、

やらせていただいているという段階で、これはパブリックコメントに準じた形での行動とこちらは認識

してございます。 

 それから長寿命化のお話がございました。長寿命化の考え方は大切だと思ってございまして、こちら、
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新しい計画のほうにも長寿命化の考え方は入れさせていただいてございます。ただし、建物、鉄筋コン

クリート等にしても、６５年であったり、そういったところで寿命というものが来るわけでございます。

そうしたところを見据えたとき、長寿命化する中でもやはり限界といいますか、やはり更新するタイミ

ングが出てきます。ですので、長寿命化をした上で更新にかかる費用、そういったもろもろのことを、

算出といいますか、シミュレーションしたときに、年間８０億円程度かかるということが出ております

ので、そういったところでいかにコストを抑えるかというための考え方を示したのが、この計画という

ものでございます。 

○安藤委員  骨子ということなのですが、今後、パブリックコメントを必ず行っていただくよう要望

したいと思います。 

 それで、長寿命化でコスト削減というのは大切だというお話でした。これによりまして更新コストを

減らせるわけですから、長い目で見れば大幅に経費は削減、抑制することができます。だから、こちら

を中心にしっかりと進めていただきたいと思います。それで、これから少子高齢化という話、この委員

会でも随分出ていますが、これを克服していくためにも、高齢者が増えていくということも考えても、

私は、公共施設をめぐる 大の課題というのは、子どもや高齢者、障害者、どの分野をとっても、公共

施設が不足しているという問題だと思います。品川区は施設不足問題をどう解決していこうとしている

のか伺いたいと思います。 

○柏原企画調整課長  長寿命化ということをこちらの計画にもうたわせていただいて、それをした上

で、建物というのは限界が来ますので、そこに合わせての更新ということをお示しさせていただいたと

いうことでございますので、長寿命化だけで物事が解決するとは認識してございません。 

 それから、今後の行政需要に対してどうやって施設の考え方を示すのだというところが、今、お示し

させていただいている公共施設の計画でありますので、皆さんのご意見を伺いながらつくったこの計画

に基づいて進めていきたいというのが区の考え方でございます。 

○安藤委員  長寿命化だけでは無理だという話ですけれども、これから 大の問題というのは、障害

者の施設も足りていないという話もさせていただきましたし、高齢者はこれから増えていくわけです。

確実に施設不足が進んでいくわけです。ここに対しての問題をどう考えているかというのを伺ったので、

もう一度お伺いしたいと思います。 

 それと、私は、人口の減っていく、そして財政も厳しいと言いますが、先ほど、今すぐ足りなくなる

わけではないというお話でした。そうだと思います。３０年、４０年を見据えた１０年間計画です。今

から３０年、４０年後のことを考えて、削減するということを決めてしまってはいけないと思いますの

で、そうした施設の削減、統合化などを今から決めないように求めますけれども、いかがでしょうか。 

○柏原企画調整課長  繰り返しの部分はございますけれども、こちらは、今後のそういった行政需要、

それから人口の動きといったところを踏まえて、計画をつくって進めていこうというのがこの計画です

ので、この計画をお読みいただいた中で、区の考えがおわかりいただけるのではないかと思ってござい

ます。 

○本多委員長  次に、渡部委員。 

○渡部委員  １６１ページ、２０５ページの辺で、いよいよクレジットカードを導入して税金を払え

るというところで、ここの中でのお話と、１８１ページの自治会活動賠償責任保険加入助成のところで

伺ってまいります。 

 何度かご質問もさせていただいて、クレジットカードの納付が便利だ、僕は入ったらいいなと思って
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いまして、この間、質問させていただいて、平成３０年１月から税のほうが、そして、その後４月から

国保のほうがというようなことでプレスにも出ていまして、よかったと思うのですが、実際、これを入

れるとなりますと、今回、予算書のほうでさまざまな経費が上がっています。そのシステム改修のとこ

ろと、いわゆる課税する徴税費の部分とで、導入経費と改修経費なのでしょうか、出ているのですが、

実際のところ、ペイジーとクレジットはまた別だと思うのですけれども、どれぐらいずつ、割るととい

いましょうか、経費がかかるのか。それと、これを入れることによって、例えば毎年毎年、いわゆるラ

ンニングコストというのがまた別に発生してくるものなのか。発生するのであれば、どれぐらいになる

のか教えてください。そして、そのクレジット納付のやり方もさまざまあると思います。例えば東京都

の自動車税ですと、自分のところのサイトから入っていってとなりますけれども、いわゆる、よその税

金のクレジット納付になりますと、僕はＹａｈｏｏ！公金というのを調べていて、そこのシステムがい

ろんなところのが入っていてとは思ったのですが、Ｙａｈｏｏ！だ、何だというのは置いておいて、ど

のような形でいくのか、ちょっとそこまで教えてください。 

○黒田税務課長  それでは、クレジット納付の関係のお尋ねでございますが、まず経費でございます

けれども、プレス発表等で出しております経費は、委員お尋ねのとおり、システム改修等を含めた金額

で６,９５４万９,０００円とお示ししておりまして、税の部分の、いわゆる手数料等でかかる経費につ

きましては、予算書の２０５ページの、クレジットカード、ペイジー収納導入経費ということ

で、６６０万円余を計上させていただいております。ランニングコストの部分でございますが、クレ

ジット納付を利用しますと、決済額の１％をクレジット会社に手数料として支払う必要がございまして、

そのうちの自治体負担分と利用者負担分というのを定めて、一定程度の金額までは自治体が負担して、

それ以上は利用者が負担すべしという国の通知もございますので、そういった関係で、これから手数料

の水準等を決めますので、今のところ、ランニングコストにつきましては算出しておりません。ただ、

先行自治体に伺いますと、年間収入額の１％程度がクレジットで収納されているというような実績も

伺っておりますので、そういったところから、これから算定してまいりたいと考えてございます。 

○渡部委員  本当に１％、大きいか少ないか、結構クレジットの１％というのは大きいかと思います。

今、手数料の話もいただきました。ご答弁もいただいてしまった感じなのですけれども、実際、その自

治体によって手数料も違いますよね。何万円以上、１００円とか３００円とかいうのがあって、これか

らだということですので、そんなに、やはりお客様のご都合でクレジットで納付される方、それぞれ手

数料、その必要分というのをお支払いいただくべきだと僕も思いますし、逆にそれでクレジット納付す

ることによって、納付者のほうにも実は利益がある仕組みですよね。クレジットカードというのは、ど

こかの、それこそ特定の会社のポイントでも集めている方などだったら、例えば大きい額の納税が毎月、

毎月はないですね、例えば国民保健などになりますと毎月、結構な額がぼんぼんといきますと、その分、

ポイントで返ってくるというような仕組みもありますから、それなりの手数料負担はいただくように、

しっかりこれから考えていただいて、スタートに合わせてほしいと思うのですが。 

 それで、今、各自治体等で、１％ぐらいが先行自治体ではクレジットによる納付があるということで

した。そうしますと、その自治体と同じような感じでの、１％ある。今、当然、やっていないから０％

なのですけれど、これから１月の導入に向けてどのような周知をされていく予定なのか。といいますの

が、多分ですけれど、口座引き落としでなさっている方でも、クレジットが始まるということになりま

すと、クレジットのほうに切りかえる方が基本的に１％と、そういう可能性があるわけです。そうしま

すと、この時期に変えておかないと、実は引き落とされてしまってなどということもあると思うのです。
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ただ、クレジットになると、前に課長に伺ったところ、特別徴収みたいに１回登録してというわけでは

なくて、毎月毎月、引き落としの作業もしていかなければならないようなところも伺ったのですが、そ

の辺の細かい仕組みですとか、どのタイミングで、例えば口座引き落としを依頼していたのであれば、

切っていただいて、クレジットに切りかわるなども、ある程度、周知いただけたらうれしいと思うので

すが、その辺はいかがでしょうか。どのように周知をされていくでしょうか。 

○黒田税務課長  これが平成３０年１月スタートということで、これからシステム改修等の詰めも

行ってまいりますので、間に合う時期に、広報等で、クレジット納付の開始ということはお知らせして

いきたいと思いますが、委員からご指摘がありましたとおり、給与天引きの方はクレジット納付は当然

利用できないということもありますし、今現在の法律では、クレジット納付は都度払いでしかできない

ということで、毎回、納付書から番号を決済サイトに入力して決済いただくという形でございますので、

区としましては、払い漏れの防止と申しましょうか、納め忘れの防止で、口座振替につきましては収納

率に多大な貢献がありますので、口座振替も推進していきたいというところがございますので、その点

もあわせて、どのように案内していくかというところを検討してまいりたいと考えてございます。 

○渡部委員  そうですね。口座振替していただいたほうが間違いないのですけれど、前にも言ったと

思いますけれど、それなりに、例えば３月３０日にクレジットカードで支払おう、３月の分を支払おう

と思って入れると、実はカード利用者の引き落としというのは５月１０日とか５月１５日ですから、す

ごく資金繰りも助かるし、ポイントも入るしということを、一般的に考える方もいらっしゃると思うの

です。ですので、クレジットカードが始まりますというところでの何か質問等があった場合は、丁寧な

対応をこれからもしていっていただきたいと思いますので、これは、では要望にして、この質問は終わ

らせていただきます。楽しみにしています。 

 １８１ページです。自治会活動賠償責任保険の加入助成ということで、本年度から新たにスタートい

たします。地域活動課長ともお話ししていて、僕も気づかなかったのですけれど、町会で入っていたふ

れあい保険だと、こちらに書かれているような、町会でやっているようなちょっと危ないこと。その、

ちょっと危ないことというのは何なのだろうというと、実は、朝、町会の人が一生懸命やっていただい

ている、交通安全のパトロールといいましょうか、旗を持っている見守りですとか、夜警、それでもっ

て、たしか資源回収なども、あれだけ一生懸命やっていただいていて、何か事故が起こったら、これは

保険の対象にならないようなところで、その辺もケアしていただくということですから非常にありがた

いものだったのですが、今まである保険と、今度ある保険と、２つ入るような形になるのかで。ふれあ

い保険のことは、町会で当たり前に入っていたわけなのだけど、ここだけ助成という書き方になってい

るのが、どういう意味合いなのか。いわゆる、こういう保険がありますよというので、任意に入っても

らって、１００％ではなく、ある程度、町会負担などが発生するのかどうなのか、今までの保険との違

いも含めて、その辺を説明いただければと思います。よろしくお願いします。 

○伊﨑地域活動課長  町会保険のご質問でございます。現在入っていただいています、ふれあい保険

でございますが、こちらは品川区用に特別に契約しています保険でございまして、町会連合会が入って

いただきまして、区がその保険料を助成するという仕組みになっております。こちらにつきましては、

今ご指摘いただきましたように、保険料との関係で、危険行為、夜間パトロール、交通安全、それから

廃品回収などは保険の対象外ということになっております。こういったことから、町会の活動支援を強

化するということで、今回、来年度から保険を改め、ふれあい保険はやめまして、改めて今回、計上さ

せていただきました、自治会活動賠償責任保険、こちらは既存のパッケージの保険でございますが、こ
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ちらに加入をしていただこうということになりました。こちらも町会連合会が加入していただき、町会

連合会に区がその保険料を補助するという仕組みでございます。いずれにしましても町会のご負担はご

ざいません。 

○渡部委員  すごく、今までのふれあい保険のほうで、危険なことというものに対する認識というの

も違ったのですが、交通安全も危険なのだ、夜警も危険なのだ、それこそ資源回収等していただいてい

るのも危険なのだと思っていたのですが、その辺が全てケアされるということで、ただ、今その３つを

事例に出しましたけれど、逆に申しますと、今までケアされていなかったような町会行事も、ほぼほぼ

と言っていいのでしょうか、細かく、これはいい、あれはいいと詰めていったら、まただめなものも出

てくるのかもしれないのですが、今、品川区内で町会・自治会が活動しているような内容であれば、今

回の新しい保険で全て賄っていけるというような形なのでしょうか。それと、あともう一個、ふれあい

保険のときと今回の保険によって、金額規模がどれぐらい変わってきたのかというのがわかれば教えて

ください。 

○伊﨑地域活動課長  新しい保険も当然、保険でございますので、適用外、対象外のものが保険の契

約の中にございます。ただ、ちょっと細かくは申し上げませんが、そちらを見る限りは、町会・自治会

が通常の町会・自治会行事として行っていらっしゃるものは、特には対象外となっていないと読み取っ

ております。あとは、個別の事象につきましては、また個別にご相談していきたいと考えております。 

 金額でございますが、保険料は、お示ししてありますように２,１００万円余ということで、これま

でが６００万円余でしたので、３倍以上となっております。受け取る交付金といいますか、支給額のほ

うにつきましても多少変更がございまして、賠償責任につきましては２億円から５億円にアップ、それ

から死亡・後遺障害につきましても３００万円から４００万円にアップということで、こういったとこ

ろが保険として拡充されております。 

○渡部委員  本当に、さまざまな活動を町会がやられていますので、いつ何どき、何があるかわから

ないという中では、このような形にしていただいたのは本当にありがたいし、町会の方々も喜ぶと思い

ます。それで、これから４月から始まるのだと思うのですけれども、しっかりと、ここのところは徹底

的に周知していただきたいというのがまず１つと、あと、あわせて、実は町会の中でも、よく知ってい

らっしゃる町会などがあると、独自でイベントなどにも、これは、ふれあい保険できかないからという

ので入っていたケースがあるようです。そうした場合、逆にそういう保険、 も加入していれば上乗せ

で出るのか、もしくはそういうのがあるから、その分除外されるのか、その仕組みはいいのですけれど

も、もしそういうのが特に必要なくなるようであれば、今まで別の保険に入られていたのが、今回この

保険でケアできますというようなところまで言えるのか、どうなのか。その辺も多分、今まで独自で

入っていらっしゃるようなところというのは、興味があるというよりも、聞いていってどうするべきな

のかと悩みどころだと思うのですが、その辺というのは、もうしっかりと、この保険に入ったから大丈

夫なのですと、ある程度、言っていけるのでしょうか。 

○伊﨑地域活動課長  この保険は、町会・自治会の行事であるというものに対して出る行事ですので、

町会・自治会が行う行事につきましては対象となってまいります。ですので、詳細も含めまして、４月

の町会・自治会長会議の中できちんとご説明を差し上げ、また個別の案件につきましても、地域セン

ターをはじめとしてご相談を承っていこうと考えております。 

○渡部委員  後のお願いになりますけれども、意外と、ふれあい保険も、ただ保険に入っていると

いうだけで、仕組みなどというのはわからなかった、そのまま流れていっていたようなところもあると
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思うのです。そういうところにも、あえて、やはり品川区はさまざまな活動支援を町会でもしていただ

いていますから、その支援だけではなく、何か起こったときにも、この保険で手当てができるのです、

しっかりと活動してくださいというような１つの手段にもなり得ると思いますので、丁寧なご説明をお

願いしたいと思います。時間が来ましたので終わります。 

○本多委員長  次に、木村委員。 

○木村委員  １６７ページの上から３行目、しながわ平和の花壇事業、そして１７１ページの水と緑

の市町村との交流事業、同じページの、しながわ発見出会い事業からの質問です。 

 本区は、昭和６０年３月２６日、恒久平和と核兵器廃絶の願いを全世界にアピールするとともに、そ

の実現に寄与することを内外に表明するため、非核平和都市品川宣言を行いました。宣言の趣旨であり

ますけれども、核兵器廃絶と恒久平和確立の精神を継続的に広く普及させるとともに、戦争の悲惨さ、

平和の大切さを次世代に伝え、区民の平和意識の高揚を図っています。品川図書館には平和資料コー

ナーを設置し、普及啓発では、ＪＲ大井町駅前に誓いの灯、平和のモニュメントをしながわ中央公園、

非核平和パネル展は毎年、品川区役所などで開催しております。また、しながわ平和の花壇や平和の誓

い像を設置し、また区内の中学校、新たに５校に、平和を象徴する花、カンナなどを植樹する事業が行

われております。このような、悲惨な過去を二度と繰り返さないために、本区では非核平和都市品川宣

言事業を推進してきました。私は、誰一人として争い事を願っている人間はいないと思っています。先

ほども、区の姿勢をお聞きいたしました。この平和宣言、平和を守ると、もう一度、力強いお言葉をい

ただきたいと思います。 

○久保田総務課長  私ども、昭和６０年に非核平和都市品川宣言をいたしまして、それからいろいろ

な平和の事業を行っているところでございます。この精神に基づいて、核兵器の廃絶と恒久平和確立の

精神を広く区民に普及するために、ご紹介のありましたような、しながわ平和の花壇、また子どもたち

を長崎や広島への平和使節派遣事業、それ以外にも、それぞれ区民の方々に平和を訴える事業を続けて

まいりました。これからも、こうした事業を通して、恒久平和確立の精神を広く区民に訴えていきたい

と考えております。 

○木村委員  まず、品川区からまたそういう力強い発信をお願いしたいと思います。 

 次に１７１ページの上から３行目ですけれども、山北町との交流事業、７８９万円余、そして４行下、

同じく早川町、１,５３１万円余から質問をいたします。なぜこのように大きく、予算の違いがどこに

あるのかお聞かせください。 

○伊﨑地域活動課長  山北町、それから早川町との市町村交流についてでございますけれども、山北

町の交流事業につきましては、予算内容は主に、ひだまりの里、こちらは山北町と品川区が協同で運営

している施設でございますけれども、こちらの関係経費が主でございます。早川町につきましては、交

流バスツアーということで、バスツアーを企画して、多くの区民の方に広くご利用していただこうとい

うことで、ツアー経費が主なものとなっている、そういったところが大きな予算の違いとなっておりま

す。 

○木村委員  神奈川県の山北町とは、昭和３６年４月１８日に、水と緑のふれあい交流の協定を結び、

交流を深めていますけれども、その４行下の山梨県の早川町ですけれども、これは平成２年４月１９日

に、ふるさと交流協定を結び、活発な交流を続けてきております。水と緑に象徴される自然環境の豊か

な市町村との交流事業を通じて、健全でうるおいのある区民生活の実現を図るためにとあります。自然

に触れる機会の少ない区民に、少しでも緑に触れていただくための事業だと思いますけれども、山北町、
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それから早川町ともに、年間何人ぐらいの利用者があるのか、また交流人口は増えているのでしょうか、

ここ数年のデータがあれば教えてください。 

○伊﨑地域活動課長  交流の実績でございますけれども、平成２７年度につきましては、山北町

が４,２００人で早川町が２,６９０人でございまして、ここ数年、特に大きな動きはございません。 

○木村委員  品川区では、山北町の丹沢湖まつりなどに伝統芸能団体の派遣、山北町からは、また品

川区に、しながわＥＣＯフェスティバルや、また、しながわ夢さん橋のイベントに物流店を出店して交

流を続けてきておりますけれども、今後、本区はこの交流を通して、町民の皆さんに対し品川区の何を、

そして区民の皆さんに山北町の何を感じてもらいたいのか、また１人でも多くの皆さんに知っていただ

くために、どのような周知をしているのでしょうか、お知らせください。 

○伊﨑地域活動課長  山北町につきましては、やはり品川区民の方には、ふるさと交流でございます

ので、この交流を通しまして、今、委員ご指摘のとおり、自然環境豊かな山北町のよさを感じていただ

いて、こちら、ひだまりの里で貸し農園等をやっておりますので、こういうところでの活動を通しまし

て、まちの皆さんと区民の皆さんでご交流いただくというところを目的としているところでございます。 

 また一方、山北町の皆様におかれましても、品川区に、いろいろなイベントのときにおいでいただき

まして、山北町の物産などのご紹介をいただくなど、まちのＰＲに努めていただいているところでござ

います。 

○木村委員  そうですね。次の、中ほどから少し下にありますけれども、坂井市交流ツアー、２０５

万円余ですけれども、今回、坂井市と初めての交流ですけれども、交流を始める基準というのは何かあ

るのでしょうか。そして、全国の市町村から申込というのか、交流をしたいというような申込があるの

かどうか、お聞かせください。 

○伊﨑地域活動課長  山北町・早川町につきましては協定を結んで、長年、深いかかわりでやってお

ります。それで、今回、計上いたしました坂井市のツアーでございますけれども、坂井市とは、全国連

携プロジェクトをきっかけといたしまして交流が始まりました。今年で３年目となりますけれども、そ

の一環としまして、品川区の皆さんに坂井市の魅力を知ってもらうということで、こういったツアーを

企画したものでございます。 

○木村委員  その１行下にありますけれども、またこれはちょっと違う事業ですけれども、しながわ

発見出会い事業というものがありますけれども、これを見ると、何となくお見合いのような事業だと

思っていたのですけれども、そうではないということでありますから、これの内容をお示しください。 

○伊﨑地域活動課長  しながわ発見出会い事業でございますけれども、この事業の目的としましては、

品川区にかかわりのある若者、特に２０代、３０代を中心にしまして、従来の学校や職場を超えた地域

のつながりの場、あと出会いの機会を提供するということで、交流の輪を広げるとともに地域の活性化

を図るということを目指しているものでございます。 

○本多委員長  次に、塚本委員。 

○塚本委員  私からは、１６５ページの、大学との協働の推進、それから１９９ページの防災体制整

備費、大体この辺で、防災対策全般みたいな話になるかと思いますが、そこで質問させていただきたい

と思います。 

 初めに大学との協働の推進なのですけれども、今年から始める事業ということで、プレス発表もされ

ております。区と大学との包括的な連携ということで、教育、文化、健康、福祉、産業、観光、環境、

まちづくり、いわゆる区のあらゆる政策的なところについて大学との連携をするということで、大学側
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としては教育・研究機能の向上、また区においては地域の課題解決といったことが狙いとして示されて

おりますけれども、対象の大学としては、星薬科大学、立正大学、清泉女子大学、昭和大学の４大学と

品川区の連携ということになっております。いわゆる品川区内にある主立った４大学が全て連携先とい

うことになっていると思うのですけれども、まずこの４つの大学と連携協定に至った経緯、それから、

プレス発表でも若干は触れられておりますが、当事業で大学側としての期待する点、また区側が期待す

る点について詳しく話をしていただければと思います。よろしくお願いします。 

○久保田総務課長  大学連携についてでございますが、まず経緯でございます。この４大学とは、そ

れぞれ時期は異なりますけれども、現在、品川区は包括協定を結んでございます。その前に、それぞれ

の大学と品川区の事業で連携していたということはございます。そのときは、個々の品川区の事業に対

して大学が協力してくれたり共催してくれたり、そういう形で個々の連携ということがあったのですが、

そういう形ではなく、包括的に大きな連携の協定を結ぼうということになりまして、星薬科大学から順

番に、それぞれ大学とも話し合いながら、包括的な協定を結ぶことで、さらに教育や文化、健康、福祉、

産業、観光等の分野においての連携を進めていこうと。大学と区、組織としての協定をきちんと結びま

しょうと。その上で、それぞれの事業を推進していこうということで結んだというものでございます。

この協定を結んだことによりまして、大学側から期待するものにつきましては、やはり各大学も、 近

では地域社会貢献活動に対して非常に関心が高いということでございます。大学の運営にもそうですけ

れども、これから次代を担う人材を育成する上で、地域貢献というものを大学が重く捉えているという

ことも聞いてございます。こういったことを、より推進していきたいということが、主な期待されるこ

とということでございます。品川区といたしましても、大学が持つ教育や福祉など、それぞれの機関、

機能がございます。そうしたものを区政の中でいろいろと活かしながら区政を進めていきたいという思

いがございまして、こういう中で両者が期待しながら連携を進めているというものでございます。また、

協議会を立ち上げて、さらに今度は大学間の連携も進めていきたいということで、事業を進めていく予

定でございます。 

○塚本委員  大変に期待したい事業だと思っておりますけれども、このプレス発表の中で、事業予算

として幾つかありますけれども、地域社会貢献活動支援補助金というところで１００万円の予算という

ことになっております。これがどういった目的、どういった活動に充てられるというものなのか、ご説

明をいただければと思います。 

○久保田総務課長  地域社会貢献活動支援補助金でございますけれども、こちらは新規事業というこ

とで、今回、立ち上げました、しながわ大学連携推進協議会というものを推進していくために、それぞ

れの大学の地域社会貢献活動等のために資していただきたいということで、経済的支援をするというも

のでございます。主な内容等につきましては、しながわ大学連携推進協議会主体のプロジェクトを実施

する際の経費や、また各大学において社会貢献活動を実施するときの経費に充てていただきたいという

ことで、この補助金を創設したものでございます。 

○塚本委員  わかりました。この事業についてなのですけれども、包括的な協働の推進という前に、

清泉女子大学の方々と、空き家のいろんな品川区内でのフィールドワークというか、そういったことを

なされていることと、我々もちょっとかかわる機会があって、昨年だったでしょうか、研究発表会みた

いなものの場に参加させていただいて、本当に一生懸命に品川区の課題に向かって取り組んでいる学生

たちの姿に触れまして、大変にやはり、こちらとしても非常に、学生ならではのさまざまな知見や意見

などすごく新鮮で、ものすごくありがたいというか、将来期待したいというような思いもあったのです
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けれども、こういった事業の継続性がひとつ大事かと思っていまして、学生たちは一年一年で変わって

いってしまうし、そうすると、また新しい人になっていくわけですけれども、事業の内容としては、品

川区的に、政策課題はいろいろ１年単位で解決するという単年度のものではなくて、継続してトレース

しながら解決していく、あるいは発展させていくというようなことが、一つ一つのテーマにおいてはあ

るのではないかと思うのですけれども、そういった継続性みたいなところについて、どのように、この

事業がより発展、大きな成果をおさめていく上で必要になってくるところかというところで、区のお考

えをお聞かせいただきたいと思います。 

○久保田総務課長  継続性についてでございますけれども、先ほどもご説明しましたが、大学連携推

進協議会というものを今年の２月に立ち上げました。濱野区長を座長にいたしまして、各大学の学長、

また副学長をメンバーといたしまして、それらに加えまして実務担当の各大学の方にもご出席いただき

まして、これからは年に１回、総会を開きまして、その中で、各大学と区との連携、また大学間の連携

等について確認しながら意見交換をしていくということでございます。そうした中で、それぞれの事業

の継続性や、また新規の事業をどうしていくかというようなことを、発展的に検討していきたいと思っ

てございます。また、それに加えまして、今回立ち上げるにあたりましては、各大学のほうから、やは

り大学の特色を活かした活動がしたいという意見がございまして、どういうことかといいますと、やは

り学生を参加させるような活動をやっていくのが、やはり大学連携の目標というか特色ではないかとい

う意見がありましたので、これからは各大学の代表の方、学生に選出していただきまして、何をやるか

はまだ決まっていないのですけれども、どういった社会貢献活動ができるかということをディスカッ

ションしていただいて、それぞれ各年の目標を立てて、そういったものを具体的に活動していっていた

だきたいと考えているところでございまして、この３月２３日に、１回目の学生を集めたディスカッ

ションを開く予定でございます。 

○塚本委員  わかりました。あともう一点なのですけれども、こういった形で品川区との連携の中で

勉強された学生が、卒業後も、こういった活動をその後、非常にいろんな、それで得た経験というか知

見というか、そういったものを活かす場というのでしょうか、そういった学生たちが、さらに卒業後も

活躍または活動できるような点についての、何か現時点での考えというか、そういうところがあるのか

どうか。あるいは、考えだけでなくて、具体的に何かそういうものが今後、展開されるような予定みた

いなものがあれば、そういったところも教えていただければと思います。 

○久保田総務課長  立ち上げるにあたりまして、大学から地域貢献の大切さというのを、大学がすご

く認識されています。学問ができて社会に出るというだけではなく、その学問を勉強して学んで、それ

をそれぞれの企業や、役所でもそうなのですけれども、社会に出たときに、地域貢献ということをきち

んと学生時代に植えつけていきたいということで、地域貢献活動に対して大学も関心が高いということ

でございますので、できれば品川区の企業等に勤めて地域貢献をしていただければ一番なのでしょうけ

れども、それで卒業した大学生がそれぞれの地域に行って貢献してもらいたいという願いを込めて活動

しているところでございます。 

 それで、品川区への卒業生等の貢献につきましても、これから協議会の中、また学生のディスカッ

ションの中で検討していきたいと考えてございます。 

○塚本委員  本当に、将来に向けてさまざまな成果が、大学側にとっても、また品川区にとっても期

待できる、そんな事業にしていっていただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 続きまして、１９９ページ、防災体制整備費のほうなのですけれども、昨年、熊本地震が起こりまし
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て、その後のいろんな災害の復旧対策というところで、品川区としても、たしか現地に行かれて、教訓

や、また品川区への防災対策への参考というようなところで、調査というか視察というか、なされてい

るかと思いますが、そこで得た教訓や、今後品川区に活かすべき防災対策といったことについて、簡単

にお知らせください。 

○古巻防災課長  熊本地震における区の考える教訓という点でございますけれども、今年１月に熊本

のほうを視察させていただきました。また、昨年には防災担当課長会という場で熊本に、私は２度ほど

行かせていただいておりますけれども、そこで得られました教訓として、大きくは避難関係のさまざま

な課題が浮き彫りになったのかと考えております。それから、受援といったような課題もありますけれ

ども、避難関係につきましては、避難所の運営でありますとか避難所外での避難、それから要配慮者へ

の対応やペットの避難といったようなものが課題として浮き彫りになったのかと考えています。 

 また、受援という面で言いますと、他自治体からの人員の受け入れの体制でありますとか物流の体制、

それから国がプッシュ型支援への対応等をやっておりまして、そういった各種支援への対応というとこ

ろも、体制をきちんととるということが大切なのかというところを感じたところでございます。また、

いろんな予防対策に関しましても、被害想定が、実は国の被害想定等が、かなり正確な被害想定があっ

た。その被害想定に対してきちんと備えるということの大切さ、それからさまざまな情報収集や発信の

部分、そういったところの大切さということも感じたところでございます。 

○塚本委員  今ご答弁がありました避難関係、またプッシュ型支援といった国の支援についてという

ところでご答弁いただきましたけれども、昨年の第４回定例会で、この辺のことで私も、物資輸送の件

について質問させていただきました。道路をしっかり、確保というか安全を保って、物資が通れるよう

な、ハード的面のインフラ整備というのもあるのですけれども、もう一方で、きちんと避難物資などが

避難所に、必要なものが必要なときに届くような、ソフト的なインフラというところでの整備の大切さ

というところも訴えさせていただきましたけれども、昨年の１２月２０日に、熊本地震での被災地の支

援についての検証作業を進めているという政府の作業部会のほうでも、特にＩＣＴ、スマートフォンな

どを使った物資輸送のシステム、物資輸送の事業者等とも連携した、そういったことについての提案と

いうのもされているかと思いますが、この辺の今の検討状況をお聞かせいただきたいと思います。 

○古巻防災課長  ＩＣＴを活用した、そういった情報の共有でありますとか、やりとりといったとこ

ろの部分のことかと思いますけれども、具体的にまだ区としてというのは、統一した見解というのは出

せていない部分がございますけれども、さまざまな重要性があると認識して、研究を進めているところ

でございます。 

○塚本委員  ぜひ、この辺のところの検討をしっかりと進めていただきたいと思います。よろしくお

願いします。 

○本多委員長  次に、西本委員。 

○西本委員  まず、２１１ページの大井町サービスコーナー業務委託という話がありました。それを

見て、庁舎も考えていくという答弁だったと思いますが、答弁を聞いていますと、庁舎における窓口業

務というのを何か軽く見ているような感じがしてなりません。やはり窓口業務というのは、一番区民の

皆様に接する方々なのです。それで、当然、迅速性、それで正確性というのが必要だということですが、

も大切なのは、やはりそれだけではなくて、区民の皆様としっかりおもてなしをもって接するという

ところになりますので、ちょっとそれを軽く見ていないかということで、そのお考えをお聞きします。 

 それから、１６３ページのＷｉ－Ｆｉですけれども、これは約１億円。高くないですか。何か、すご
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く高いと思うのです。設置の目的は何でしょうかとお聞きします。 

 それから、１８９ページの地域スポーツ施設開放です。学校施設を貸していただいておりますけれど

も、用具の破損があった場合に対応はどうなされているでしょうか。そこら辺の使用者に対しての確認

もしくは認識をどのようにされているのかお聞きします。 

 それから２０１ページの備蓄物資ですけれども、この中に液体ミルクを入れてはいかがでしょうとい

う提案。それから、しながわ防災体験館、土曜日が閉館になっております。ただ、町会であったり自治

会での防災訓練というのは土曜日にされているのが多いのです。土曜日に、限定的でも開けるというこ

とは考えられないのかということをお聞きします。また 後に、防災訓練です。第２回定例会でも一般

質問でいたしました。避難所シミュレーションゲームの導入を再度ご検討願いたいと思っておりますが、

お考えをお聞きします。 

○提坂戸籍住民課長  戸籍住民課の扱っております窓口業務と申しますのは、身分関係や居住関係を

扱っているもので、非常に大切なものだと考えております。それで、もちろんお客様を軽く扱っている

などは毛頭ございません。迅速性・正確性をもって証明書をお出しするということと、あと接遇の問題

で、いろいろと区民の皆様から厳しいご指摘も受けているのが事実でございます。それで、民間のさま

ざまな経験、専門的な能力、おもてなし、その辺も活用させていただいて、お客様に証明書を間違いな

くお渡しすることと、気持ちよく帰っていただくということを念頭に、民間委託のほうも考えていきた

いと存じます。 

○仁平情報推進課長  Ｗｉ－Ｆｉの経費のお尋ねでございます。今回、約１億円弱の中身は、まず整

備費が７,０４１万円、それと、今までつくってきた分とこれからつくる分の運営費で２,７４８万円と

なっております。 

 これの目的なのですが、これまでは屋外でサービスを提供する形をとってまいりました。来年度より

例えば公共施設にも、区民のサービス向上を考えまして、整備を進めていくことにしたものでございま

す。それと、今後、平成２９年となりますけれども、議会関係の使用タブレットの展開やデジタルサイ

ネージの導入、それと、先ほど申し上げましたけれども、集会施設等での区民の利用と、この辺を視野

に入れて積み上げた結果が、平成２９年度の経費となっておりますので、これの通信インフラの整備と

なりますと、それなりのアンテナの数が必要になってまいりますので、これほどの経費になっていると

いう形になっています。 

○池田スポーツ推進課長  学校施設開放における備品類のことでございますけれども、学校の備品に

ついては、使用者側に、 後に原状回復して返すこととなっておりますので、もし破損等を行った場合

につきましては原状回復していただくということでお願いしているところでございます。 

○古巻防災課長  防災対策に関するお問い合わせに関してお答えさせていただきます。 

 まず、液体ミルクの導入でございますけれども、現在、国が、こういった液体ミルクに対して認可と

いうか販売を認めるような形の動きをしておりますので、その動向を見据えて、必要性を確認しつつ判

断してまいりたいと思います。 

 それから防災体験館の土曜日の開館につきましては、現在、日曜日を開けているというところで、平

日以外のところのご利用を担保させていただいております。土曜日に関しまして、庁舎の開庁日との関

係もございますので、このあたり、関係部署との協議をした上で判断していきたいと考えております。 

 それから、避難所運営ゲームに関しましては、今年度、しながわ防災学校のメニューとして取り入れ

まして、町会のほうで一度、実施しておるというところと、あと訓練では、職員向けではございますけ
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れども、区内一斉防災訓練の中で管理職向けに実施したという実績がございます。また、来年度以降、

町会への紹介、それから、しながわ防災学校での取組みといったものを継続していきたいと考えており

ます。 

○西本委員  お客様を軽く見ているのではなくて、窓口業務こそ非常に大切な仕事だということを

言っているので。そして、今の答弁ですと、では職員は劣っているということになるのですか。専門の

方々というようなことで。そうなると、職員の方ができないから、ほかにお願いするというふうにとら

れてしまうので、そうではなくて、職員の方々自身が窓口業務の大切さということをきっちり考えてい

ただいて、やはり区役所の顔になるのです。その顔がなくなるということなのです。そういうことも含

めて考えていただきたいと思いますが、その件に関しての答弁をお願いいたします。 

 それからＷｉ－Ｆｉですが、やはり高いです。もっと安いのがあるはずです。それで私は、これはＷ

ｉ－Ｆｉの中で、外国人の、オリンピック・パラリンピックを絡めて観光、これは別のところでやりま

すが、観光のほうと絡めて推進していけないかという主張をしていきたいと思います。これは観光のほ

うでやりますので、結構です。 

 それから地域スポーツの件ですが、使用者が、できれば傷害保険などというのを必ず入っていただく

ような形をとっていただきたいと思います。そういうのがわからずにして、壊してしまって、どうしよ

うということではなくて、きっちりと対応した上で、対応を考えた上で使用していただく。やはり何よ

りも学校施設なので、子どもたちの教育に差しさわるようなことがあってはいけないと思いますので、

修理も迅速にやっていただきたい。それと、使用者側も責任を持って、使用後も原状復帰ということで

責任を持ってやっていただきたいので、もう少し強く言っていただきたいと思いますが、それに対して

お願いします。 

 それから備蓄に関してもよろしくお願いします。 

 体験館については、やはりもったいないので、やはりたくさん使っていただきたいと思いますので、

今後、検討をお願いいたします。 

 シミュレーションのほうは、今後、導入を考えていただけるということです。これをやると全然違い

ます。初期の避難所がどういう運営をしなければならないのか。避難所の運営は、避難所運営の組織が

ありますよね。そこでやっておりますので、混乱したときをどのようにさばいていくのかというのは、

やはりシミュレーションをやると具体的によくわかりますので、ぜひこれは進めていただきたいと思い

ます。幾つか答弁をお願いいたします。 

○提坂戸籍住民課長  職員は個々、窓口業務の重要性を十分認識しておりまして、研修も受けて、能

力補充に努めているところでございます。その中で、民間にできるものは民間に任せようということで、

証明の発行のみ民間のノウハウを使って委託を進めていくというところでございます。それで、窓口の

受付で疑義があったりした場合は、職員が相談等をお受けして丁寧に対応していくということでござい

ます。 

○仁平情報推進課長  経費の面でございますけれども、ちょっとやはりご家庭で導入するＷｉ－Ｆｉ

のルーターなどとは、この辺の経費とサービス内容がまるで違います。１アンテナ当たりのカバーでき

る人数等も大きなものがありますので。それと、アンテナの位置まではどうしてもケーブル工事が必要

になってまいりますし電源工事も必要になってくるということで、この辺の経費を積み上げますと、こ

のぐらいの予算になるということでございます。 

○池田スポーツ推進課長  保険の加入につきましては、スポレク推進委員会、地域スポーツクラブ等
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で周知していきたいと思います。 

○本多委員長  次に、渡辺委員。 

○渡辺委員  １８９ページ、オリンピック・パラリンピック関連でお願いします。 

 先週末、ちょうど障害者スポーツを見る機会が多くありまして、その中で、区が主催行事だったパラ

リンピックを契機とした障害者スポーツの講演ですか、戸越体育館で車椅子バスケットボールの催しに

参加することができて、ものすごく、何でしょう、刺激を受けたというか、とにかくすごくいい感想で

す。私だけではないです。来場者の方に聞いていてもそうだったですし。なぜかというと、講演の講師

の方、車椅子バスケットボールの選手の方がいらっしゃって、お二方のトーク。何が聞きたいかという

と、それで行動する大切さというテーマで、アスリートの方の言葉に力があったという点が一番だった

のですが、特に講演の場合、好評な場合とそうでない場合。シンポジウムやパネリストの方というのは、

なかなか難しいと思うのです。でもやはり、仮によかった、好評だったケースの方は、正直、もっとほ

かの機会でいろんな人に聞いてもらいたいという思いがありました。そんな観点から、こういう講演活

動、いろんなシンポジウムは必要だと思います。好評だった場合の講師の、キープと言ったら変ですが、

次につながるようなことをぜひやっていただけたらと思いました。 

 それともう一点、この日の仕掛けの中で、まずシンポジウム的なものが１つ。それで、同じ会場、体

育館だったのですが、半面を、やはり体験プログラムということで、お子さんや親子連れも車椅子に

乗ってバスケットボールを体験する。また、見ていてもデモンストレーション的なものを、パラリンピ

アンといいますか、パラリンピック経験者のアスリートの方が２名いらっしゃったので、見ていても大

変楽しかった。やはり話だけ聞くというのも結構つらいものがあるケースも多い中で、この組み合わせ

は 高によかったかと。要は来場者の満足度という意味ではかなり高かったのではないかと。今後の活

動でもぜひ取り入れられたいと。 

 また、この日、東京ガスが協賛としていろいろな取組みをパネルで実例紹介をしていたのです。結構

な方が、やはり自然に入口から見て、こんな取組みがあるのだと。私も含めて、知らなかったことを

いっぱい知れたという思いがあります。そういう意味で、やはり企業の協力というのはすごく効果的で

はないかという点と、さっき言ったシンポジウム、軸でいいのです。講演が軸のときの複合化ではない

ですが、他の企画とのセットの構成というのはすごく魅力的に感じました。そういう意味で、やはり来

場者の方の満足度を上げるためにどうしていくか。今後に活かすべきかと思ったので、この２点をまず

伺います。 

○小川オリンピック・パラリンピック準備課長  ご指摘いただきました３月４日のパラリンピック啓

発講演会でございますが、戸越体育館を会場に、初めての試みではございますが、アリーナを半面に分

けまして、１面を講演会の会場、１面を体験会の会場という形でやらせていただきました。特に車椅子

バスケットボールにつきましては、今回、オリンピック・パラリンピック準備課としては初めてでござ

いますが、今までも小・中学校等で体験等をやっていたということもございますし、また新年度の予算

では、車椅子バスケットボールの国際大会のときに練習会場として総合体育館を提供するということも

ございますので、そういったことでつながるかと思っているところでございます。 

 また、企業との協賛でございますが、こういった形の協賛というのは、これまでも、企業ではないの

ですけれども、例えばロータリークラブのご協力ですとか、あとはしながわ役立ち隊との協力ですとか、

いろいろタッグを組んできたところでございます。初めて企業と協賛いたしましたが、スポンサーの一

つであるということと、区のつながりがあったということで、東京ガスにお声をかけたところ、心よく
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今回引き受けていただきまして、パネル展示ですとか景品の提供につながり、アンケート結果によりま

すと、参加者等の満足度も大変高かった事業となったところでございます。 

○渡辺委員  今の企業の、特に、ちょうど雑談の中で、この日の東京ガスの方、エリアの責任者の方

だったので、いろんな地域を見て回ると。１つ、やはり品川区は、障害者スポーツの展開にかなり活発

ですねというのを具体的に言っていただいたということを、あわせてご報告したいと思いました。 

 それで、リオの視察の話も先ほどありました。報告書もさることながら、私も訪問した際に、視覚障

害スポーツの責任者、現地のリオの会長にじかにお会いして、かなりな時間、１時間以上お時間をとっ

ていただいた中で、印象的だったのが、オリンピック・パラリンピックを開催するときは大変大きな

チャンスであると。というのは、やはりそのまま、リオもそうですし、ブラジル全体が、やはりバリア

フリーの観点、国民の関心、あるいは補助、あるいはサービス全般が非常に世界的にもおくれていたの

だと。ところが、開催が決まってから急激にサービス全般が加速したと。大分、整ってきたのだと。ま

だ道半ばではあるが、オリンピック・パラリンピックを開催できることは 大のチャンスであるという

ような趣旨のお言葉がありました。そういう意味で、今、もちろん東京都が中心でありますが、品川区

も独自に開催周知を進めている効果、この点を伺えればと思います。というのは、私たち自民党も、石

原都政の招致の段階から、オリンピック・パラリンピック東京開催に向けて、この政策を強く推進して

きました。軸として大きな理由は、まず日常の区民サービス向上に大きく活かせると確信してＰＲして

きましたし、議会等でもさまざまな発言がありました。雑駁に言えば経済効果。まず、これは日本全国

にある。２つ目は、先ほどの事例のように、障害者スポーツをはじめとしてバリアフリーの加速など福

祉政策の加速ができる。そして、もちろん観光・商業・産業。これもわかりやすい事例です。地域経済

にとってもそうですし、あるいは 近の健康志向の高まりですとか、高齢者社会に向けてもある。そし

て防災まちづくり。やはり今、セキュリティ対策も含めて治安のこと。このオリンピック・パラリン

ピックには、国を挙げて、相当、東京都も力を入れる。あるいは学校教育においても、国際化はもちろ

ん体力向上の点と、挙げればきりがないのですが、かなり多くの施策を、もともと課題であったこと、

あるいはやるべきことが加速され充実できる。まさしく、当たり前のことかもしれませんが、大きな

チャンスと捉えている。そういう中で、今、開催周知。昨年度よりも、この予算書を見ればレベルアッ

プを感じます。どんな効果、大きな目標、施策目標を改めて教えてください。 

○小川オリンピック・パラリンピック準備課長  東京２０２０大会につきましては、品川区にとりま

しても、ソフトの面、ハードの面で大きなチャンスであると捉えて、これまでも施策を展開してきたと

ころでございます。特に障害者スポーツにつきましては、品川区といたしましてもいち早く展開してき

たところではありますが、今回のオリンピック・パラリンピックの大会を契機といたしまして、ブライ

ンドサッカーを軸に、学校をはじめとしていろいろなところで体験し、また準備課としても、いろいろ

体験コーナーを出したり、出前体験教室を開いたりということで、障害者スポーツの理解につながるよ

うに心がけていったところでございます。 

 そうした面で、ソフトの面でも、障害者スポーツを軸とした、子どもたちを中心に夢を与える事業で

すとか、子どもから高齢者まで全体で、オリンピックを契機に全体が盛り上がって、品川区全体が活気

づき、さらに元気になって品川区の魅力を発信するという機会になればということで、目標を持って取

り組んでいるところでございます。 

○渡辺委員  もう、これはやればやる中で、 初の想定よりも、波及効果を含めて、いい意味で膨ら

んでいく、本当に施策の中心に間違いないと確信しております。その中で、プレス発表と各事業のとこ
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ろで伺います。 

 勉強会の講師派遣という関係です。これに関しては、おそらくなのですが、想像も含めて、やはり大

規模な集まり、大規模な講演会などではなく、数名の集まりに関係の方が行かれること、こんなところ

が期待されるところかと思います。というのは、大人数ですと、どうしても一方的な情報発信、受けと

めで終わってしまう。交流的なものにも活かせるのかどうか。どんなところを想定しているか。私が聞

く限り、ニーズがありそうなのが、やはりスポーツ団体のお集まり、代表者会議や役員会、あるいはま

ちづくりの会議体、もっと言えば商店街や各種団体や、特に地域貢献意欲の高いところ。そういうとこ

ろに、著名人ではなく実務型の方、例えば、都レベル、国レベルの競技団体の関係者、あるいはこれも

企業、オリンピックに従事している情報のある方。こんな方が行くべきだと思いますし、多分そういう

ことかと思っています。施策の目的というのを１つ伺います。 

 もう一点、関連して、こうやって派遣した相手先、団体等は、今後の区の活動には、おそらくかなり

協力的なことが見込める。うまく、こういうことを契機に応援団になってもらう。サポートしてもらう。

頼む作業というのもあわせてつけたらどうかなどと思っております。 

 もう一つ、壁画ＰＲという観点で、庁舎にオリンピック・パラリンピックのエンブレム掲載というの

がプレス発表にもありました。これはぜひ広がっていくのかと。というのは、オリンピック・パラリン

ピックはどうしてもエンブレム使用には制約があり、かなりきついと思われます。そういう中で、地域

の方、事業者の方が使いたくても使えない。品川区であれば使えるという利点をフル活用。次年度でな

くても構いません。品川区ならできることとして、例えば、より多く３競技応援を知ってもらうことは、

先ほど言った効果が、かなりなところで、オリンピック・パラリンピックを知ってもらうこと、盛り上

がることはいろんな効果が見込める。そうであるならば、例えば拠点駅。大井町駅であれば、アトレと

かイトーヨーカドーとか、ビルの壁、壁面に、例えば公的なＰＲ、画像なのか何か。あるいは五反田駅

も大きな建物があります。また、大崎駅や大森駅。こういう拠点駅をまず目安に何かチャレンジしても

いいのかと。建物への、壁画もそうですし、もっと言えばプロジェクションマッピングみたいなことが

できるのかどうかも含めて、ぜひ、これから壁画ＰＲ、庁舎が第１弾であれば、ホップ・ステップ・

ジャンプ、やったらどうかという思いで伺います。 

○小川オリンピック・パラリンピック準備課長  まず１点目の勉強会等講師派遣制度の創設でござい

ます。こちら、区内の団体等が、２０２０大会に向けて、知識の習得や機運向上のために、例えば事前

キャンプですとかホスピタリティハウスですとか、新たな単語が出てきておりますので、こういったこ

とを、勉強会や講演会を開催した場合に、講師へ支払う謝礼について一部助成するというもので、上限

が３万円で、年間８回分を想定して２４万円の予算を計上させていただいたものでございます。 

 こちらにつきましては、委員ご指摘のとおり、大きな団体というだけではなく小さな勉強会形式のと

ころでも、ある程度、想定してございまして、その講師を派遣した後も、さらに、今、しながわサポー

ター制度も創設しておりますので、そういったご案内をするですとか、次につなげることも考えてござ

います。 

 次に、庁舎の壁のエンブレムの掲示でございますが、こちらにつきましては、３階のプラッツァから

入って、戸籍住民課のほうの入口と、それから障害者福祉課のほうの入口と、それから第二庁舎の入口

のところ、３カ所を想定しているものでございます。ご指摘のとおり、大会エンブレムの使用につきま

しては大変多くの制約がございまして、区役所は大丈夫という確認をとりまして、今回、予算を計上さ

せていただきました。今後、例えばスポーツ施設、講演ですとかに、こちらのエンブレムを活用した横
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断幕ですとか懸垂幕ですとか、そういったものも考えてございますので、できるだけ区内全般の公共施

設はエンブレムでいっぱいにしていきたいと考えているところでございます。 

 具体的に、駅の拠点等のお話をいただきましたけれども、やはり、何か１つでもスポンサー以外の企

業のロゴマークなどがエンブレムと同じ壁面には絶対に並んではいけないというような厳しい制約がご

ざいます。ただ、ＪＲは、今、スポンサーになってございますので、ＪＲはそういったご相談には応じ

ていただけるのではないかということで、例えば大井町駅とか、地域の方々もご要望をいただいており

ますので、そういった形に発展していったらということは考えてございます。まずは庁舎の壁画から３

カ所、展開していきたいと考えてございます。 

○本多委員長  次に、のだて委員。 

○のだて委員  私からは、５７７ページの災害復旧特別会計について伺います。 

 この特別会計は、条例に、「災害時における救助、復旧、復興をスムーズに行い、経理を明確にする

ために設置する」とあります。総務委員会条例審査の説明では、「災害対応について現状でできないこ

とがあるからではなく、より対応を十分なものにしておく、および会計の明確化のために特別会計を設

置する」とのことでした。特別会計がなければ災害対応ができないわけではないということを確認させ

てください。 

○秋山財政課長  災害復旧基金をつくったときにご説明を差し上げましたけれども、この基金がなけ

ればできないということではないという私の答弁は間違いございません。 

○のだて委員  そうすると、なぜこれが必要なのかわかりませんけれども、今でも災害対応はできる

ということだと思います。そのもとでやっていく、そして会計を明確にしていくということも言ってお

りますけれども、明確にする理由は何なのでしょうか。しなければいけないものなのでしょうか、伺い

ます。 

○秋山財政課長  特別会計の設置の意味というのは、会計は全て１つの会計でもって行うというのが

原則でございますけれども、特別会計については、一定の特定の事業を行う場合に、その他特定の歳入

をもって特定の歳出に充てて、区分して経理をする必要。要するに、今回で言えば災害の復旧という特

定の事業に対して、特定の歳入、基金繰入金をもって、一般の会計、歳入・歳出と区分して、わかりや

すく経理をする必要があると考えたので、今回、特別会計を実施したというところでございます。 

○のだて委員  なぜ、わかりやすくしなければならないかということをお聞きしているので、ご答弁

願います。 

○秋山財政課長  １つは、災害復旧時に、どのようなことが発生するのかというところもあります。

それから、それに対して区が何ができるのかというところを明確にするというところ。それから、委員

会のときにご説明させていただいたのは、震災直後の一、二カ月の間に必要な財政的な準備をするのだ

というご説明を一番 初にさせていただいております。それは、国や都からの資金が自治体まで届くま

でにタイムラグがあるというところを見て、そこの期間に必要なものを、まずはそこで確保する。それ

で、確保する場合には、それは一般会計でも確保はできますけれども、それをわかりやすく、経理を明

確にするために、特別会計を設置したということでございます。 

○のだて委員  何ができるのか明確にするためだということですけれども、それは一般会計でやって

いっても、何ができるのか明確にすることはできると思います。タイムラグもあるというお話もありま

したけれども、このタイムラグの期間というのはどのぐらいになるのでしょうか。予備費など、現在の

仕組みでも、タイムラグの間で対応できるのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。 
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○秋山財政課長  一般会計で今回の規模の準備を計上するとなりますと、一般会計に１５億円の使わ

ない可能性のある予算が計上されるということになります。これは、財政規模が膨らむというようなこ

とで、なかなか弊害があるのではないかということを考えております。それから、タイムラグの話です

けれども、これは１つは自治体まで届くタイムラグというものもございますし、例えば予算を使うにし

ても、議会での補正予算の議決等々をいただくという期間も含めて、おおむね一、二カ月と想定はして

いるものでございます。 

○のだて委員  その一、二カ月の間で、補正予算、予備費など現在の仕組みで、それよりも早く執行

することはできないのかということをお聞きしたので、伺いたいと思います。あとは、何ができるのか

明確にというところでは、計画をつくったりしていく中で、区が何ができるかということは検討できる

と思うのですけれども、この特別会計でなくてもできるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。 

○秋山財政課長  予備費は、計上しているのは３億円程度でございますので、それ以上の予備費を積

むということは考えておりませんので、その範囲の中でしかできないということになります。そうする

と、先ほどもお話ししたとおり、１５億円を予備費にするという案もなくはないですが、必要以上のも

のを積む必要はないのではないかと考えてございます。 

 それから、計画というのは、あくまでも計画でございますので、予算という具体的な仕組みの中で何

に使うかというのを、今回、特別会計としてお示ししたというところでございます。 

○のだて委員  予算という具体的なものを示したということですけれども、別に計画の中で具体的に

していくことも可能だと思います。予備費は例で挙げておりますけれども、ほかの現在の仕組みで１５

億円の対応というのはできないのでしょうか。 

○秋山財政課長  初にお話を申し上げたとおり、この特別会計がなければできないものではないと

お話ししましたので、答えとしては、できるということになりますが、今までご説明させていただいた

ような理由から特別会計を設置させていただいたというところでございます。 

○のだて委員  特別会計がなくても対応は可能だということだと思います。 

 次に、どこまで特別会計でやるのかという問題です。条文には、「救助、復旧、復興のために設置す

る」とあります。復興というのは、長期的なまちづくりにも関係してくるものであり、性急な執行はす

べきではないと思いますし、委員会審議でも、「特別会計の当初予算には、どんな復興が行われるのか

想定できないため復興は入れない」という説明でした。復興まで条文に入れたのはなぜなのか、理由を

伺います。 

○秋山財政課長  条例上に「復興」の文字が使われているということでございますけれども、これは

委員会でもご説明をさせていただきましたが、災害の復旧や復興という文言に対して明確な定義という

のは、今、日本ではございません。災害救助に関しては、災害救助法という中に定義がございます。そ

うした中で、一、二カ月の短期的な予算執行のためにこの特別会計をつくったのですが、その中に、当

然、一、二カ月ですから、長期的な復興に対する予算というのは毛頭入るわけがないと考えておりまし

て、そういうことですので、復興予算は想定はされていませんけれども、しかしその期間内に執行した

事業に、復興というものが明確な定義がないということであるので、事後的に復興に区分けをされたり

などということが入るかもしれないということもありまして、復興という言葉を入れさせていただきま

した。今回、そういう意味では、被災状況調査というのも復興に向けての調査ということであれば、こ

このごくごく一部に類するのではないかという考えもできるかと思っております。 

○のだて委員  定義が曖昧ということですけれども、辞書を引くと、復旧は、壊れたり傷んだりした
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ものをもとの状態にすること。復興は、一旦衰えたものが、再びもとの盛んな状態に返ることとありま

すけれども、これとは違うということなのか、伺いたいと思います。あわせて、同じ認識でなくても、

ある程度、分けているからこそ、今回、当初予算でも復旧までになっていると思いますけれども、区の

認識もあわせて伺います。 

○秋山財政課長  お示しいただいたのは辞書の定義ということでございます。辞書の定義どおり、例

えば発災後から３６時間で復旧が終わり、３６時間以降からは復興だというような区分けができるわけ

もありませんので、復旧、復興という名前に明確な定義がないというのはそういう意味で、明確に分け

られないという意味でお話をさせていただいたものでございます。したがいまして、条例の中に復興が

入っているからといって、復興までフリーハンドで区が何か使えるという説明をした覚えもありません

し、そういうことはできないと考えているものでございます。 

○のだて委員  今の説明だと、時間の区切りが曖昧だということで、復旧・復興を分けることができ

ないということでしょうか。あと、例えば復興のための調査であれば、復興になるかもしれないという

お話もありましたけれども、それは運用上の問題で、復旧のための調査とすれば、復興を入れる必要は

なかったのではないかと思いますが、いかがでしょうか。 

○秋山財政課長  繰り返しの答弁にはなりますが、復興というのが明確に、何々の事業は復興である

というのがきっちり決まっているわけではございませんし、決められるものでもないという状況の中で、

どういうものにお金を使うのかという条例のつくりでございますから、救助、復旧、復興、そうはいっ

ても、防災ですとか大きいくくりではなくて、範囲を狭めて条例をつくらせていただいたという意味で、

「災害救助、復旧、復興」というものでつくらせていただいたという判断でございます。 

○のだて委員  範囲を狭めたと言っておりますけれども、復興まで使えるということは、相当範囲が

広いと思います。復興にも使えるということだと思います。私が懸念しているのは、復興の名のもとに

再開発が行われて、もといた住民が追い出されてしまうのではないかということです。現に阪神・淡路

大震災でも再開発が次々行われ、住民が追い出されてしまいました。こういった面からも、特別会計を

設置し復興にまで充てていくことはやめるべきだと思いますが、いかがでしょうか。 

○秋山財政課長  復興という名のもとに再開発というご意見でございましたけれども、品川区では再

開発事業を行っていく際には、必ず予算を立ててご審議をいただいて議決をいただいて執行しているも

のでございます。今までも議決を経ずに再開発に使ったということはありません。今回も、災害復旧の

この会計についても、一、二カ月の短期的なというお話をさせていただいております。それ以降の復興

については、もちろんそれ以降に、予算執行のために議決をいただくわけでございますから、復興につ

いて何かフリーハンドで使えるようだというご説明をされているようですけれども、それは正確ではな

いと申し添えておきます。 

○のだて委員  そうであれば、やはり復興とあるということは、そういった長期的復興にも使ってい

けるということになってきてしまうのではと思います。条文上は、復興としか書いていません。また、

この基金をつくって、新たなため込みをしていくということになっていくという懸念もあります。こう

した仕組みづくりはやめるべきだと思いますけれども、いかがでしょうか。 

○秋山財政課長  今、防災の特別会計をつくらなくても、何かあったときは、復興に対して一般会計

の中で補正予算を立てて予算を使っていくということになります。一般会計からも、今、災害復旧特別

会計をつくる前までも、一般会計から復興に予算を使うわけですから、おっしゃられるような、復興だ

という名目で特別会計から無尽蔵に資金が出ていくというような話は正確ではないと考えているもので
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ございます。 

○のだて委員  復興については、長期的なまちづくりの関係もありますし、しっかりと吟味し、住民

の声も、そして議会の審議も聞き入れて進めていくことを要望しておきます。 

 後に、復旧に対応することも大切ですが、被害を未然に防ぐ予防策も必要だと思いますので、積極

的に進めてください。 

○本多委員長  次に、いながわ委員。 

○いながわ委員  一般管理費、１６３ページ、しながわＷｉ－Ｆｉスポット事業、区民施設費

で１９３ページ、文化センター経費と、賦課徴収費の２０５ページ、ご当地ナンバープレートの導入経

費ということでお伺いしていきます。 

 先ほど午前中、我が会派のエース、松永氏からも質問がありました。大体、この質問の内容で、今回

計上されている運営費で整備費の内容は大方理解させていただきました。この 後の「等」という部分

についても理解させていただきました。 

 それで、１度聞き漏れなので改めてなのですが、文化センターをどのような形で、今年度これに入っ

ているのか、どうなのかということと、さまざまな通信事業者との連携というのは、先ほど、高いか安

いかという、僕も判断できませんけれど、そういった技術革新の中で、通信事業者との連携をとること

によって費用が抑えられるのであれば、それは抑えていくべきだと思いますが、でもしっかりとこの

サービスはやっていただきたく思います。その中で、調査というか、研究なのか、通信事業者とのそう

いうのを、今、どういう状況になっているのかを教えてください。 

 そして、先ほどちょうど、きゅりあんの屋上から照射というか電波を飛ばしているのに干渉するとか

しないとかという話だったのですが、おそらく干渉するのであれば、干渉しないような、技術的な部分

でクリアできるのではないかなどと思うのですが、実際どうか。 

 あと、昨年の第４回定例会で、「都市型観光を推進する際には、情報推進課と文化観光課が連携をと

ることが必要です」と質問させていただいて、ご答弁では、「連携して設置の箇所の拡充を図る」とい

うことでご答弁をいただきました。実際、Ｗｉ－Ｆｉスポット事業に関しては、こうして予算立てをさ

れて載ってくるので、すごく理解できるのですけれども、観光の視点で考えたときのＷｉ－Ｆｉスポッ

トの設置を、どういう形で庁内で話し合いや連携をとられているかというのがなかなか見えてこないの

で、オリンピック・パラリンピック推進特別委員会でも区民委員会でも私は質問させていただいている

のですが、実際、しているという話なのですが、本当にしているのかという部分でお伺いします。 

 次です。文化センター経費に関して、５館ありまして、その５館のうちのプールを擁するところが荏

原文化センターだと思いますが、７億円余の維持運営費の中にはプールの運営も含んでいるのか、どう

なのか。そのプールにライフセーバーがいらっしゃるのですが、そういった人件費などというのも、こ

の中に入っているのか、どうなのか。あと、たしか文化センターは耐震改修をして、非常にきれいには

なっているのですが、プール、特に利用するに際しての不便は感じないのですが、やはり節々に、

ちょっと老朽化しているのではないかという部分が見受けられるのですが、プールの改修などはお考え

があるのか、どうなのか。あとは、こうした現状の中で、地下に入りますと携帯電話が全くつながらな

いという状況の中で、もし何かがあったとき、そこで見学されている方は一切連絡がとれない状況に

なってしまうということで、通信をどう考えているのかということ。 

 あと、ご当地ナンバープレートなのですが、数年前、私も代表質問で、これはオリンピック・パラリ

ンピックの機運醸成のために、品川区のオリジナルのナンバープレートをつくったらどうですかなどと
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いう話を質問させていただきました。その際、区長からご答弁いただいて、何となく前向きだと私は理

解したのですが、そういうご答弁をいただいて、ようやく３年過ぎて、周りもいろいろなご当地ナン

バープレートもできて、今回こういう形で予算づけをされているのですが、実際、来年の４月１日、平

成３０年度からスタートするということなのですが、今回の１０５万３,０００円というのは何の経費

なのか、お願いします。 

○仁平情報推進課長  まず、Ｗｉ－Ｆｉにつきまして何点かご質問がありました。 

 まず、１点目の文化センターへの整備の考え方でございますけれども、一応、今年度の中には予定は

入れていないのですが、あくまでも予定ですけれども、来年度、文化センターやその他の集会施設もあ

りますので、そちらのほうの整備の計画を見込んでいるところでございます。 

 次に通信事業者との関係でございますけれども、今回、しながわフリーＷｉ－Ｆｉサービス、公園の

ほうを整備したとき、プロポーザルで通信事業者は決めさせていただきました。それでもって現行の

サービスを行っているところでございます。こちらの事業者との関係といいますか、協力が得られない

かということで検討したところ、平成２９年度になりますけれども、次の駅前のほうにＷｉ－Ｆｉを整

備していきます。先ほどちょっとお話ししました五反田、目黒などです。こちらのほうは、やはり経費

がかさんでおりますので、何とか安くできないかということで、通信事業者が公衆電話ボックスの活用

がどうかということで、これは、これから調整していかなくてはいけないのですけれども、こういう手

法を取り入れながら、何とか整備の経費のほうを安く抑えていきたいというところで、事業者の協力が

得られるという予定になっております。 

 次に、悩ましい干渉の問題でございますけれども、電波、区のものだけ強くしますと、今度、ほかの

ものに影響してしまうということがございまして、なかなか難しい問題だと思います。引き続き、技術

革新等ございますので、引き続き研究はしてまいりたいと考えているところでございます。 

○鈴木文化観光課長  それでは、Ｗｉ－Ｆｉにつきまして、区全体の調整と観光との連携というお話

でございますが、今、情報推進課のほうからお話がありましたのは、区の施設等の全体の区としての取

組みでございます。それと連動しながら、観光のほうは、観光資源に近いところであったり、観光コー

スに適したところに設置をということになりますので、区の施設と重複する場合にはそちらで整備しな

がら、独自のところは観光の予算で整備するということで連携しているところでございます。 

 それと、続きまして荏原文化センターのほうのお話でございます。まずプールのほうでございますが、

プールの運営費の中で、管理委託や警備委託、さまざまな管理上の委託契約を結んでおりまして、その

中で監視員といいますか、それから、あと区の独自事業で水泳教室等をやっておりますので、そのとき

のスタッフ等も含めて、しっかりと区のほうで委託して人員を確保しているところでございます。 

 プールの老朽化等のお話ですが、平成２９年度、改めてプールの改修等については経費を用意してい

るところでございます。具体的には、平成２８年度、今年度につきましても、予定をしていなかった不

具合等で、換気扇の交換であったり、それからろ過装置の修繕等を行っているところでありまして、適

宜、予算を立てて対応している改修と、それから臨時の改修ということで対応しているところでござい

ます。 

 後に、地下に入ったときに携帯電話の電波が届かないということでございますが、ご存じのように、

荏原文化センター、もう大分、古い建物ですので、当時、地下のプールで携帯電話等を使うという想定

がなかったこともありますので、区全体のＷｉ－Ｆｉ等の設備の中で、または荏原文化センターの改修

の中で対応していければと考えております。 
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○黒田税務課長  それでは、ご当地ナンバーの予算の経費の内訳でございますが、予算として１０５

万３,０００円計上させていただいておりまして、内訳といたしまして、ナンバー２,０００枚の作成経

費としまして、デザインを含めて８０万円計上いたしまして、デザインの意匠と申しますか、商標の

チェックとして１８万円計上しまして、その他は一般事務経費ということでございます。 

○いながわ委員  Ｗｉ－Ｆｉに関しては連携をとって粛々と進めていただきたいと思います。文化セ

ンターに関しては、ぜひプールを含む環境の整備をしっかりと進めていただきたいと思います。 

 それで、あとご当地のナンバープレートなのですけれど、デザインはこれから募集するとここに書い

てあるのですが、そこはぜひ品川のシティプロモーションと連携した形で、全く違うデザインをしても

しようがないと思いますので、しっかり連携をとってやっていただきたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

○本多委員長  次に、石田秀男委員。 

○石田（秀）委員  私は 初に防災関係の話をさせていただきます。あと、１９５ページ、歴史館、

それから１９７ページ、区民斎場といきたいと思います。 

 もう一度、防災を、私が言いたいのは自助の部分をしっかり区のほうでも伝えてほしいと思っていま

す。自助、共助、公助。公助はもう、備蓄をいろいろして、避難所もどうだとやってくれるのはいいの

ですけれど、国はもう主要幹線道路をまず確保するために、３日間は勘弁してくれと公に言っているわ

けです。区も、それは避難所を開設するにしても、どこまで本当に輸送なにをする。備蓄がそれなりに

あってもすぐなくなる。次の日はどうするんだ。今、それを運ぼうとか、いろいろされていますけれど、

その道路だけでも、どういうふうに整備できるかわからない。そうなったときに、共助、それは今、町

会や区もいろいろやっていただいているから、町会で支えていこう、我々の町会の会議でも、今、そう

いう話が出るようになりました。こうやっていこうという話が町会でも出るようになった。これはこれ

でいいのですけれど、自助の部分。例えば３日分は自分のところで備えてください。それから感震ブ

レーカーもどうぞやってください。だけれども、夜中に来て電気が切れたらどうするの。懐中電灯は必

ず枕もとに置くのだ。そうではないと避難できないわけです。それはやはり自分でそろえてください。

こういう自助の部分をもっと伝えて、３日間、水でもビスケットでもいいのですけれど、そういう、自

分でやれる部分をもっとアピールしていかないと、多分、手を挙げてと言っても、３日分持っています

かといったら、本当に挙がらない。これは、そういうことが、何でも公助でやってくれる、共助でやっ

てくれるという感覚があるのではまずいと思うのです。この辺を強硬に言うべきだと思うのですけれど、

そこら辺の自助の部分の考え方を教えてください。 

○古巻防災課長  ただいまご指摘いただきました自助の考え方でございますけれども、区といたしま

しても、自助の大切さということを、これはさまざまな手段を使いまして啓発を進めているところでご

ざいます。委員ご指摘のとおりでございますけれども、３日間の備蓄。具体的に何日間かということは

ございますけれども、備蓄の大切さでございますとか、日ごろの備えといったもの。何が備えが必要な

のか。それから避難の仕方といったところで、ご自身の身をご自分で守るといったような考え方です。

それから、基本的な備えの必要性を今後、きちんと伝えられるように進めていきたいと考えております。 

○石田（秀）委員  これは、そんなエリアに行ったりすると、明確に７２時間と言っているわけで、

区も７２時間分、必ず自分で何とか生き延びてくれというぐらいのことをするためには、こういうもの

が必要だというのを、それこそリストアップでもしてもらって、いろんなところに出していく。町会に

も伝えて、こういうものもやると。そこに例えば少し助成があっても構わないけれども、自助の部分に
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対しての備えを必ずしてくれということを、もっと強く言っていただきたい。これはお願いだけしてお

きます。 

 それから、区民斎場にしましょうか。区民斎場が、平成２７年度の決算が２２５件。平成２８年度予

算は３００件。今度は２７０件でありますけれども、平成２８年度はどれぐらいの実績かというのがわ

からない。私は、ちょっと減っているのではないのかと思っているのだけれども、この辺の、もし今、

区民斎場の部分については、減っている要因もわかっていらっしゃれば教えていただきたいし、どうい

うふうにしていこうと思われているのかというのをお聞きしたいと思います。 

 それから歴史館なのですけれども、茶室を直すという話を聞きました。直すというか設計をするとい

う話を聞いたのだけれども、その設計というのは、この施設改修経費に入っているのかどうか、ちょっ

とよくわからなかったので、茶室はどういうふうにされていこうと考えていらっしゃるのか教えてくだ

さい。 

○提坂戸籍住民課長  区民斎場のお尋ねの件でございますけれども、実績が減っているのは事実でご

ざいます。事情といたしましては、式を行わない、斎場のほうで直葬を行うという方が増えているとい

うことで、ただ、これから、こういう言い方もあれですけれど、高齢者の方が亡くなっていく件数とい

うのが増えていきますので、一定の需要はありますので、引き続き、平成２９年度は２７０件、一部、

工事期間がありますので、２７０件を見込んでおりますけれど、今後ともその程度の推移は見込んでい

るところでございます。 

○鈴木文化観光課長  歴史館の改修についてでございますが、平成２９年度につきましては、施設改

修経費の中に、具体的な改修のための設計委託の経費を計上させていただいているものでございます。

その改修の程度につきましては、現状、古いものを保存しておりますが、実際に来館者の方に中をお使

いいただけるような状態ではなくて、柱や土台のほうがもう大分傷んできておりますので、それをまず

は維持できる範囲での改修ということで予定しているものでございます。 

○石田（秀）委員  区民斎場なのですけれど、２２５件の決算だったと。それで、今年、また減って

きて、予算としては、３００万円から２７０万円にしてきた。それぐらいは見込めるというお話なのだ

けれども、今言った、直接埋葬される方、それから家族葬だけで、さっと済ませる方。そうすると、あ

そこが２カ所使えて１日だけの利用の方もいるとなると、利用率はすごく下がっているという形をとる

のであれば、私は、先ほど来、オリンピック・パラリンピックなどいろいろあったときに、やはりその

ためにそれを活かしていく話が出ますよね。それであるならば、私はあそこは役目をある程度終わらせ

て、それこそ水辺を活用した、そういう部分のすごいレストランとか、お茶が飲めるスペースとか、そ

れは水辺を見ながらとか、そういう整備もできると思うのです。そういう形にしていく。それには臨海

斎場もあるわけで、臨海斎場も今、では式場だけ、１日のそういう方、今、休憩室も使わないなどとい

うこともあるわけで、そういう部分のところをちょっとでも増やしていけば、私は、なぎさ会館はそう

いう使い方。勝島の、これからいろいろ人も増えてくる。そういう人たちが、散歩したり、憩いの場、

そういうものをつくっていく。この前、富山市に行ったときも、すごくきれいなスタバがあったのだけ

ど、それもすごい、日本一、売上が多いのではないかというようなスタバがありました。こういうこと

も含めて、水辺の活用の憩いの場として、私は、せっかくオリンピックが来るのであれば、活用して、

そういうものをつくっていくべきだと思っているのですが、どうお思いでしょうかというのが１つ。 

 それから、これは歴史館もそうなのですが、確かに茶室は残していくべきだと思っています。基礎と

か、もともと基礎がないような建物なので、あれは大変なのだけれども、そうすると、そのまま倒れて
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はまずいので、ちょっと手を入れるのはいいけれども、それをきっかけに、これも私はもともとずっと

言っているのだけど、歴史館、あれだけ価値があるところに、もっと、それこそまた集客できるような

レストランなり、お茶が飲める喫茶部門でもいいけれども、もっと若い人たちから何から集客できるよ

うな根本的な改修を、私はこれを機会にしていくべきだと思っているのだけれども。だから、建て替え

たりする。茶室は残していくと、全体をやると相当お金がかかるだろうけれど、茶室でも移設すること

もできたり、全体の感じをどういうふうにしていくのだという歴史館の計画を私は立てるべきだと思っ

て、それをオリンピックに合わせて整備していくとか、何かそういう方向性を出すべきだと思うのです

けれど、いかがでしょうか。 

○提坂戸籍住民課長  所管といたしましては、区民斎場、あと臨海斎場もそうなのですが、災害時に

必要な施設ということで考えておりますので、ちょっと水辺の活用というのは、所管としては考えてい

ないというのが実情でございます。 

○鈴木文化観光課長  茶室だけではなくて歴史館全体の整備の考え方でございますが、現在、歴史館

本館の建物も、設置後もう３０年を経過しております。中の配管や設備関係も大分、老朽化しておりま

す。それと、収蔵庫です。今、もう区民の方からの寄附や、区のほうで集めました所蔵品等で、かなり

もういっぱいという状態もありますので、オリンピックに向けて、確かにもう一度、歴史館をさらに活

用するための方策は考える必要があるとは考えております。ただし、とりあえずは、平成２９年度につ

きましては、茶室の緊急的な対応ということで予算を計上させていただきました。 

○石田（秀）委員  区民斎場なのですが、災害があったとき活用できると言うのだけれども、災害の

ときは今は、災害のときもそうだったけれど、基本的には火葬。どんどん火葬していこう。身元がわか

らなくても火葬していこうというのが私の理解しているところで、それはちゃんとＤＮＡとか、そうい

うものは残す。それは残して、できるだけ火葬していこうというのが、多分、災害時の緊急のときだと

思うのです。そういうときは、その対応でもいいわけで、だからといって、斎場が必要だ。そのときの

ために残しておくという考えは、私はちょっと考え方としては違うのではないか。それは、所管がそう

しかというのであれば、考え方として、私はそういうことも考えていくべき。災害のときというのは

ちょっと違うような気がするのだけど、もう一度、そこら辺のお考えをお願いします。 

 それから歴史館については本当に、一番少ないところの補修をして、倒れないようにしようというこ

となのか。そのぐらいはあれとしても、活用する。今の段階では、あそこを利用するというのは非常に

危険だと思うので、それはそれでいいのだけれども、やはり歴史館自体を、それでいろいろ考えていく

というと、やはり、せっかくオリンピックがあるのだから、そういう例えばオリンピックとか、先ほど

渡辺委員からもお話があったように、これをきっかけに種をまいて、それを育てていく。これが、悪い

方向のレガシーになってしまうのはよくないわけだけれど、こういうことをきっかけに前へ向かって、

種をまいたのも花を咲かせていくみたいな、そういうことに、歴史館などは非常に活用できるだろうし、

なぎさ会館もそういう意味では活用できると私は思っているので、そこら辺はもう一度お考えをお聞か

せください。 

○柏原企画調整課長  オリンピック・パラリンピックというところを契機にしながら、施設のいろい

ろな用途で今、使っているものに対する今後のありようといいますか、用途といいますか、そういった

ところのご提案だろうかと思います。一定程度ずつ、老朽化であったり使用の頻度、それからどういう

見せ方をするかという施設のあり方というのは、いろいろあろうかと思います。それで、ご提案いただ

いた内容につきましては、一定程度の魅力あるものという考え方がとれるかとは思うのです。片や、や



－56－ 

はり斎場にしても一定の用途がある。使っている方がいるというところ。それから災害の関係での使用

の関係がある。そういったところを踏まえると、今すぐ何かできるかというと、なかなか難しい面もあ

ろうかと思います。それで、改修であったり、そういうタイミングを見ながら、どういう方向性を持っ

ていけるのかという。先ほど公共施設の計画のお話もさせていただきましたけれども、まさにそういう

タイミングも踏まえながら、施設に関するあり方というのは、区全体としての考え方を持っていきたい

と思ってございます。 

○鈴木文化観光課長  歴史館の建物、それから茶室、庭、全てを含めて、今後の有効活用、特にオリ

ンピックに向けてということでございますが、まずは茶室のほうの対応をしながら、建物自体を建て替

えるのは困難かもしれませんが、区の歴史をしっかりと補完する施設、また区民の方にそれを知ってい

ただく施設。それと、観光のスポットということでも、今、検討しているところでございますので、で

きるだけ有効な活用を目指して、今後のあり方についても考えていきたいと思っております。 

○提坂戸籍住民課長  [時間切れにより答弁なし] 

○本多委員長  次に、こんの委員。 

○こんの委員  私からは、１８５ページ、生活安全推進事業、１９９ページ、防災行政無線管理

費、２０１ページ、しながわ防災体験館運営費と、防災資器材整備助成金からお聞きしたいと思います。 

 まず、生活安全推進事業ですけれども、区の防犯対策を、さらなる対策の強化を求めてお聞きしたい

と思います。そこで、現在、取り組まれている区の防犯対策には、区内の各警察署との生活安全課との

連携があると思いますけれども、その警察署において現在、犯罪の起きにくい社会づくりの実現に向け

て、そうした取組みとして、現役の警察官による、ふれあいポリスという、各警察署に２名ずつ配置さ

れている活動がありますけれど、そのことは区はご認識はありますでしょうかというのが１点です。 

 あわせてお聞きしたいと思います。防災行政無線管理費のほうからは、午前中も何人かの委員の方の

質問がありましたので、そのご答弁も理解しつつ、重なる部分もありますが、質問させていただきます。 

 防災行政無線、いわゆる屋外スピーカー、ここで言うところの屋外拡声支局について、これまで多く

の区民の方々から、聞きづらい、聞こえない、こうしたご意見、ご指摘があって、この問題を解消する

にあたっては、この防災行政無線、屋外スピーカーを補完するという形で、情報発信媒体、例えば防災

ラジオ、例えばＳＮＳを使った対応、こうしたことを、区議会公明党といたしましても提案し、取り組

んできたところでありますが、その中で今回、無線規則の改正に伴って更新されるということですが、

保管媒体は媒体として大事ですけれども、やはり総務省と直接の情報が流れてくる、この防災行政無線

は、何といっても一番の情報発信の媒体だと思いますので、更新されるこの機会にあたって、やはり設

置の状況の改善や、あるいは設置場所の拡充。こうしたことを総合的に考えていくことが大事であると

思いますが、こうしたことのお考えについて確認させていただきたいと思います。 

 あわせて、この屋外拡声支局、いわゆる屋外スピーカー、１３５基あるとありますけれども、現在の

配置について、どのように考えられて、１３５基、設置されているのか。また、現時点で配置の改善が

必要な場所や、あるいは新たに設置が必要な場所というのが懸案として挙がっているのか、現状もお聞

かせください。 

○濵田生活安全担当課長  ふれあいポリスについての認識ですが、以前ニュースで、ふれあいポリス

ということは知っております。それで、まちの町会行事等に参加して、おみこし等を担いでいるという、

こういうことを認識しております。ただ、ふれあいポリス、委員が各警察署に２名ということはおっ

しゃいましたが、調査した結果、実際に品川区４署で２署しかまだおりません。大井署に２名、大崎署
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に１名。それで、運用開始は昨年の９月から行っているということです。 

○古巻防災課長  防災行政無線の更新に関するお問い合わせ、ご質問でございますけれども、現在、

平成２８年度の予算におきまして、現状の防災行政無線の屋外の子局なのですけれども、子局の位置と、

それから聞こえにくい地域の把握をしているところでございます。先ほども申し上げましたけれども、

こちらは現在の配置に関しましては、既に３０年前に、区内に均一にといいましょうか、聞きづらい地

域が出ないような形で配置しておりますが、その後、町並みの変化、マンションが多く建つであります

とか、そういったことがありまして、聞きづらい地域が出てきてしまった。そのようなことがあろうか

と考えています。今年度、平成２８年度、そういった調査を行いまして、子局の再配置や基の更新等を

含めて、今現在、なるべく聞きづらい地域が出ないような形での取組みも進めていきたいとは考えてい

るところでございます。 

○こんの委員  ふれあいポリスですけれども、２警察署では、まだ開始がされていないというところ

ですが、私も 近知りまして、この、ふれあいポリスというのは、近年、警察の人事異動が頻繁で、地

元に精通する警察官が少なくなったことから、地域のことを一から十まで知り抜いた、地域の実情を熟

知した、いわゆる生き字引のような警察官を育成しようと警視庁が考えられたようで、そうした制度で、

各署にこうした地域の方と触れ合いながら、身近に、何というのでしょう、防犯の立場から地域の人と

触れ合っていくというポリスを置くというのがされたそうです。それで、大井警察署では、本当にどこ

の地域のイベントにも出ておりまして、 近、姿を見たのが、大井水神町会のお餅つきで、一緒にお餅

をついたり、あるいは大井庚塚町会の子どもマラソンに一緒に走ってマラソンコースを先導したり、そ

うしたことをしながら、身近に、自然な形で地域の中に入って、安全安心、防犯、こうした活動をされ

て、いわゆる犯罪の抑止力としての存在として活動されているのです。こうした、ふれあいポリスと品

川区はやはり連携して、何かあったときに情報共有したりする、こうしたことが必要ではないかと考え

ますけれども、いかがでしょうか。 

 防災行政無線のほうですけれども、今お考えをお聞きしました。確かに私も感じているところで、町

並みが変わった関係で、やはり再配置というのは必要かと思っております。具体的に１つ要望なのです

が、実は大井町駅の西口のバスターミナルのところは配置がないのです。立会道路の区営駐輪場のとこ

ろにはあるのですけれども、そこからは聞こえない状態なのです。なので、駅そのものにないというの

は、やはり必要な場所にこれから再配置をするのに、そうしたことも検討していただいたほうがいいの

かと思いますけれども、いかがでしょうか。 

○濵田生活安全担当課長  ふれあいポリス、大井署に２名、大崎署に１名ということですが、これは

委員おっしゃるとおり、原則５０歳以上で、定年までその警察署で勤務する。それで、私はどの方とい

うのは、聞いて、後でわかったことなのですが、実際に、いわゆる青パトでのサポート隊の者が、現場

で接触しておりまして、一緒にまちのパトロール等に参加しております。よって、私のほうから今後、

連絡をとって、さまざまな行事等、一緒に連携して行っていきたいと思います。 

○古巻防災課長  ただいまのご質問をいただいた点、大井町駅の西口はなかなか聞こえづらいところ

だというようなご指摘をいただいております。そういった面も含めまして、エリア、まだ具体的に子局

の設置・再配置をする場所というのは検討しているところですので、いただきましたご意見を参考にさ

せていただきながら、より適切な聞こえ方ができるよう全体の考え方を整理してまいりたいと思います。

また、といっても、おそらく、１００％、どこでも明確に聞こえるというような形をとるのも難しいの

も、また確かだと思いますので、先ほどご発言がありましたとおり、代替手段の対応についても、十分
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にここは検討していきたいと考えております。 

○こんの委員  少しだけ時間がありますので、要望だけさせていただきます。しながわ防災体験館と

防災資器材の助成金のほうですけれども、ここに関しては、いわゆる簡易水道消火器、街角消火栓につ

いて確認させていただきたいと思っておりました。ですが、確認というよりも要望で終わりたいと思い

ますが、いわゆる防災資器材の購入、町会の方たちが、この街角消火栓を購入したい、自由でございま

すが、その購入にあたっては、東京都の地域の底力再生事業助成金というのも活用できますので、ご案

内をお願いしたいと思います。 

○本多委員長  会議の運営上、暫時休憩いたします。 

○午後３時２１分休憩 

 

○午後３時４０分再開 

○本多委員長  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 質疑を続けます。ご発言願います。高橋しんじ委員。 

○高橋（し）委員  財政費として、予算編成のやり方ということで、ちょっとページはあれですが、

それと、あと時間が許せば、２１８ページ、監査委員費です。 

 それで、第４回定例会の一般質問で指定管理者制度と債務負担行為についてお尋ねしました。ご答弁

をいただいたのですが、なかなかちょっと理解ができない部分もありまして、また確認させていただき

たいと思います。品川区は多くの施設に指定管理者制度を導入し、行革の一環、そして民間のノウハウ、

サービスを導入しているということで、前向きに捉えております。本会議でもお話ししたのですが、指

定管理者の指定の議案では、多くの施設の場合、指定期間もありますが、債務負担行為の要求はありま

せん。そして今回の予算書についても、施設の運営費の委託料については債務負担行為が含まれており

ません。そこで改めての確認なのですけれど、そもそも自治体は、複数年にわたる債務が明確になって

いる場合には地方自治法が適用され、地方公共団体が債務を負担する行為をする場合には、予算で債務

負担行為として定めなければいけないと。そして総務省は平成２２年、自治行政局長名で、「指定管理

者制度は、指定期間が複数年にわたり、かつ地方公共団体から指定管理者に対して委託料を支出するこ

とが確実に見込まれる場合には、債務負担行為を設定すること」ということを、あえて助言通知してお

ります。総務省のほうに確認したところ、立場はこの通知の立場であると、５年後の現在もそういうお

答えでした。 

 先ほどもお話ししましたが、指定管理は債務負担行為が議決事項であるのですが、予算書にはない。

これは本会議でもご指摘させていただきましたが、予算提出権のない議会に対して、議決事項に指定期

間があるのだけれども、複数年にわたる将来、債務を伴う指定の議決を予算措置のないまま議決してく

ださいという形になっています。これは本来、予算案提示の時期ではなくて、先ほどもお話ししました

が、指定管理者の指定、その議案の提示のときに、５年ということが多いのですが、債務負担行為の要

求を含めた議案を提出して審議するべきではないかと思います。 

 ここで、当時、自治省ですが、現総務省の見解で、年度協定にした場合でも、将来債務が発生するこ

とに変わりはないことから、債務負担行為の設定は必要であるというような見解を述べています。そこ

で、総務省が平成２７年４月に調査し、昨年の３月に発表された、公の施設の指定管理制度の導入状況

等に関する調査結果、これは日本の全自治体に行い、品川区も調査に参加しております。それで、その

中で、債務負担行為の設定状況ということで、設定しているのは、都道府県で５６.６％、指定都市
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で５４％、市区町村で５３％、全自治体では５３.５％という状況になっています。２３区では、杉並

区、北区、渋谷区、荒川区、板橋区、足立区、葛飾区、江戸川区、これは予算書を調べて債務負担行為

をチェックさせていただきました。杉並区、北区では、指定管理をしている全事業が、これは品川区の

予算書で言うと 後のページに、事業が出ていて、限度額が出ていて、それぞれの債務負担行為の金額

が出ています。 

 そこで、長くなりましたが、債務負担行為を設定しない理由をお答えください。単年度協定の締結を

理由とする場合は、総務省のこの通知と違うスタンスをとった根拠をはっきりと示していただきたいと

思います。総務省の見解との違いについても含めてお答えください。よろしくお願いします。 

○秋山財政課長  ご指摘のとおり、複数年に従ってやる場合は債務負担行為ということでございます。

ただ、本会議でもご答弁差し上げましたけれども、毎年度の年度協定を結ぶということが指定管理者と

の間で決められておりますので、その年度協定の中で委託料を決めたりしておりますので、５年間の指

定期間内の金額を定めてしまうと、固定するということになります。５年間の金額を固定するというの

は合理的だとは考えられませんで、例えば指定管理者の経営努力により委託料が低額でもできるという

ことであれば、それは見直して減額すべきであるという形をとっておりますので、そういうことで債務

負担行為として総額を決めてやるということはしていないということでございます。 

○高橋（し）委員  今、協定でということですが、まず１つは、協定でいいのだというふうになって

いる根拠がどこにあるかということをお知らせいただきたいということと、それから５年間固定してし

まうとありますが、そもそも債務負担行為は、何千円の単位まで、もちろん公示などは出ていますけれ

ど、上限を定めればいいわけであって、その上限の中で変更があった場合には、変更をその年度で行っ

ていけばいいのだと思います。つまり、５年間の先を見据えた事業の５年分のことというのは、指定管

理を指定する際の選考のときにわかるのではないかという点からも、先ほどお話ししましたが、協定と

いうことの根拠と、もう一つ、５年間固定してしまうということが必ずしもその理由にはならないと思

うのですが、いかがでしょうか。 

○秋山財政課長  １つは、見直しという中に、何らかの合理的な理由によって指定管理料の増額とい

うことも当然あり得るわけです。そうすると、限度額を超えてしまうということもありますので、当初

の５年間の協定書において定め、詳細については年度協定によるという、委託料の請求の支払いに関す

る手続を規定して、毎年の年度協定において委託料の額を決定するということによれば、債務負担行為

を起こす必要がなくなると考えているものでございます。 

○高橋（し）委員  協定でいいという根拠はどこにあるか。いいと思われているということはわかり

ました。そこの、逆に言うと総務省が債務負担行為をすると書いてあるのと同じように、今お話しに

なった協定の部分がどのような形でいいとされているかということが１つと、もう一つは、議決した時

点で、実は指定が行政処分ですね。その段階で債務負担行為が確定的になるわけでありますから、単年

度協定であったとしても、委託料が伴う、数年にわたる債務負担行為を、行政処分をする以上、債務負

担行為が必要となってくると考えるのですが、そのあたりについてはいかがでしょうか。 

○秋山財政課長  議決の中で、５年間の総額というのを決めているわけではございませんで、委託料

については、その年度ごとに締結する委託料があります。その請求の支払いに関する手続を規定してい

るので、年度協定で委託料の額を決定すれば、それは、毎年の支払いの事実と同じように委託料として

支払うことができるということで、債務負担行為、年度を超えた契約ではないということで考えており

ます。 
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○高橋（し）委員  私も勉強不足で今のところあれなのですけれども、年度を超えて云々というお話

があったのですが、指定管理者を指定するときに、プロポーザルなり、いろんなことをしますけれど、

そのときに、そこの業者、指定管理の相手方は、５年間を見据えてこれだけの金額でということは言わ

ないのですか。それがないままプロポーザルなどをしているわけですか。その金額がわかれば、債務負

担行為の中で出してこれるのではないでしょうか。 

○秋山財政課長  すみません。金額がないということではなくて、その金額を見直す必要性があると

いうことがあるわけです。合意の上で増額をすることもありますし、減額もすることがある。それを、

毎年の年度協定の中で支払いに関する請求をしているので、債務負担行為ではなく、毎年の委託料でお

支払いをするという形で運用しているということであります。ご指摘の都道府県の例であるとか政令指

定都市の例でも、半数程度がそういう形でとっているということからでも、特にそれが問題があるとは

考えていないところでございます。 

○高橋（し）委員  また別の機会にお話をしたいと思います。平成３０年度に公会計……。 

○本多委員長  次に、伊藤委員。 

○伊藤委員  私は、５７７ページの災害復旧特別会計に関連して、それから１９７ページの防災会議

費に関連して質問します。 

 まず、災害復旧特別会計のほうですけれど、これは平成７年に阪神・淡路大震災がありました。その

後、総務委員長として神戸市にお伺いさせていただいて、財政が非常に厳しいという話を聞いて、その

後、平成９年か、そのぐらいに、私は議会でこのことを提案させていただいた記憶があるのです。その

ときの品川区の答弁が、「今ある品川区の基金をすぐにでも取り崩し可能なので、こういう会計は必要

ない」という答弁だったのです。でも、私は前からこのことを言って、つくるべきだと言っていたし、

品川区の財政力をもってすればすぐにでもできたはずなのに、それがなぜ今になったのかということは

素直に疑問なので、そのお考えをお聞かせください。お願いいたします。 

○秋山財政課長  確かに、通常といいますか、今までのスキームの中で対応ができるということでご

答弁を差し上げていたことは、私も記憶にございます。ただ、それ以降、阪神・淡路大震災を含めて、

東日本大震災、それから特に直近では熊本の災害がございまして、そこで実際に国からの資金投入であ

るとか、国からのその資金投入にタイムラグがあるということ、それから、いざ発災というときに財政

の稼働ができるような状況にしておいたほうが、実際に熊本に行ったときも、「災害救助のときに、迅

速な支払いというのが地元の業者に対して必要だ」というお話を熊本市議会からお聞きしましたので、

前にご答弁を差し上げた状況とは変わったという認識を持って、今回、災害復旧特別会計、１２月の議

会で議決をいただき、今回、予算を出させていただいた。そういう経緯でございます。 

○伊藤委員  それは理解しているのです。だからこそ、私は平成９年から、このことをずっと言い続

けていたのです。今おっしゃったように、さまざまなタイムラグがあるし、それから国も必ず、来るこ

とはわかっているのだけれども、どうしてもやはり二カ月、三カ月かかるし、それから品川区のさまざ

まな予算の執行について、やはり議会の議決が必要なのだから、神戸市の時点からこうであるべきだと

いうことを前に言っていたので、実現したことはよかったのだけれども、何というか、もっと早くでき

たはずだと思うのです。だから、そこのところをもう一回、もう一言だけお聞かせください。お願いい

たします。 

○中山企画部長  阪神・淡路の震災の視察の件、実は伊藤委員と、私もその現場で聞いて、いまだに

返済を、数千億円のものをやっていた。それだけ備えが大事だということで。区としては健全財政で、
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例えばかなりインフラの部分がかかるということで、公共施設の整備基金であるとか、そういうものは

充当可能であろうというのがありましたけれども、先ほどのご質疑でもありました、財政課長がお答え

したように、今回は特に会計も含めて支払いのスピード感というものに着目して、まず直後の備えを

しっかりやっていく。それで、救助から復旧までのスピード感と経理を明確にし、姿勢も示していく。

こういう必要があるということを、特に熊本の具体的な視察も経た上で感じたところで、このような会

計、それから基金の設け方というふうになったものでございます。 

○伊藤委員  もちろん、できたこと自体には賛成する話なので、ぜひ十分な活用をしていただきたい

のですけれど、まさに今、さまざまな議論があったような、スピード感を持って迅速に対応できる。そ

れから、この話は議会の同意も要らない話です。だからこそ、こういうものがあってしかるべきだと

思っていますので、私としては、できた時期はちょっと遅い感じはするのだけれども、できた以上はぜ

ひ十分な活用をしてくださいとお願いしておきます。 

 それから防災の見直しのほうですけれども、幾つかありまして、 も効果のある防災対策というの

が、３８万区民の防災意識向上と、それから、その方々が正しい意識と情報に基づいて正しい行動をす

ることだと聞いたことがあります。それで、 も大事なこと、大災害時の も大切なところは、まず初

動の体制の中で、午前中からさまざまな指摘があった防災行政無線の内容は非常にわかり切っているの

で、さまざまな見直しをさせていただく中でメールの活用をやってきました。ＮＴＴ、それからａｕ、

ソフトバンク等々のエリアメールやさまざまなメールを使って、それで個々のスマートフォン等にダイ

レクトに品川区の新しい情報が入る仕組みをつくるべきだと言ってきたのですけれども、まずその確認

の中で、ＮＴＴ、ａｕ、ソフトバンクはメールで対応していることはわかったのだけれども、今のワイ

モバイルやら、さまざまな携帯電話会社が出てきています。この加入者も当然、区民の方がいらっしゃ

るわけだから、こういうところに対してのメール対応はどうなのでしょうかというのが１点。それから、

ダイレクトに品川区が情報を提供するようになっても、例えば品川区内の被害状況、災害の状況、それ

から安否の確認、避難所の案内、所在確認等々、さまざまなことが要求されてくると思うのだけれども、

そういう情報提供の仕組みと内容についてどうお考えなのでしょうか、お聞かせください。 

○古巻防災課長  災害時の情報の伝達、お知らせをするということの大切さに関しましては、区も同

様の考えを持っておりまして、さまざまな手段を用いまして、防災行政無線しかりでございますし、ま

た先ほども申し上げたような、防災行政無線にかわる代替の手段、それからメールの活用といったこと

を、さまざまな手段、これは１つだけの手段で１００％の情報が行き届くというものではございません

ので、そういったものを組み合わせて情報を伝えていくということを、今現在も進めておりますし、今

後も進めていきたいと考えているところでございます。 

○伊藤委員  個々具体的なところが答弁がなかったのですけれども、要はさまざまな携帯電話会社が

出てきている中で、今までのように、ａｕ、ソフトバンク、ＮＴＴだけでは対応が難しいわけだから、

それはぜひ検討してくださいとお願いしておきますし、それからどういう情報を流すかということも非

常に大切です。品川区内は今、例えば第一京浜がこういうことで道路が塞がっていますとか、それから、

どこそこで火災が発生しておりますのでご注意くださいとか、それからどこそこの避難所があいていま

すから、どうぞ避難してくださいという、さまざまなことが当然出てくるわけです。だから、それをど

う効率的に伝えていくかということは、スマートフォンや携帯などを使わない手はないですよね。パソ

コンもそうだけれども。これだけ情報機器が発展する中で、特に初動の情報提供の仕組みというのは、

今、ざっくりとお答えいただいたのだけれども、もう少し細かいお考えはないのでしょうか。あわせて
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お答えください。お願いします。 

○古巻防災課長  もう少し細かくというようなご質問でございますが、まず、正しい情報をきちんと

つかむということが、区の災害対策本部にとっては求められるところだと思います。それに基づいた正

しい情報を発信していくということになろうかと思いますけれども、そういう意味で言いますと、災害

情報の管理システムといったようなもの、システムの機能強化を図るということも、来年、平成２９年

度の予算の中で考えておりますので、そういった中で、区の被害状況、先ほどご指摘もいただいた道路

の状況でありますとかライフライン、それから各鉄道とか、そういった交通機関の情報は、きちんと把

握できるような体制をとっていきたいと考えます。それを使って、防災行政無線もそうですし、メール

は、さまざまなメールのサービス、例えば、しなメールでありますとか、そういったところ、あとＣＡ

ＴＶを使った情報、それからツイッターや区のホームページ、それからフェイスブックなども今、区の

ほうで始めておりますので、そういったさまざまな手段を使って正しい情報をきちんと行き渡らせると

いうような体制をつくっていくことが重要だと思います。 

○伊藤委員  そのとおりです。ぜひ具体化していってください。 

 それで、今、課長の話の中に出てきたフェイスブック、それからツイッター、ＬＩＮＥといったもの

は、平成２０年度につくった地域防災計画がありますけれど、このときはまだあまりなかったものであ

りますけれど、今、相当普及していますよね。だから、これから地域防災計画見直しをしていく中で、

ＳＮＳでしたっけ、ソーシャルネットワークサービスを活用して、これは情報提供もできるし、また双

方向で情報をもらうこともできるわけです。携帯のカメラがついていれば。だから、それは、ものすご

くシステムができ上がっていけば、品川区のさまざまな被害情報がリアルタイムに上がってくることも

できるだろうし、それを多くの区民が共有することもできるわけです。だから、こういうＳＮＳの活用

についても新たな段階に入ってきたと思うのですが、品川区のお考えをお聞かせください。 

 それから、具体的に避難所の運営については多くの意見がありました。例えば女性に対する配慮であ

るとか、それから、あと妊娠中の方に対する配慮であるとか、ペットのこともありました。そういうこ

とも、やはりひっくるめていくと、相当な見直しをかけていかないとと思うのですが、この避難所の考

え方についてもあわせてお答えください。お願いいたします。 

○古巻防災課長  まず、ＳＮＳに関してでございますけれども、先日、熊本のほうの視察に参りまし

たけれども、その際にも、熊本市、それから福岡市の方等を含めまして、ＳＮＳを活用して情報のやり

とりをしていたというようなことを伺っております。具体的にどういうふうに活用ができるか。情報な

ので、何といいましょうか、ＳＮＳによって間違った情報が伝わっていくというようなこともまた反面

でございましたので、そういったところ、十分に正しい情報がきちんと伝わるような仕組みというもの

は、ＳＮＳを使うということも含めまして、きちんと捉えて、活用については研究してまいりたいと

思っております。 

 それから避難所の運営でございますけれども、これは、熊本の避難所に関しましては、主に水害対策

を中心に対策をとっていたということで、職員が出向いて避難所の運営をして、職員の人手がそこにと

られてしまったというようなことを聞いております。避難所の運営、地域の力で運営ができるというこ

とが非常に重要だということを、熊本の担当の方からも伺っております。そういったところを十分に、

先ほど自助ということもありましたし、また、プラス共助というところで、きちんと地域の力を使った

避難所運営ができるような体制をさらに進めていきたいと思います。また、避難所に対して区ができる

こともあるかと思います。備蓄品をある程度きちんとそろえていくとか、そういったところです。それ
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から、避難所マニュアルの話も、この間、随分いろいろと出ておりました。そういったところを十分に

支援していける。そういった形で見直しを図っていきたいと思っております。 

○伊藤委員  避難所のことは、今までいろんな災害があった中で必ず言われてきたことですよね。要

は、その直前まで普通の生活をしていた方々が、いきなり災害があって、見も知らない方々が肩を寄せ

合って生活しなければいけないわけで、そこにはさまざまトラブルが惹起することは、もういろんな震

災で想定されているわけです。だから、今のお話はわかるのだけれども。もっと言うと、地域の力と

おっしゃるけれども、もしかすると地域の方々も疲弊するかもしれないわけではないですか。だから、

そういうときにあって、もっと具体的に、やはり女性に対する配慮であるとか、それから洗濯物対策で

あるとか、この話は、さまざまなことが言われ続けてきた話です。だからぜひ、もうご存じでいらっ

しゃると思いますので、皆様の中では十分対処してくださいますようにお願いしておきます。 

 それから先に進みますと、ヘリポートがしながわ中央公園にできましたけれど、ヘリコプターの活用

についてはどうお考えなのでしょうか。それだけお答えください。 

○古巻防災課長  ヘリコプターの活用につきましては、臨時ヘリポート、中央公園を含めまして６カ

所だったかと思いますけれども、指定しておりますけれども、物資等の輸送に関しましては、メーンは

陸上になろうかと思いますけれども、保管する手段として、また陸上がなかなかうまく使えない場合、

そういったヘリコプター等の活用も含めて、物資、それから人員の輸送について考えていきたいと考え

ております。 

○本多委員長  次に、石田しんご委員。 

○石田（し）委員  私からは、１６１ページ、オープンデータ推進経費、１６３ページ、ネットワー

ク・セキュリティ経費、１８１ページ、ふれあい掲示板管理費、建替経費について、これは１７５ペー

ジのデジタルサイネージシステムと絡めます。あとは１９７ページの地域防災計画改訂経費についてお

伺いします。 

 まず、オープンデータですが、現在、品川区でどこまでオープンデータを進めておられるのかお知ら

せいただきたいのと、今後どこまで広げていこうとしているのかお知らせください。 

 ネットワーク・セキュリティ経費ですが、１月、福井県のホームページのリンク先の一つが、人気

ゲームの攻略法の紹介サイトとして登録されてしまっていて、つながる状態になっていたという報道が

ありました。これはなぜかというと、サイトは閉鎖したそうですが、当時のリンク先と同じドメインで

ゲームサイトが設置されたので、そういうふうにつながる状態になってしまったと県は言っているそう

ですが、こういったことが品川区では起こったことがあるのか。また、これは多分、なかなかここまで

今、管理されていないと思うのですが、どのようなセキュリティー管理をされているのか、体制につい

てお伺いします。 

 ふれあい掲示板ですが、今、いろいろと物がデジタル化されている中で、例えばこういった掲示板等

も、デジタルサイネージも、別のところですが導入され、技術革新もあるといった中で、こういった、

いわゆるふれあい掲示板等もデジタル化について考えていってもいいのかと思いますが、その辺の考え

をお伺いしたいのと、以前、第３回定例会でも提案いたしましたが、多言語化も含めて情報がいろいろ

多くなっている中で、デジタルサイネージは多言語化もできますし、いわゆるＱＲコードの活用をする

ことによって、掲示板のスペースも 小に抑えられる。 小のスペースで 大の情報発信ができるとい

う意味では必要かと思うのですが、この建替え等の時点でどのように考えているのかお知らせください。 

 地域防災計画改訂ですが、今、言われている、いわゆる受援計画についてであります。いろんな自治
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体等から応援に来ていただく際に、区がしっかりとした計画を持っていないと、せっかく多くの方がお

手伝いに来ても機能しなくなってしまうという中で、受援計画をどのように進めていくのか教えていた

だきたいのと、要望でありますが、ここの計画をつくるに当たっては、やはり今、被災地で派遣されて

いる職員の方が頑張っておられる方がいると思いますが、その方たちの声をぜひ取り入れていただきた

いと思います。それと、避難所の中では携帯電話の充電コーナー、熊本地震のときにＮＴＴドコモ等が

避難所に無料で充電器のコーナーを設置しました。こういったことが今までも起こっているので、ぜひ

災害の前に区としてそういったアプローチを取り組んでいただきたいと思いますが、その辺をどのよう

に考えているのか。それと避難所で避難所連絡会があるのは重々承知していますが、やはり混乱してい

るときに誰が命令を出すのかというのはとても重要で、例えば、では町会長だからと言われても、町会

をなかなか理解していない人たちは、誰なのだという話にもなってしまう場合があります。なので、

しっかり命令系統も、今回の地域防災計画、また避難所マニュアル等でしっかりと位置づけをしていた

だきたいと思います。それは何をするかというと、やはり権限を与えるといったことかと思いますが、

その辺もどのように考えているかお知らせください。 

○仁平情報推進課長  まず私から、オープンデータのことにつきましてお答えさせていただきます。 

 まず、現在、区としまして公開しているデータは、避難所、公共施設、自治体情報、観光情報、ＡＥ

Ｄ、ごみ収集日、トイレ、投票所、ヒヤリハットマップの情報、一時避難場所となっております。今後

の進め方でございますけれども、オープンデータですので、区が提供できるデータは積極的に進めてい

きたいと思っております。そのために、まずは職員の啓発も必要ですし、今後どういう、データ化にあ

たってのガイドラインなどが必要になります。この辺の取組みは平成２８年度にやっているところでご

ざいます。それと東京都のほうでもカタログサイトを協働して運営したいということで、ここに品川区

も参加していきますので、自治体間で連携して進められればと思います。 

○中元広報広聴課長  ホームページのリンク先のセキュリティ対策ということでご質問のところでお

答えさせていただきます。ホームページではリンクを、トップページのほうからも、広告バナーであり

ますとか、リンクを張っているところでございますが、まず各課のホームページを作成するところで、

まず作成する際に、入力者である担当職員、また第一承認者である所属長、 終承認者である広報広聴

課で、それぞれ外部サイトの状況、まず作成段階、記事追加段階でチェック体制を行っております。な

かなかやはりシステムでのチェックは困難ということですので、人為的な形でのチェックを行わせてい

ただいております。また、今後、委員からのご指摘もございましたので、年度更新作業等をする際など

に、各課にてリンク切れなどの確認をするように、広報広聴課からも周知啓発をしてまいりたいと思っ

ているところでございます。 

○伊﨑地域活動課長  私からは、ふれあい掲示板についてお答えいたします。ふれあい掲示板は、区

の掲示板を開放いたしまして、地域のさまざまな情報をお載せして町会・自治会活動の促進を図るとい

うことで設置しておりまして、現実的には道路上を中心に４８２基、設置しているものでございます。

建替えにあたりましては、古いものを、新しい形のガラス、引き戸つきのものに変えていくというとこ

ろを考えておりまして、デジタルサイネージ化、電子化につきましては、長期的な視点で考えますと、

いずれはそういった検討も必要かと思いますが、現在のところは仕様があって、利便上、あとは予算上、

あと区のデジタル化の全体的な計画といったところから申し上げますと、現在のところは想定はしてお

りません。 

○古巻防災課長  まず受援計画についてでございますけれども、こちらの他自治体職員の受け入れや
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物資の受け入れ等、受援の考え方ですけれども、明確にしていくことというのは大変重要なことだと考

えております。また、先ほど来お話ししておりますとおり、重要な課題だと考えているところでござい

ます。ですので、平成２９年度の地域防災計画の修正の中で、こういったところをきちんと位置づけを

していくということで進めていきたいと考えています。 

 また、派遣職員の声の取り入れでございますけれども、派遣職員の方に関しましては、報告会等を開

いて、さまざまな声を聞いておりますので、そういったところを参考にさせていただきながら、よりよ

い形に持っていければと思います。 

 それから、避難所への携帯電話の充電器コーナーの配備に関しましては、原則は自助の範囲というこ

とで、『わが家の防災ハンドブック』等にも、非常準備品ということで携帯電話の充電器ということの

記載をさせていただいておりますけれども、事業者からそういった提供の機会があるのであれば、その

あたりの情報を十分に収集していきたいと考えます。 

 それから連絡会議の命令系統といいましょうか、組織に関しましては、一定、何といいましょうか、

決まりといいますか、今現在の組織のつくりがございますので、そこをきちんと避難所連絡会議の中で

機能するような取り組みを進めていきたいと考えます。 

○石田（し）委員  オープンデータはぜひ、いろんなところと連携して進めていっていただきたいと

思います。海外では、経済活性化の観点からも多くのデータが使われています。それこそ、例えば店舗

の開業情報だったり廃業の情報なども載せて、経済の活性化にも使っているとか、いろいろあるので、

ぜひ、さらなるオープンデータ化の推進を進めていただければと思います。 

 あと、ネットワーク・セキュリティですが、これは初め、やるときはいいのです。やめたときに、つ

いついも含めてそのままになってしまうという場合があるので、ぜひ気をつけていただければと思いま

すので、管理体制をよろしくお願いいたします。 

 ふれあい掲示板ですが、わかっているのです。お金もかかるし、なかなか場所の確保も難しいのかと

思いますが、２０２０年のオリンピック・パラリンピックに向ければ、これはやはり１つのインフラ整

備としては、多言語化も含めて必要なのかと思うので、ふれあい掲示板というと、なかなか難しいのか

もしれませんので、その辺は、観光案内版でも構いませんので、ぜひ検討を早急に進めないと間に合わ

なくなってしまいますので、よろしくお願いいたします。その辺は要望で終わります。 

 携帯電話ですが、これは何も区に備蓄をしてくれと言っているわけではないのです。熊本でも実際に

通信事業者が、いわゆる好意で、社会貢献の一つとして無料で設置したわけであって、自助という話も

ありましたけれど、もちろん自助でやっていただくのは第一義的な部分がありますが、例えば、では家

が倒壊してどうしてもとれないときにどうするのですか。自助ではできないではないですか。そういっ

た方もいる中で、通信事業者が積極的にそういったことをやっている実績があるので、ぜひその辺は情

報をしっかりとっていただいて、必要であれば協定を結ぶなりしていただけると、実際に避難所が開設

されたときにスムーズにいくのかと思いますので、その辺を改めて、もう一度ご答弁いただければと思

います。 

 それと、命令系統ですが、やはりこれは権限をしっかり明確化しないと、実際に避難所に行ったとき

に、幾らそうなのですと言われても、きちんと明確に、この命令系統で、ぜひ指示に従ってくださいと

いうのがないと、やはり混乱を招いてしまうのかと思いますので、ぜひそこは明確化していただきたい

と思いますが、改めてご答弁をお願いします。 

○古巻防災課長  まず、携帯電話の充電器でございますけれども、今、原則は自助でということでお
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話しさせていただきました。おっしゃっていることは、よく理解はできます。事業者よりも提供の申し

出ということがある、情報として熊本ではそういうことがあったということでございますので、そのあ

たり事業者がどういうふうな対応ができるのかということは、十分に情報は収集していきたいと思いま

す。 

 それから、避難所の指揮命令系統の明確化というところでございますけれども、これも一定、こう

いった流れで情報を流してというのは、仕組みはつくっているところですけれども、先ほども、ちょっ

と繰り返しに近くなりますけれども、これがきちんと機能しないと、やはり避難所の運営が混乱する部

分、ご指摘のとおりだと思います。そのあたりは十分に周知するといいましょうか、そういった形で避

難所の運営がなされるのだということは十分に周知を図っていきたいと思います。 

○石田（し）委員  命令系統のところは、いざ命令をする、いわゆる指示をする方にとっても、やは

り一定の権限を持っているというものがあればスムーズに指示もできるのかと思います。その両面を含

めて、ぜひご検討をお願いしたいと思います。 

 時間が少しあるので提案だけさせていただきたいと思います。新妻委員からも一般質問等でも出てい

ましたが、婚姻届の複写式のものをぜひ作成していただきたいと思います。今、若い人たちは、そう

いったものも非常に積極的に取り組んでいると思います。実際に町田市や文京区でやられていて、いろ

いろと戸籍住民課のほうで課題があるというのは重々聞いていますが、複写式になったら一定のクリア

ができるのかとも思いますので、ぜひこれは、特に７０周年という節目の年からスタートしていただき

たいと思います。要望で終わります。 

○本多委員長  次に、南委員。 

○南委員  ２１１ページの個人番号カード経費について質問します。マイナンバー制度が本格実施さ

れて１年が過ぎました。発行件数は一昨日の歳入の質疑で４万７４１件と言っておりましたけれども、

改めてそれでいいのかどうか伺います。 

○提坂戸籍住民課長  先日ご答弁申し上げたとおり、４万７４１件で間違いございません。 

○南委員  としますと、カード発行は３８万区民の１０.６％、１割程度でしかありません。多くの

区民がプライバシー保護への不安を持っていること、そして必要を感じていない。こういうふうに言え

るのではないかと思います。改めて伺いますが、個人番号カードの目的は何でしょうか。 

○提坂戸籍住民課長  マイナンバーカードの目的ですけれども、行政の手続において特定の個人を識

別するための番号ということで利用させていただいて、行政手続を簡素化して区民の利便性向上を目指

したものと考えます。 

○南委員  個人番号を付番することにより、社会保障、税制度の効率性・透明性を高めるということ

ですよね。効率性とは誰にとっての効率性なのでしょうか。私は、行政にとっての効率性であり、国民、

区民ではないと思うのですけれども、この点についてはいかがですか。 

○提坂戸籍住民課長  もちろん行政のほうにも利便性の向上ということはありますけれども、国民の

方から見ても、今年の７月からマイナポータルというのが始まりまして、社会保険料の支払い金額です

とか確定申告などについて、行政機関からご本人に対しての必要なお知らせをパソコンで確認できるで

すとか、子育てに関する手続がオンラインでできる。あと、自分の情報がどういう形で利用されている

のか。システム的にやりとりされた自分の個人情報をパソコンで確認できる。そういうことで、個人情

報の保護が図られると考えてございます。それで国民のお一人お一人の利便性が向上すると考えます。 

○南委員  １年に１回あるかないかの自分のさまざまな情報を取得する、そういう機会の点と、マイ



－67－ 

ナポータルでとれるということですけれども、こういうマイナンバー制度が導入されることによって、

使われ方についても不確信があって、そういうところでパソコンで確認できるというふうになってきて

いるのではないかと私は思いますので、やはり区民や国民にとってメリットがあるとは言えないと思い

ます。そういうカードを普及するために、政府は、これからコンビニで住民票がとれるようにしたり、

カードがないと必要な証明がとれなくなるかのような宣伝をしておりますけれども、とんでもないと思

います。そして、巨額の税金をかけて、全国的にこの制度をシステム化、整備しているわけです。この

間、必要な経費、国から補助金という形で来ておりますけれども、平成２７年度には、これは決算ベー

スですけれども、１億２９８万１,０００円、平成２８年度、これは予算額ですけれども、１億７０万

円、平成２９年度は７,６００万円と、こういうふうに使うように、またかかってきているわけであり

ますけれども、この数字については間違いないのか、改めて確認したいと思います。それで、私は利用

の対象を広げるほど、個人情報というのは危険にさらされることになると思うので、やめるべきだと思

います。個人情報を危険にさらして、巨額の税金も使って、国民・区民にはさほどのメリットもない。

こんなシステムは本当にやめるべきだと思います。それで、先ほどの経費の点、品川区はどのぐらい、

この間、支出があったのか。また、このシステム構築でどれぐらいかかってきているのか。それについ

て改めて確認したいと思います。 

○提坂戸籍住民課長  先ほど委員が示された数字には間違いございません。平成２７年度の決算で申

し上げますと、２億１,４００万円余となってございます。これは個人番号カードを普及するために必

要な経費と考えてございます。 

○南委員  そうすると、３年間でどのぐらいの経費が総額でかかっているのかも改めて教えてくださ

い。住民税特別徴収にマイナンバーを記載するよう総務省が指示している。こういう問題についてご質

問したいと思います。東京都が昨年の末から、普通徴収から特別徴収に切りかえるよう指導を強化して

いると聞いています。そのために、特別徴収に切りかえる中小零細企業が増えると予想されますけれど

も、品川区の場合、どのぐらいの事業所になるのか教えてください。それで、特別徴収は従業員の給与

から住民税額を天引きして、翌月の１０日までに従業員の所在地の自治体に納付をするということにな

るわけですが、加えてマイナンバーの取扱いも加わって、事務負担も経費も増える。こういう状況では

ないのでしょうか。私の知り合いで数人の人を雇用している事業所の方に聞きましたけれども、うちは

小さな事業所なのに、この間、マイナンバー対応で５０万円も経費がかかったと。その上に、今年は特

別徴収の事務負担も広がるなんて、本当にこんな制度はやめてもらいたいと言っています。こういう気

持ちを持っておられる経営者の皆さんは、この方に限らず何人もいらっしゃると思います。マイナン

バーがなければ通知書発送事務というのはできないとは思えない。今までもやってきたわけですから、

思えないのですけれども、改めて、できないのかどうか伺います。また、マイナンバーを入れることで、

間違いや誤って配達する、そんな可能性もあると思いますが、かえって危険ではないかと思いますけれ

ども、この点について区の認識も伺います。 

○提坂戸籍住民課長  ３年間の品川区の経費でございますけれど、先ほどの平成２７年度の決算、２

億１,０００万円余を含めて、ほぼ３億円余となる見込みでございます。 

○黒田税務課長  それでは私から、住民税の特別徴収にかかわるお尋ねについてお答えいたします。

論点は２つありまして、まず普通徴収から特別徴収の切替えにつきましては、これは以前にもご答弁申

し上げましたが、首都圏９都県と政令市が協働しまして、普通徴収から特別徴収へ切替えをしていく。

これは、特別徴収のほうが、基本的に給与から天引きするというのが法で定められた事業者の義務であ
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ると同時に、特別徴収のほうが収納率が高いということもありまして、これは首都圏で連携してやって

いるということでございまして、これにつきましては、以前もご答弁申し上げましたが、あくまでも未

納がなければ、区としては特別徴収でも普通徴収でも、未納がないということがまず前提でございます

ので、そういった意味では無理やり特別徴収ができない事情があるのに特別徴収で、それをもって未納

にするということになるのであれば、普通徴収で１００％納入していただきたいという姿勢でございま

す。 

 特別徴収の決定通知書の中にマイナンバーを記載するというところの問題でございますが、これは総

務省が示しました税額決定通知書の事業所の様式に個人番号欄が設けられたものでございまして、この

点につきましては、特別区の税務課長会としまして、総務省に当面、記載をしなくてもよいのではない

かということで、これは継続的に２３区、共同して要望してきてございます。これはなぜかと申します

と、事業所用の税額決定通知書には個人番号の記載欄があるのですが、納税義務者用、従業員用の通知

書にはナンバーが入っていない。普通徴収の納税通知にもナンバーが入っていないという状況がありま

すので、先ほどご質問にありましたとおり、マイナンバーがないと税事務ができないということではな

いと、私どもも認識してございます。 

 また、税額決定通知は法令で定められた期限がございまして、その期限までに事業所に到達いたしま

せんと給与から天引きできないというような事情もありますので、まず確実に早期に届くという必要が

ございます。その点で、平成２８年度課税実績で４万１,５００余の事業所に短期間に税額決定通知が

届きませんと、６月の給与から天引きできないという事情もありますので、マイナンバーが記載されて

いると、いわゆる特殊郵便になりますから、配達できないと持ち帰るということであると、これは徴税

上、非常に問題があると考えておりますので、この辺も２３区、共同して、書かなくてもよいのではな

いかということで総務省のほうに要望しておりまして、この件につきましては、国の姿勢としては、マ

イナンバーを書くほうは様式は定めているということで変わっておりませんので、引き続きまして、他

区の状況も参考にしながら、対応については検討してまいりたいと考えているものでございます。 

○南委員  ぜひ、２３区共同で要望して、書かなくてもいいように。総務省のこの指導というのは、

やはり間違っていると思います。そういう点で、ぜひしっかりと要請して、そういう実績をつくってい

ただきたい。こういうふうに総務省の要望をはね返していただきたいと思います。 

 また同時に、今、先ほど私はまちの事業所の問題で、本当にやめてもらいたいという声をお届けしま

したけれども、自治体にとっても、先ほど課長も若干お話しされていましたけれども、さまざまな負担

があると思います。事務量が増えることはもちろんですし、また発送費用がぐんと増える。そして、誤

配達による漏えいの危険、マイナンバー提供を拒む従業員の頭越しに事業所に通知されるという点も大

問題だと思っています。改めてこの点について区の見解を伺っておきたいと思います。 

○黒田税務課長  マイナンバーの記載の問題につきましては、本年度、マイナンバーが活用される初

年度ということで、国税庁のほうでも、確定申告ですとか会社の書類に、マイナンバーが、本来記載義

務がありますが、なくても受け付けるというような対応をとっているという状況もありまして、住民税

のほうでも国税庁に倣った対応をとっているところでございますので、まだまだなかなか各事業所にお

いても浸透していないのだと思っております。そういった点からも、先ほど来、申し上げましたが、当

面は記載しなくてよいのではないか。マイナンバー自体は税と社会保障の番号として必要なものではご

ざいますが、当面、浸透度も含めて制度を見ていく必要があるのではないかと考えているところでござ

います。 
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○南委員  ぜひ、これは今、事業所の問題を取り上げたのですけれども、一人一人、区民の問題にも

大きくかかわってきますので、やはりこれについてはマイナンバーを記入しなくても、私はいろんな書

類を提出するときに、書くようになっていても書かないつもりでおりますけれども、やはり個人のいろ

んな情報が、自分の知らないところでどんどん拡散される、あるいは漏えいされて大変なことになると

いう危険を防ぐためにもやめるべきだと思うし、また、いろんなところとつながればつながるほど、漏

えいしたときの危険度は増すばかりですから、そういう点でもやめるべきだということを主張したいと

思います。 

 ２月２３日現在、２３区の中で４区は、記載しないことを明らかにしています。多摩地域では、３０

市町村がありますけれども、その中で半分の１５市町が記載しないということを表明しています。やは

りこういう状況でありますので、住民・区民の皆さんの、やはり個人情報を保護するという毅然とした

立場に、自治体としてもしっかり立っていただいて、記載は中止を求めていただきたいということを強

くお願いしたいと思います。また、そういう態度をとることが、住民に対して、住民の方が慎重に自治

体に対して信頼を寄せることになると思いますし、やはり品川区としての、自治体としての賢明な判断

をお願いしておきたいと思います。 

 後に、あまり時間がなくなってしまったので、要望だけというか、主張だけさせていただきますが、

こういう重要な情報の窓口受付のところで、非常勤や委託などが随分広がってきておりますけれども、

そういう点でも、やはり発送事務や委託業者に事務を行わせるようなことはやめるべきだということも

あわせて要望したいと思います。 

○本多委員長  次に、若林委員。 

○若林委員  まず、２０８ページの戸籍事務費では、先ほども石田しんご委員から改めて提案という

かエールがありましたけれども、今般の新妻委員の第１回定例会の一般質問で、品川区のオリジナル婚

姻届のご提案、質問をさせていただきまして、地域振興部長からは、これは再質問のご答弁でございま

すけれども、「記念になるもの等を具体的に検討していきたい」。非常に前向きなご答弁をいただきま

したので、改めてまた確認させていただきたいのですが、これについては２つ課題がありまして、いわ

ゆる婚姻届そのものについては、事務処理がしっかりと適正にできる。ある意味でシンプルなものを

しっかりとつくっていく、考慮していく。それからもう一つは、記念として手元に残る工夫をしっかり

と施していく。こういう２つの、何というのですか、課題といいますか、工夫・取組みが必要だと思い

ます。そういうことで、この２つも含めまして、オリジナル婚姻届、今後、具体的に検討していきたい

というご答弁でしたので、スケジュールを確認させていただきたいと思います。また、あわせて、デザ

イン等も含めまして、具体的なイメージがありましたらお知らせいただきたいと思います。 

 それから２つ目に、１９７ページの防災関係についてでございます。これは防災訓練について少しお

聞きしておきたいと思うのですが、災害対策基本法という国のまず大もとの法律がございますけれども、

この中で、「災害予防責任者は防災訓練を行う義務がある」と決められております。また一方で、品川

区の災害対策基本条例の中では、「区は防災訓練等を積極的に実施しなければならない」と条例で定め

られております。この２つの防災訓練、同じものなのか、違うものなのかというものも含めて、それぞ

れどのような訓練が、今、品川区内で該当しているのかというのを、ちょっと仕分けしていただきたい。

また、どちらにも当てはまらない防災訓練も、このようなものがあるのだというものがあればお示しい

ただきたい。あわせて、それぞれ、もし違いがあるとすれば、主体者や主催者は誰なのかということを

確認させていただきたいと思います。 
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 それから、ちょっと予定しておりませんでしたけれども、先ほど、区民斎場、なぎさ会館、１９７

ページについての大変貴重な議論があったと思います。なぎさ会館については、勝島の今の現存する場

所にあることについての議論と理解いたしました。当然、所管のほうでは、一定の需要と災害時の活用

という面で、これは残していくというご答弁、考えだったと思います。一定の需要があれば、それには

当然、区として応えていく。また一方で、災害時で言いましたら、今般、中央公園の拡張部にご遺体の

安置所、この前、建設委員会で視察をさせていただきましたけれども、数字では３００体の分のいわゆ

る遺体を包む袋があそこに置いてありました。準備されている。ほかにも当然、臨海斎場、それから桐

ケ谷斎場、こういう２つの、海側と、また荏原地域にもある斎場の協力も、当然そういうときには仰い

でいくのだろうということで、これについてはいろいろな答えの出し方がこれからあるのだろうと思っ

ております。 

 そこで、平成２９年度の予算で、款が違いますけれども、立会川、勝島地区のまちづくりビジョンが

今般進められている。このプレス発表では、なぎさ会館もそこに入っているという設定だと理解してお

ります。また、公共施設等総合計画についても、いよいよ年度内に策定されて、そして平成２９年度以

降、この具体化を、当然これは進めていかなければならないという段階に来ています。そこで、まちづ

くりビジョンの中ではしっかり地元の声を、これは当然、十分に声を聞いていく。また、総合計画の中

では施設の有効活用という、この２つの面で、なぎさ会館の今後のあり方については、ある意味では優

先的にテーブルに乗せて議論していく。答えを早目に出せるのであれば、それはそれで大変に結構なこ

とではないかという観点で、そういう考え方をお聞きしたいと思います。 

○提坂戸籍住民課長  オリジナル婚姻届のお尋ねでございますけれど、新年度に入りまして検討は進

めていきますが、まだ具体的なスケジュールは決まっておりません。なるべく早急に固めていきたいと

は考えております。 

 イメージでございますけれども、事務処理上の課題、あとは届け出をされたカップルの方の記念にな

るもの、その２つを満たすものということで、２枚複写式で、１枚目は届出を受けた自治体が処理をし

やすいようなシンプルなもの、２枚目のほうに、記念になるような心の込もったメッセージですとかデ

ザインを施したものを考えているところでございます。 

○黒﨑防災安全担当課長  私から、災害予防の実質責任者、訓練の部分についてご説明させていただ

きます。こちら、災害対策基本法の第４６条に定めがございまして、ここで、法律で言います災害予防

には、組織の整備、防災に関する教育訓練、その他必要な物資などさまざまな項目が挙げられておりま

して、またそこの第４６条１項２号の中に、それぞれの地方公共団体の長、行政機関の長、あとは執行

機関、これはこういう書き方をされているのですが、市区町村長、警察、消防、自衛隊、それに付随す

るような機関ということで、まとめて書かれているのですが、それらの機関は法令で定める事項の役割

分担にのっとって、それぞれの該当する項目を進めなさいというような定めになっております。また、

法で定められております教育訓練の部分でございますが、こちらは災害対策基本法をもとに品川区の地

域防災計画が作成されておりますので、ここで言う訓練については法律も、地域防災計画に記載されて

いる訓練も同じものでございます。 

○柏原企画調整課長  なぎさ会館の部分でございます。委員がご指摘がありました、立会川、勝島の

これからまちづくりに関する考え方です。こういったところでは、まちの方のご意見等伺いながら、さ

まざまな区の施設に対する意見であるとか、そういったところも出てこようかと思います。それから、

片や、今進めております施設の総合計画の部分、こういったところの基本的な考え方等々に照らしなが
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ら、施設の今の需要の状態であったり、そういったところを考えながら、施設のあり方については区と

しての考えを十分盛り込みながら検討はしていきたいと思ってございます。 

○若林委員  まず婚姻届については、一般質問で新妻委員のほうでご紹介したような、立川市を例に

出しておりまして、今の課長のご答弁のものと、それから、いわゆる台紙を使って、それが手元に記念

に残るというところの提案・主張をさせていただいておりますので、ぜひそれについてもしっかり検討

していただきたいということで、改めて、重ねての要望とさせていただきます。 

 それから防災については、それでは総合防災訓練、それから区内一斉防災訓練、また職員防災訓練と

いう３つの大きな訓練が出ておりますけれども、これは全て区が主催主体となっている、関係機関も含

めてなっている訓練と理解していいのかという確認をさせていただきます。 

 なぎさ会館については、もしかしたらモデル的な総合計画等の施設有効活用になるかもしれませんの

で、積極的に取り組んでいただければと思います。 

○黒﨑防災安全担当課長  今、委員のご発言にあったとおり、地域防災計画により定められる訓練に

は、地区総合防災訓練、あと個別訓練、区内一斉訓練の３つがございます。こちらは、法の規定に基づ

きまして、区の防災計画の中に盛り込まれている訓練ですので、区が主体となって関係機関と連携して

行う訓練ということになっております。 

○本多委員長  次に、松澤委員。 

○松澤委員  何点かお聞きしておきたいと思います。１点目が５７７ページの災害復旧特別会計。こ

れは、今までの議論の中で復興仮設住宅みたいなものにはつくらない、使わないというようなお考え

だったと思うのですが、これでいいのかどうか、お聞きしたいと思います。 

○古巻防災課長  災害復旧特別会計の内訳のお尋ねでございますけれども、こちら、当初予算に盛り

込ませていただいているものは、資料のとおりでございますけれども、避難所の運営等の災害救助費と、

それから家屋解体、廃棄物の処理等、災害復旧に係る部分ということで、幾つか項目がございますけれ

ども、発災後おおむね１カ月間に使うと考えております事柄についての予算が盛り込まれているとご理

解いただければと思います。 

○松澤委員  そうしますと、１５億円積んで、これは今年度使わないということで、来期にまた積み

増しをしていくのかと思いますけれども、基金は資金の固定化につながるということで、あまり増やさ

ないほうがいいのではないかと思っているのですけれども、これはどれぐらい積むつもりなのでしょう

か。これは大変難しい問題ですけれども、お答えいただければと思います。 

○秋山財政課長  災害の復旧ということで、かなり金額がかかるということだろうとは思っておりま

すけれども、当初のスピード感などということであれば１５億円、現時点では１５億円程度。あと、そ

の積み増しにつきましては、いろいろな事情等、決算の状況等を考えながら考えておりますけれども、

今のところ１５億円で当面はいきたいと考えております。 

○松澤委員  わかりました。それでは次にいきたいと思います。 

 総務費の２項地域振興費、１目地域活動費、１８１ページです。自治会活動賠償責任保険加入助

成、２,１６４万円。午前中にも委員から話がありましたけれども、これは今まで、ふれあい保険とい

うものが、どこの会社で行っていて、今度新しく自治会活動賠償責任保険に加入されたのはどこの会社

なのか。これは同じ会社なのかということをお聞きしたいと思います。 

○伊﨑地域活動課長  まず、ふれあい保険でございますが、富士火災という保険会社でございまして、

今度新たに契約いたしますのが、三井住友海上火災保険でございます。 
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○松澤委員  富士火災のほうでは、このような形の保険はなかったので、こちらにかわったというこ

とだろうと理解いたしますけれども、午前中の話の中でも、ふれあい保険に入っていたけれども、区に

問い合わせたら、こういうのは入れないというので、町会で新たにその行事に保険をかけたなどという

のもありますよね。また、もう一つは、けがをしてしまったので、区にふれあい保険でやってと言った

ら、いや、これはだめなのですよというお話もあったと思うのですが、この辺のこと。かえたというこ

とは、よくしていこうというのは当然の思いなのですけれども、それにはやはり何か理由があったと思

うのです。その理由についてお聞きしたいと思います。 

○伊﨑地域活動課長  今年度の１月に、町会および自治会の活動活性化の推進に関する条例を区とし

て施行いたしまして、やはり地域コミュニティの核である町会・自治会の活動の支援を強化していこう

という方針を出しております。その方針に基づきまして、今、さまざま事業を構築しているわけでござ

いますが、その保険の拡充につきましても、そういったものが大きな理由というか土台にございます。

重ねまして、今、委員ご指摘のとおり、さまざま町会・自治会の方とのやりとりの中で、やはり今現在

のふれあい保険では十分対応できないものがあるという実態がございましたので、活動を十分に推進し

ていくためにも、町会・自治会活動を幅広く補填する保険に変更したいということでございます。 

○松澤委員  このような形で厚くしてくれたということは、大変、町会にとってもいいことだという

ので、ありがたいと思っています。 

 同じく、活動拠点賃借料補助、４５０万円、これも新しい施策だと聞いておりますけれども、会館が

ある町会はいいですけれど、ないということで、こういうのが出ればいいなという長年の思いの中でこ

ういうことが決まったということで、大変にいいと思うのです。１つには、空き家対策との兼ね合いの

中で、空き家がこういう形に使われればいいと思っているわけですけれども、４５０万円の予算がつい

たということは、ある程度、今年度、こういうことで助成を受けたいのだという町会があるということ

でいいのでしょうか。それとも、ないけれども見込みでつけたのですということなのですか。その辺の

ことをお聞きしたいと思います。 

○伊﨑地域活動課長  今現在こちらで把握しているところでございますけれども、５件ほどの賃貸借

でのご要望があると聞いております。 

○松澤委員  その５件の中で、空き家があって、当然空き家があるから借りるのですけれども、そう

ではなくて、空き家があって困っているという中で、それを借りるのだというのはあったでしょうか。

そこだけお聞きしたいと思います。 

○伊﨑地域活動課長  こちらで把握している限りでは、空き家をというお話はございません。 

○松澤委員  わかりました。これが今後進んで、空き家対策という中で、まちの中の空き家が借りら

れるような町会が出てくることを期待しておきたいと思います。 

 次に、同じページなのですけれども、地域美化推進補助、１３地区、２６０万円。これも地域美化事

業ということで、各町会、各地域ですか、年に２回ぐらい決めて地域清掃をしているのですけれども、

これは大変いい施策だと思っているのです。地域の町会の方、あるいは子ども会も含んで子どもたちも

清掃しているという町会もあるのですけれど、これに対する区のかかわり、地域センターがかかわって

いると思うのですけれど、その辺のことをお聞きしたいと思います。 

○伊﨑地域活動課長  地域美化活動につきましては、それぞれの１３地区ごとにさまざまご活動いた

だいておりますけれども、直接的には地域センターがかかわって進めているところでございます。 

○松澤委員  この施策は、私は、予算的には大した予算ではないのです。おそらく１町会２万円ぐら
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いですか。春と秋に１万円ぐらいの予算でやっているのだと思うのですけれど、実態を見ると、やはり

町会員の方が３０人から５０人、皆さん清掃に行っているのです。皆さん清掃するということは、軍手

を使い、ほうきを使い、ごみ入れの袋を使い、そういうことで町会を回りながら、ここに空き家がある、

ここは空き家だから随分落ち葉があるなどと言いながら帰ってきている。そこにいっぱいあったという

ような報告をしながらやるものですから、大変いい施策だと思っているのですけれど、やはりこれは年

に２回ではなくて、もう少し拡大できればいいと思っていますので、その辺の予算措置を講じていただ

ければとお願いしておきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○伊﨑地域活動課長  こちらは、各１３連合町会の計画に対して補助しておりますので、またお声を

聞きながら検討していきたいと考えます。 

○松澤委員  わかりました。では次にいきます。 

 １９９ページ、街頭消火器の増設。今年度は５００万８,０００円、昨年は３６９万４,０００円。こ

れは毎年毎年、消火器を増設しています。これは、どんどん増設していただきたい。初期消火で火災を

防ぐには一番いいと思っているのですけれど、毎年増設していますけれど、どのような計画性を持って

増設しているのか、その計画についてお知らせいただきたいと思います。 

○古巻防災課長  街頭消火器の増設でございますけれども、こちらは平成２４年度より年次計画を

もって増設しているものでございまして、火災危険度ランクの高い地域、おおむね火災危険度ラン

ク４・５の地域を中心に街頭消火器の増設をしているということで、平成３０年度までの年次計画と

なってございます。 

○松澤委員  これはどんどん増やしていただきたいと同時に、そこに格納箱等補修費用ということで、

今年が２７２万円、昨年が１７２万円。これは随分大きな金額だと思うのですけれど、これだけ毎年毎

年、消火器の格納庫が壊れているのでしょうか。内容的にはどういう形で壊れているのかについてもお

聞きしたいと思います。 

○古巻防災課長  街頭消火器に関しましては、破損と、それからいたずら等で薬剤充填をした。実際

に使われたということも当然ございますけれども、そういったところで補修や補充といったことをして

いるものでございまして、金額は、その金額で予算化しておりますが、例えば平成２７年度で言います

と、火災等で使用した街頭消火器の本数は８本、プラス薬剤充填については２０本です。それから破損

等が合わせて３９本ということで、毎年大体４０本ぐらいの破損と、それから使用が２０本から３０本

ぐらいということで推移しているところでございます。 

○松澤委員  やはり消火器というのは大変重要なものですから、よろしくお願いします。火災現場な

どに行きますと、必ず、初期消火に使った消火器が転がっていますけれども、その中で、各家庭が持ち

寄った、工場が持ち寄ったではなくて、街頭消火器が転がっていると、「おお、頑張っているな」など

と思いますので、そんな意味では、消火器の設置をよろしくお願い申し上げたいと思います。 

 もう一つ、実は、しながわ中央公園が拡幅整備されました。これが１月２９日です。大変よくできて

いるのですけれども、この広場ができたおかげで、そこに逃げ込む避難の人口というものは増えたので

しょうか。あるいは避難人口というのはカウントしていないですというのでしょうか。その辺をお聞き

したいと思います。 

○古巻防災課長  中央公園の整備によって避難人口が増えるということはなくて、避難の想定に関し

ましては、平成２４年の東京都の想定に基づいた避難者数ということで変わりはございません。ただ、

一時避難ができる場所として、中央公園の多目的広場を含めた拡張部分につきましては、そういう形で、
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増えたという意味で言うと、一時避難できる人数は増えているというお答えになろうかと思います。 

○松澤委員  下の段には増えたにしても、上の段は増えないのですよね。あそこはヘリコプターがお

りるわけですから、あそこへ人が避難してしまってはヘリコプターがおりられないということで、そう

いう意味では、あそこの広場は、いざ震災のとき、人が来てもここには入れませんという形をとらなく

てはいけないと思っているのですけれど、あの広場、避難民が来て占拠されてしまっては何の役にも立

たないということ。その辺の計画性というものはしっかり担保されているのでしょうか。その点をお聞

きしたいと思います。 

○古巻防災課長  今ご指摘いただいた点でございますけれども、一時避難の場所としての所用人数と

いうのが４,０００人としております。これは、上段部分、下段部分、合わせて４,０００人という数で、

場所としては、想定エリアに含めておりますけれども、当然、被災の時系列の中で、避難者がいるケー

ス、それからいないケースを含めていろいろございますので、混乱のないように、きちんと計画の中で

は考えていきたいと思います。 

○松澤委員  その点だけはしっかりと計画をつくっておいていただきたいと思います。終わります。 

○本多委員長  次に、藤原委員。 

○藤原委員  １９５ページ、総合体育館の便所なのですけれども、冬の時期に、あの体育館の便所の

便座に座ると、ひやっとするもので、私は要望していましたけれども、課長、どういうふうになりまし

たか、教えてください。 

 それと、１８９ページ、オリンピック・パラリンピックなのですけれども、まず質問する前に、３

月４日、戸越体育館で啓発講演会、すばらしかったです。まず、本当によかったということを言って、

質問させていただきますが、スポーツフェスタについて、どのような内容か、また企画、それと過去の

フェスタの実績、集客人数、３０年度以降のフェスタについての考え方を教えてください。それと、機

運醸成の事業なので、事前告知が大切だと思うのですけれども、事前の区の事業の情報発信の考え方に

ついて、広報広聴課からお伺いしたいと思います。 

 それと、この間、１９５ページが歴史館なのですけれども、区民委員会で東海道の視察をしました。

そのとき、学芸員がついてくれて、改めて本当によくわかりました。いい視察でした。それで、学芸員

の役割、重要性について、担当課長、教えてください。 

 それと１７１ページで市町村交流なのですけれども、事業の内容等、区民の利用実績はわかりました。

特に、ひだまりの里ですが、交流費負担金等となっておりますが、この内容と内訳を教えてください。 

 それと、オリンピック・パラリンピックということで、協働・国際担当課長、オリンピック・パラリ

ンピック準備課とどういう連携をとって品川区がやっていくか教えてください。 

 それと、１８５ページ、生活安全推進なのですけれども、課長が来てくださって、もう２年がたつと

思いますが、いわゆる刑法犯といいますか、その辺の実績と言うと変ですけれども、数字です、どうい

うふうに変化したか教えてください。 

 それと、１６７ページ、人権啓発なのですけれども、私は一般質問でもヘイトスピーチをどういうふ

うにしていくのだ。部長がお答えしていただけるのですけれども、具体的にあまり見えてこないので、

具体的にどうするのだということを教えてください。 

 それと、２０５ページ、ご当地ナンバー、これは一言です。「わ！しながわ」というナンバーはでき

るのですよね。答弁ください。 

○池田スポーツ推進課長  来年度の体育館の工事についてのご質問だと思います。来年度、非構造部
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材の耐震化工事ということで、総合体育館の工事が入る予定になっております。その工事の中の一環と

いたしまして、トイレについての部分の、これまで雨水利用ということをしておりまして、ウォシュ

レットの装置がついておりませんでした。また区民の方から、暖房機能のついた便座でというご要望が

ございましたので、そちらのほうの工事も行う予定になっておるところでございます。 

○小川オリンピック・パラリンピック準備課長  まず、スポーツフェスタの考え方でございますが、

新年度につきましては、１０月２８日がちょうどオリンピックまで１,０００日前という日に該当いた

します。その日ではございませんが、この秋、９月あたりに、しながわ中央公園にて１０００日前イベ

ントを開催したいと考えてございます。内容でございますけれども、リオ大会のメダリストを招くです

とか、品川区が応援しております３競技の体験コーナーを主軸に、近隣校のダンスや演奏の発表等、文

化的要素を多く取り入れていきたいと考えてございます。これまでのフェスタの実績でございますが、

平成２６年度ブラインドサッカーフェスタは１,５００名の集客、平成２７年度ホッケーフェスタ

は９００名の集客、平成２８年度のビーチバレーボールフェスタにつきましては、大井町の駅前を活用

したこともあり８,０００名の集客ということでございます。今年度の実績を踏まえ、平成３０年度に

つきましては、２年前のフェスタ、また平成３１年度につきましては１年前のフェスタということで考

えているところでございます。 

○中元広報広聴課長  区からの広報、情報発信ということで、私のほうからお答えさせていただきま

す。さまざまな紙媒体である広報紙でありますとか、統合チラシ、統合ポスターなど、それぞれ主管課

からの締切までに原稿をいただいて発信していくところでありますし、また現在、ホームページ等でも、

フェイスブック、ツイッターなどで、あらゆる手段で情報を発信しております。また、事前にわかって

いる大きなイベントにつきましては、パブリシティということで、プレスリリースも事前にご情報を主

管課からいただきまして、マスコミ向けへの情報発信も努めているところでございます。 

○鈴木文化観光課長  歴史館における学芸員の役割と重要性でございますが、学芸員の役割としまし

ては、区に関する史実の研究や情報収集、それからいろんな伝承等の確認、それと、それの研究保存、

またそれを区民の方に広く知っていただいて伝えるというような役割を持っているものでございます。

区としましては、この歴史館本来の機能に加えて、ご指摘のありましたような、区民の方や来訪者に対

しての説明等、観光の視点も含めまして、非常に重要な仕事を担っていただいていると考えております。 

○伊﨑地域活動課長  ひだまりの里の交流負担金等でございます。こちらの内訳でございますが、ひ

だまりの里の運営費の負担金が１５０万円、それから土地賃借料負担金が４９７万５,０００円でござ

います。土地賃借料は山北町が、ひだまりの里の地主の方から借りて、ひだまりの里の運営をしている

という賃借料でございます。 

○河内協働・国際担当課長  私からは、オリンピック・パラリンピック準備課との機運醸成の面での

連携でございます。２点ございます。 

 １点目は多言語化でございます。機運醸成が地域で高まりますようにということで、英語少し通じま

す商店街、中国語少し通じます商店街、また地域団体の支援、また外国人おもてなし語学ボランティア

などの事業を推進してまいっております。 

 ２点目でございますが、大使館・領事館などとの連携でございます。ビーチバレーフェスタなどへの

大使館・領事館への大使などの招聘、また宿場まつりなど区民の方が多くいらっしゃる中で、オリン

ピックなどへの機運を盛り上げるための国際化ということで、今後も連携してしっかり進めてまいりた

いと考えております。 
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○濵田生活安全担当課長  刑法犯の認知件数の推移です。私が着任しました前年、平成２６年は、品

川区は刑法犯認知件数が３,６４９件です。一昨年、平成２８年は２,８６８件でマイナス７８０件とな

ります。平成２６年は２３区内では、よいほうから数えまして８番目でしたが、一昨年、昨年は、よい

ほうから数えて５番目と、よいほうに向かっています。 

○島袋人権啓発課長  ヘイトスピーチに関するお尋ねでございます。ヘイトスピーチ解消法は、不当

な差別的言動は許さないとあります。まずは差別言動がない社会をつくろうという機運を高めていくた

めに必要なことは、環境づくりが大切だと思っております。まず、区は、人権尊重都市品川宣言が制定

されてから、平成５年に制定されておりますので、法よりもはるか以前に制定されているところでござ

います。区は今まで、この宣言に基づき、さまざまな取組みと啓発をしてまいりました。差別のない区

を目指すために何ができるかということでございますが、まずは環境づくりとして区民の皆様の目に触

れていただけるよう、平成２８年度はふれあい掲示板に「わ！しながわ」人権尊重都市品川宣言の名入

りマグネットを作成いたしました。また、平成２８年度予算で、「ヘイトスピーチ許さない」という懸

垂幕を作成しております。掲出は４月以降になるかと思いますが、ご覧いただければと思います。引き

続き、国、都、他自治体との連携した取組みを強化していくとともに、既存の周知方法などを有効に活

用して粘り強く取り組んでまいりたいと思っております。 

○黒田税務課長  それでは、ご当地ナンバーのデザインに関するお尋ねでございますが、シティプロ

モーションとの関連では、まちのシルエットがデザインで使われていまして、そういったものはナン

バーの中に取り入れていければと、今のところ考えているところでございますが、「わ！しながわ」と

いう文字は全部、平仮名でございまして、今、ナンバーの管理で平仮名を使っているというところもあ

りますので、交通や防犯の観点から、ナンバーの視認性も求められるところでありますので、どういっ

たデザインにするかについては、今後検討してまいりたいと考えてございます。 

○藤原委員  まず、生活安全担当課長、すごく数字的に効果があらわれているわけですので、私は心

から、もう、ずっと品川区にいていただきたい。しかし、いろいろなご事情があると思います。もし警

視庁に帰られても、品川区で経験したこと、体験したことを、今度は東京都の安全のためにぜひ活用し

ていただきたいと思うのですけれど、何かありましたら一言お願いします。 

 それと、オリンピック・パラリンピック準備課長、この部で、たしか４人、リオに行っていますよね。

部で４人でしたっけ、リオに行っていると思うのですけれども、鈴木課長を抜かして行っているわけで

すけれども、やはり税金を使って行ったわけですから、私は、その経験・体験を２０２０年のオリン

ピックに活用していただきたいと心から思っています。それで、私が感じるのは、安藤部長を中心に、

すごく部が活性化され、まさにオリンピック・パラリンピックのように熱き思いで部が動いていると感

じるのですけれども、その辺について、中にいる担当課長、どう思われますか、答弁してください。 

 それと、歴史館職員ということで、今、人事課長、聞いていましたよね。学芸員は重要だと。そうで

すよね。今、非常勤なのです。これをやはり常勤にしないと私はいけないと思う。これは前回もリクエ

ストしました。後ろ向きな答弁だったと思いますけれど。ただ、オリンピック・パラリンピック準備課

に関しては、一般質問の答弁では２人増えるということで、なぜ、こっちはやってくださったのに、も

う一つはやってくださらないのでしょうか。今後の見解を教えてください。 

○濵田生活安全担当課長  刑法犯認知件数は確かに減少いたしました。ただ、これはもちろん、私１

人だけの力ではございません。警察、行政、ここにいる皆さん方が防犯意識を高めて、いろいろな施策

を打って出たおかげだと本当に思います。それで、犯罪を抑止する上で一番大事なことは、まちの防犯
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意識を高める。これが非常に大事だと思います。よって、警視庁に戻っても、次の課長に、防犯意識を

高める施策を引き続きやっていただくように引き継ぎます。 

○小川オリンピック・パラリンピック準備課長  ご指摘のとおり、文化スポーツ振興部内では、部長

を筆頭に４名がリオに視察に行かせていただきました。そちらにつきましては、きちんと成果物として

報告書を出させていただいたところでございます。組織として継続していくということで、たとえ人事

の関係で人が変わったとしても、そういった報告書を引き継いで、同じ理念のもとに事業を継続してい

きたいと考えてございます。また、今、部長を筆頭にいい雰囲気だというご指摘でございますけれども、

そういった風土を大切にしていきながら、人が変わったとしても、部としては……。そういったことを

きちんと継続してまいります。 

○米田人事課長  歴史館の非常勤職員のお尋ねでございますが、毎年度、所要人員ということで、所

管から、人員、職種も含めての要望等も聞いてございます。その中で一定の判断をしておるものでござ

いますが、現状、非常勤職員ということでの知見をということで活用させていただいているところでご

ざいます。それ以外にも、一般事務職員の中で学芸員の資格を持って、これまでも歴史館の業務運営に

携わってきたというようなこともございますし、今も資格を有している職員がいる。それから、歴史館

にぜひこれから取り組んでみたいというようなことでの職員としての異動等の希望というのもあると聞

いておりますので、その辺を絡めた上で、また総合的に考えてまいりたいと考えてございます。 

○藤原委員  確かに、オリンピック・パラリンピック準備課長、報告書はすばらしかった。よくわか

ります。だけれども、やはり現地に行った、現場を見た、経験・体験をしたということが、２０２０年

のオリンピックに活きてくるのです。そう思います。だから、もう一度答弁をいただきたいのと、あと

もう一つ不安があるのです。安藤部長の机がきれいなのです。これは、ものすごく不安なのですけれど

も。この辺は、やはり人事のことなどという意味ではなくて、でも気持ちはわかってくださいますよね。

リオに行かれた、部内もすごくいい環境だと。２０２０年に向かってやっていくのだと。やはりそうい

う意味において、部長、僕は机のことを聞いてしまったから、そういう意味で答弁を。人事がなどと言

わないでください。気持ちの問題でいいですから、よろしくお願いします。あと、人事課長、その辺を

よく考慮していただいて、ぜひお願いします。 

 それと、１７１ページの、さっき市町村交流と同じページなのですけれども、新規で出た事業で、し

ながわ発見出会い事業。これはストレートな質問ですけれど、まさかだと思いますけれど、婚活の復活

ではないですよね。答弁してください。 

○小川オリンピック・パラリンピック準備課長  委員ご指摘のとおり、リオの視察に行かせていただ

いたメンバーの責任として、これにつきましては、２０２０大会に確実に活かせるような形を考えてご

ざいます。 

○安藤文化スポーツ振興部長  机がきれいなのは性格的な問題で、ただ単純に、環境整備をして、仕

事をやりやすくしていくだけのものです。ただ、組織が変わっても、今回の区長の施政方針のごとく、

筆頭にオリンピック・パラリンピック、そして観光というのを、我々、部が持っています。それに対し

ては、私を含めて、次なる方も職責を十分自覚して進めていきたいと思っています。 

○伊﨑地域活動課長  しながわ発見出会い事業でございます。こちらの事業は、先ほどもご答弁申し

上げましたが、主に２０代から３０代の若者を対象にして、職域や学域を越えてさまざまな活動を地域

でしていただき、品川区の魅力を発見していただき、また仲間づくりを進めていただくという、引いて

は地域の活力の活性化に役に立っていただくというところを目指しているものでございます。こちら、
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本来の本事業の目的は、今申し上げたようなところでございますが、その仲間づくりの中で 終的に結

婚ということに至るということを否定するものではもちろんございませんので、それは、仲間づくりを

進めた上での１つの帰結として、そういった形もあり得るとは考えております。 

○藤原委員  課長、またこの言葉を言わなくてはなりません。民の仕事は民で、公の仕事は公でとい

う思いがありますので、区民委員会等にもまた出てくると思いますので、多分私は区民委員会だと思い

ますので、これはじっくりまた私のテーマとしてでも、今後ともやっていきたいと思っておりますので、

よろしくお願いいたします。 

○本多委員長  次に、大倉委員。 

○大倉委員  １９６ページ、防災対策、１６３ページ、Ｗｉ－Ｆｉスポット、１６０ページ、一般管

理費で関係して職員の休暇と旅費についてお聞かせください。 

 まず初めに防災対策で、避難者カードについて伺いたいと思います。区内一斉防災訓練において避難

者カードというのをつくって、避難者の年齢や名前、氏名、連絡先などを把握して訓練をされていたと

ころがありましたが、これは全体的に行われているのでしょうか。避難者カードを使っている避難所と

いうのは大体どのぐらいあったのか教えてください。 

 Ｗｉ－Ｆｉスポットですが、大井町駅西口のＷｉ－Ｆｉが使用できなくなりましたというようなこと

で、ホームページで見ました。これは期間が１月１９日から２８日の１０日間ということだったかと思

います。その原因と対応について教えていただきたいと思います。設置して、まだそんなにたっていな

かったのかというような記憶があるので、どのぐらい設置してそのような状況になったのかと、平時、

こういうことがないために点検等というのはどういうふうにされていたのか教えてください。 

 あと、全部聞いてしまいます。休暇についてですが、代表質問でも少し触れたのですが、平成２７年

の厚生委員会に付託された請願で、骨髄移植ドナーに対する支援制度が東京都の骨髄ドナー支援事業を

活用して導入されました。この骨髄ドナーについては検査・移植等で、通院・入院に要した日数に応じ

て補償を払うということができるようになりました。一般企業に対してですが、ドナーの方には 大７

日、１日２万円で、ドナーの方が勤める企業には１日１万円で、両方、 大７日ということで支援が広

がっていって、休暇をとりやすくなるといいと思っておりますが、職員に対してはどのようになってい

るのか教えていただきたいと思います。国家公務員のほうでは、特別休暇の中でドナー休暇というのが

ありますが、品川区の職員の休暇等に関する条例だと、ドナー休暇というのは見当たらなかったので、

どこかに入っていれば、どこに入っているのか。それで、これは 大７日間、マックスで支払いがされ

るというような制度なので、その７日間というのはしっかり保証されているのか教えていただきたいと

思います。 

 旅費についてですが、マイルを使って出張費を削減する取組みというのはいろんな自治体でだんだん

広がってきているというところがあります。また一方で、私的な利用をなくすために、マイル取得を禁

止している自治体もまだあるということで、品川区の現在の状況、以前、質問の中であったのか覚えて

いませんが、たしか禁止しているというところですが、どういった経緯で禁止になっているのか確認さ

せていただきたいのと、どのぐらい品川区でそういった出張があるのか、交通機関も何を利用している

ことが多いのか、あわせてお知らせください。 

○古巻防災課長  まず、私からは避難者カードのご質問に対してお答えさせていただきます。避難者

カードにつきましては、区のほうで、学校避難者名簿という形で、避難所の避難者の把握をするための

様式、ひな形を示しておりますけれども、それを独自に特定の避難所で簡便な形で把握できるような
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カードをつくったものでございまして、数につきまして区として特に把握はしておりません。独自のも

のとご理解いただければと思います。 

○仁平情報推進課長  それでは、私のほうから大井町駅西口のＷｉ－Ｆｉについてお答えさせていた

だきます。まず、１０日間ほど故障で停止してしまいまして、まことに申し訳ございませんでした。こ

ちらの事象なのですけれども、実質的にはアンテナ部分のハード的な故障ということで、交換が 終的

に必要になってしまったということでございます。ふだんどのように運営されているかといいますと、

アンテナの位置から通信ケーブルを介しまして通信事業者のネットワークセンターにつながっておりま

して、こちらが常時、オペレーターがいまして監視している形になっています。ただ、かなりの数を管

理しておりますので、サービス上、まずは６時間以上とまるまでは、停電のケースもありますので何の

連絡も来ないのですが、６時間以上停止していると、おかしいということで事業者が点検に入ります。

ただ、今回、高所作業が必要になった関係で、復旧まで時間がかかってしまいました。 

○米田人事課長  庁内でも年に２回ほど献血運動等が行われ、それに付随してドナー登録の推奨等も

行われていると記憶してございますが、職員が骨髄等の提供で休務をとる場合については、現時点では

職免ということでの制度を構築してございまして、お話のありました、必要と認められる期間ですから、

事前の通院だったり、あるいは実際に入院だったりというところで必要と認められる期間ということ

で、７日間までいくかどうかはあれですけれども、実際、申し出によって対応しているところでござい

ます。たしか実績もあったと記憶してございます。 

 それから、もう一つ、マイルの関係ですけれども、飛行機による出張のことだと思われますけれども、

相当遠隔地、例えば北海道ですとか九州、あるいは中国・四国地方、そういうところですと飛行機で出

張するというようなことがあるかと思うのですけれども、やはり基本的には近隣が主体となっておりま

すので、ある種、特異なケースと捉えていただければと思います。その中では、出張が決まった段階で、

必要な一番経済的、例えば早割ですとか特割ですとか、そのようなものを使って、 小の経費となるよ

うな形で旅費を算出し、それを職員に支給し、職員が切符等を購入して出張に出かけるというようなシ

ステムをとっているものでございます。 

○大倉委員  避難者カード、学校避難者名簿が主体になっているということで、それ自体はどのぐら

い利用されているのか、各学校で利用されているのか、教えてください。 

 Ｗｉ－Ｆｉスポットですが、わかりました。管理についてはそういうことだということ、６時間停止

すると連絡が来るということで、平時の点検という部分ではしっかりできているというようなことだろ

うと思います。今後またアンテナの故障という部分では起こり得ることなのかというのを知りたかった

ので、教えてください。まだ、導入してそんなにたっていないので、そういうことが起こり得るのか確

認させてください。起こり得るというのは、起こっているからそうなのでしょうけれど、期間的な部分

で考え方を教えてください。それで、ホームページが、今、調べて、Ｗｉ－Ｆｉが不通ですというとこ

ろで調べると、品川区のホームページから検索をかけると出てくるのですが、今、そこをクリックして

も、ページがありませんということで、ないのですが、それは何でないのか教えてください。 

 あと、ドナー休暇については、わかりました。通院なら通院、入院なら入院で、骨髄移植がされる際

は、しっかりと保証していただきたいと思います。応援の意味も込めて、ぜひこういった休暇があると

いう部分では、献血等をされている中で、ドナー登録の啓発もされているところで、一緒に、こういっ

たときはこういう休暇があるので利用してくださいということで、ぜひ周知をしっかりしていただけれ

ばと思います。 
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 旅費についてですが、 小限の経費で職員に支給しているということで、確かにマイルというと飛行

機の利用ということが考えられますが、例えば電車や新幹線といったところでも、今、ポイントがつく

ようになっていると思います。そうした民間の取組みを利用して経費削減というのもできるのではない

のかと考えております。民間企業でこうした利用はもう既に進んでいると思いますが、職員に支給とい

う部分では、ポイントを使える状況があると思うのですが、その辺の考え方について教えていただきた

いと思います。 

○古巻防災課長  学校避難者名簿に関してでございますけれども、こちらは何らかの形で全ての避難

所で使われていることになります。ただ、若干、様式等、使いやすいように、避難所ごとに変えている

ケースはあるようでございます。避難者カードとして簡便なものを使って、まず把握して、落ち着いた

後にきちんとした様式に書き込んでもらうというような２段階の運用をしているところもあるというこ

とで、たまたま避難者カードを委員がご覧になったのが、そういった２段階の運用をしているところと

いうことでございます。 

○仁平情報推進課長  Ｗｉ－Ｆｉのアンテナの件でございますけれども、確かに、平成２７年の７月

からサービスを開始していると思いますので、期間的に、今回の故障までに、時間的には早いかと考え

ております。ただ、電子部品でありますので、これは起こるか起こらないかはわからないと思いますけ

れども、いずれにしましても、故障した場合には速やかな復旧を事業者に働きかけていきたいと思いま

す。 

○米田人事課長  職免の制度については、引き続き周知に努めてまいりたいと考えてございます。 

 それから、旅費の関係ですけれども、原則としては合理的かつ経済的ということで、現在、特に経済

的というようなことについては重視しながら、人事のほうでも確認して支給しているところでございま

すが、この辺の合理性だったり、どれぐらいの費用効果が見込めるのかというようなことについて研究

課題とさせていただければと思います。 

○中元広報広聴課長  ホームページの表示の問題でございますが、こちらは区のホームページとして

はきちんと、もうＷｉ－Ｆｉのことが終わったので取り下げをさせていただいているのです。ただ、Ｇ

ｏｏｇｌｅ側の課題で、検索したときにＧｏｏｇｌｅ側として、そこが残ってしまっているという状況

でございます。 

○大倉委員  避難者名簿ですが、災害時に避難所で生活する際に、避難生活や避難対策を考える上で

は、しっかりと避難者を把握するというのは非常に重要なことだと思っております。そうした部分では、

しっかりと各学校、データ化もその後、ある一定期間を置けばデータ化して把握していくのだろうと思

いますが、そういった意味では統一されたものにしたほうが管理しやすいというかデータ化しやすい、

迅速に対応できるという部分では、工夫が必要だと思いますが、いかがでしょうか。 

 ホームページとＷｉ－Ｆｉスポットについてはわかりました。消さなくてはいけなかったのかという

部分があるので、その辺の考え方を教えてください。 

 旅費については、ぜひ経費削減の部分と、事務処理的にも、ある一定、カードだったりを利用すれば、

その部分の事務処理が一括で明細は出てくるので、そういった部分でも負担が軽減できるのではないか

というところもあるのですが、そういったところも踏まえて、もう一度ご答弁いただければと思います。 

○古巻防災課長  避難者名簿を記入する様式の統一の関係でございますけれども、委員ご指摘のとお

り、確かに、必要 低限といいましょうか、必須の項目として押さえておきたい部分というのは共通し

てあるとは考えております。今後、避難者の内容を把握することは重要な課題であるとも捉えておりま
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すので、そのあたりを含めまして、避難者の把握を進める際に、こういった様式に関しても、一定、検

討を進めていきたいと思っております。 

○中元広報広聴課長  ホームページの件ですが、Ｇｏｏｇｌｅ側のシステム仕様の制約もございます

ので、今後の課題とさせていただきたいと存じます。 

○米田人事課長  先ほども申し上げましたが、合理性だったり経済性だったりというようなことで、

合理性もあるというご指摘でしたので、今やっている現システムと比べて、どのような違いが出てくる

かということをさらに研究してまいりたいと考えてございます。 

○大倉委員  Ｗｉ－Ｆｉ、わかりました。旅費については研究をよろしくお願いします。避難者カー

ドなのですが、またその際に統一化して、管理をしっかりしていって工夫してくださる、検討していた

だけるということで、もう一個お願いなのですが、妊婦、乳幼児、障害、ペットなど、外国表記の記載

というのもないので、外国の方が避難してきたり、妊婦が避難。外国の方は読めないという部分で対応

がされなければいけないと思っておりますし、妊婦や乳幼児や障害のある方がわかりやすいようにつ

くっていただきたいと思います。 

○本多委員長  次に、飯沼委員。 

○飯沼委員  １６７ページの人権啓発、ＬＧＢＴ関連で質問をいたします。資料の紹介を委員長より

許可をいただきました。後で示させていただきます。あと、関連で学校のほうにも質問がいきますので、

よろしくお願いいたします。 

 まず、人権に関する意識調査が２０１５年の９月に行われましたが、その中に、性的マイノリティに

ついて調査項目が入りました。結果がパンフレットでできています。示したいと思います。これなので

すけれども、設問が幾つかあります中に、性的マイノリティーの質問が入っています。人権を考えるパ

ンフレットですけれども、この中の一部を読みたいと思いますが、性同一性障害、性的マイノリティー

についての質問が２問あって、結果が書かれているのですが、大事なのは、この下のところに評価のコ

メントが書いてあるのですが、「ＬＧＢＴについて認知は広がりつつあるものの、偏見や無理解は根強

く、性同一性障害や性的嗜好を理由とする差別、人権侵害が起こっているのが現状です」と書かれてい

ます。「自分と違うことや多様性を認めないことが、あらゆる差別につながっています。そして、マイ

ノリティ、少数者への偏見や差別をなくし、隠したり苦しんだりしなくても済む社会の実現が望まれま

す。まず少数者の生きづらさに気づき、公平に接することを意識したいものです」と書かれているので

すが、まず、この人権を考えるパンフレットが何部つくられて、どのように活用されたのか教えていた

だきたいのと、結果を受けて、今後の具体化はどのようになるのか、予算化はどうされるのかをお伺い

します。 

○島袋人権啓発課長  人権を考えるパンフレット、ありがとうございます。こちらは１万部、作成さ

せていただきまして、現在、私たちの職員のさまざまな研修で配らせていただくのと同時に、先日は、

特別区と都の人権関係の課長の連絡会がございまして、こちらの紹介をすることができましたの

で、２３区、東京都のほうにも、こちらの冊子はご紹介することができたと思っております。 

 また、今後の活用でございますが、さらに福祉関係の研修もございます。そちらにも、研修のときに

活用してまいります。それと、窓口にも置いてございますので、交流室のほうで時々この冊子をご覧に

なる、資料閲覧の方もおられると聞いております。今のところは、研修で一生懸命使って、皆様に周知

していきたいと思っているところでございます。 

 予算の件でございますが、こちらは平成２７年度の予算で作成されておりました。ですので……。 



－82－ 

○本多委員長  今後の予算です。今後のあり方。 

○島袋人権啓発課長  申し訳ございませんでした。こちらの、書いてあるところの事業をどのように

予算化していくかということでございますね。こちらに関しましては、予算化というよりも、むしろ人

権啓発課長に依頼されている研修等で話させていただいておりますのと、もう一つは、男女共同参画セ

ンターにございます法律相談やカウンセリング相談がございますので、そちらのほうでの相談事項で活

用していく方向でございます。 

○飯沼委員  ぜひ活用していただきたいのですが、もう少し踏み込んだものをつくっていただきたい

と思うのが、正しい知識を広めることの大事さを実感しています。都のパンフレットを見つけたのです

けれど、すごく渋い地味なやつで、多分これはコピーしたのだと思うのですが、この中身がすごくよく

できているのです。読ませていただきます。 

 「性的マイノリティの人権。多様な性があることを知っていますか？」という投げかけ方で書かれて

います。「性のあり方はさまざまです。皆さんは、人は皆、生まれたときに判定された性別と、自分が

認識している自分自身の性別は一致している、また恋愛対象は必ず異性に向くものだと思っていません

か。でも、性のあり方は、それだけとは限りません」ということで、出生時の性の状態、また自分がど

う認識しているのかというところで、パターンに当てはまらない人たちを、性的マイノリティあるいは

ＬＧＢＴなどと呼ばれていますということで、「性的マイノリティは２０人に１人存在すると言われて

おり、学校の４０人クラスであれば、１クラスに１人とか２人いる計算になります」ということで、

「私の周りには性的マイノリティの人はいないと言う人もいるでしょう。でも、自分が性的マイノリ

ティであることを言わずに生活している人が身近にいるかもしれない。このことを知ってほしい」とい

うことが書かれているのと、「苦しんでいる人がいます」ということで、人に打ち明けられない事例、

さまざまな困難に直面している事例などが書かれています。そして、「気づかないうちに、誰かをあな

たは傷つけていませんか」という投げかけがされているのですが、紹介させていただいたのですけれど

も、このパンフレットはとてもいいと思うので、ぜひ、区でもこのようなわかりやすいパンフレットを

つくって普及してほしいと思います。 

 それで、このパンフレットはどこにどのぐらい配布され、活用されているのか。それで、同じ内容を、

ぜひホームページにも載せていただきたい。そして、性的マイノリティに特化した講演会をぜひ開いて

いただきたいのですが、いかがでしょうか。 

○島袋人権啓発課長  実は、今、委員が示されたパンフレットの件でございますが、こちらは東京都

のホームページ、「じんけんのとびら」から入っていきますと、同じものを見ることができます。また、

こちらのパンフレットなのですが、都から区に配布される枚数が非常に少なくて、今回、成人式の日に、

ちょうどぴったりかと思いましたので、こちらの性的マイノリティの人権、今のリーフレットと、デー

トＤＶのパンフレットを配らせていただいております。こちらは１,０００部以上、必要でしたので、

東京都に許可をいただいて、地味だとおっしゃられたのですけれども、印刷させていただき配布しまし

た。次年度以降は、品川区版として同じようにつくらせていただくのが大丈夫かどうか確認しておりま

して、つくっていきたい方向で、もしくは東京都からも、各区からの要望があると聞いておりますので、

かなりの部数をいただけるのではないかと思っているところで、交渉する予定でございます。 

○飯沼委員  子どもでも、あと高齢者の方でも手にとって見たくなるような中身に、ぜひ工夫してい

ただいて、区民の目に触れるところに、本当にたくさん置いてほしいと思います。 

 講演会やホームページなど答えがなかったので、できたら後で。 
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 それで、これまでの要望事項の進捗状況も教えていただきたいのですが、学校のほうで先日、図書館

にぜひＬＧＢＴ等の図書を置いてほしい。保健室、カウンセラー室などにポスターを張ってほしい。ま

た、研修の受講者が増えているのかどうか、今後の課題について教えてください。 

○村尾教育総合支援センター長  ＬＧＢＴに関するご質問でございます。まず、ＬＧＢＴに関する図

書でございますけれども、数校の学校には、もう図書室のほうに配置しているということで、今後この

ような形で、教員を含め、さまざまな形での啓発については進めていくものだと考えております。なお、

この件につきましては、まさに性同一性障害にある偏見や差別をなくすようにということで、力を入れ

ている研修につきましても、本年度、人権・同和研修をはじめ養護教諭、また巡回相談等、当然このよ

うな形で研修は今、進めているところでございます。また、教員に対しても、先ほど委員のご提案に

なったリーフレットを教員に配布して、相談体制の確立、またさまざまな教員に対する正しい知識を持

つように、今、進めているところでございます。 

○島袋人権啓発課長  答弁漏れがございました。過去に世田谷区の区民の上川あやさんを呼んで、当

事者の方のお話を聞くことができました。また、１２月には、「さまざまな人権を考える」という職員

研修をさせていただきました。今後もいろいろな意味でステップアップをした研修をしてまいりたいと

思っております。 

○本多委員長  次に、たけうち委員。 

○たけうち委員  私は、１６９ページの奨学金貸付事業、それから１９７ページの地域防災計画改訂

経費、それから２０１ページの災害時応急物資確保費、同じく２０１ページの避難行動要支援者経費で

伺います。 

 初めに、奨学金貸付事業ですが、先般の代表質問の際に、東京都のいろんな私立高校授業料の助成拡

充などの動きや国の動きを踏まえて、品川区のほうの奨学金、なかなか利用者が少ないような状況の中

で、さらに減るのではないかという観点から、制度の再構築ということを質問させていただきました際

に、奨学金運営委員会で返済免除型奨学金の導入の提言があったということで、低所得者世帯への支援

のあり方を、運営委員会や子どもの未来応援プロジェクトで検討していきますというふうにお答えいた

だいたのですが、もう少し詳細についてお知らせいただきたいのと、またその際に、低所得者はもちろ

ん、もとよりなのですが、こうした助成が拡充されることで、今度は、助成対象にならない、比較的所

得が高い方になるのですが、そういう方たちでもお子さんが多い方などは、所得が低い方で助成の対象

になる方に比べても負担感は大きいのではないかということで、そういう方たちへのきめ細かい支援も

検討はどうでしょうかということで提案させていただきました。それについてはお答えがなかったので、

あわせてお聞かせください。 

○廣田子ども家庭支援課長  奨学金についてのお尋ねでございます。奨学金の運営委員会は１２月に

開催されておりまして、そちらで委員の方から、現在の奨学金の制度では授業料のみの入学準備金なの

ですけれども、それ以外にも必要な経費があるのではないかというご意見もいただいた中で、給付では

なくて何かモチベーションが上がるような条件をつけて、返還免除型の奨学金というのも考えたらどう

かというご意見をいただいているところでございます。また、その中で、所得だけではなくて育英の意

味で、いろいろ頑張った子どもに対してという考え方もあるのではないかというご意見をたくさんいた

だいているのですけれども、検討については、これから区としてどういうスタンスに立つかということ

については、これから考えていくところでございますので、どうするかというところについては、今の

ところははっきり申し上げる状態ではございません。 
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 また、委員ご提案いただいている、所得がある程度あっても、子どもが多い、子どもの人数がいると、

経済的負担が重いのではないかということだと思うのですけれども、現在、所得の制限を奨学金は設け

ておりますけれども、その所得を判断するときに、大学生の子どもがいるであるとか小学生の子どもが

いる場合には、収入から控除して、その分、差し引いた所得で、所得制限で比較しているので、全く配

慮していないわけでは現在はない状況です。今後、奨学金をどうしていくかという見直しの中で、こう

いう子どもが多い世帯をどうしていくかについては、また検討のテーブルの中で、みんなニュートラル

に乗せた上で、区としての方向性はこれから考えようと思ってございます。 

○たけうち委員  今、国のほうでも、この４月から、大学生の奨学金ですけれども、返済の期間とい

うのですか、返還期間が１０年から１５年、それから返済の金額についても緩和されていくという制度

改正があります。区の奨学金のほうはもう既に１５年というふうになっているので、それは対応されな

いとは思うのですが、そうした都や国の動きが教育費負担の軽減ということで動いていますので、ぜひ、

今おっしゃられたような観点で検討していただきたいと思いますので、これは要望ということで、これ

で終わらせていただきます。 

 次に１９７ページ、地域防災計画改訂ですが、いろいろプレス発表の中でも出ていまして、先ほども

いろいろな委員から出まして、女性への配慮ということで、我々も女性の視点での防災対策ということ

で提案等してまいりまして、授乳ですとかトイレ、また物干し台等、こうしたことのプライバシー確保

についても要望してまいりました。それで、伺ったところでは、今、こうした授乳やトイレなど、そう

いうプライバシー確保のためのパーティションというのですか、段ボール等のパーティションは１００

セット、備蓄は既にされていると聞いておりますが、それについての確認と、あわせて、備蓄はされて

いるのですけれど、どういったものになっていて、それで、それを実際に組み立てて、まだ学校等の避

難所でやってはいないのではないかと思うのですけれど、今後そういうのをやっていくのかどうかとい

う、その辺を教えていただきたいと思います。 

○古巻防災課長  パーティションの備蓄でございますけれども、１００セットあるということに関し

ましては間違いのないところでございまして、備蓄倉庫に１００セットを今備蓄しているという状況で

ございます。これは、各避難所に、それほど多くは配備できないかと思いますけれども、パーティショ

ンとして使えるものとして考えています。特に訓練については、現在確かに行っていないというところ

でございます。 

○たけうち委員  実際に組み立ててみたりしてみないと、トイレなどもそうですけれども、いろんな

ことがありますので、ぜひそういう機会を今後つくっていただきたいと思いますので、またこれについ

てもお答えいただきたいと思います。 

 それから、今、東京都のほうでもいろんな動きがありまして、私どもの区議会のほうで提案させてい

ただいて、『東京防災』というのが１回、黄色いやつに出て、かなり好評だったのですが、これの女性

版ということで、女性の視点からの、いわゆる『東京防災』というのが、今度、新年度予算で約３億円

計上されて発行されていくと伺っておりますが、まだできていないので、どういう内容になるかわから

ないのですが、これについてもぜひ、我々のところにも来る……、男性だから私のところには来ないか

な。かなりのところに来るか、それもわからないのですが、ぜひそういうものも参考にしていただいて、

品川区でも『わが家の防災ハンドブック』というのをつくっていただいていますが、そういった面では、

それの女性版とか、また今後、要支援者版みたいなものも、ぜひ作成を検討していただきたいと思うの

ですが、あわせてお聞かせください。 
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○古巻防災課長  まずパーティションでございますけれども、答弁が不十分だったところはあるかと

思いますけれども、基本的には福祉避難所等、配慮が必要な方に向けての準備ということでご理解いた

だければと思います。福祉避難所、二次避難所につきましては、まだ開設訓練等、十分に進んでいない

状況でございますので、そういった中で、いろんな活用、備蓄品等の活用を含めて訓練ができるような

流れをつくっていければとは考えております。 

 それから、『東京防災』の女性版ということですが、これはまだ確かにできていないものなので、ど

ういったものができ上がってくるかということは注視していきたいと思いますし、女性の視点等を含め

まして、避難所運営におけるさまざまな配慮については、平成２９年度の地域防災計画の中で検討を進

めてまいりたいと考えておりますので、さまざま優先順位等をつけながら、どういった形で計画に盛り

込んでいけるのかということは考えていきたいと思います。 

○たけうち委員  その１００セットは、今のお話だと福祉避難所用ですか。次のところでもやるので

すけれど、今、福祉避難所は品川区では１３カ所あるということになっていますが、１００セットある

という中で、また女性への配慮みたいなところでのパーティションなのかと思っていたのですが、そう

すると、福祉避難所ということは、女性もいるかもしれませんが、一般の避難所ではまだそういう形で

の、女性の方が授乳したり、トイレとか、物干し台でいろんなものを干すとかというプライバシー確保

ではないということですか。それがまだできていないということであれば、ぜひそれも早目にお願いし

たいと思いますが。あわせて、この間もいろいろ、いろんな委員会等で出てきたと思うのですが、一般

の方もやはり長期の避難になると、体育館や教室でプライバシー確保が必要になるという中で、やはり、

段ボールだけではなくてもいいと思うのですけれど、パーティションでも何でもいいのですけれど、そ

ういう形で、間仕切りみたいなものでプライバシーを確保するということも大事だと思うのです。それ

で、それができない理由としては、おそらく非常に、学校の避難所、倉庫に入れるとするとかさばって

しまうのではないかと思うのですが、それが原因なのか、どうなのかということも確認したいと思いま

す。 

○古巻防災課長  パーティションに関する考え方でございますけれども、今、１００セットあるもの

については、配慮の必要な方を中心に使用していきたいと考えているところでございます。ですから、

福祉避難所、二次避難所を中心にということにはなろうかと思います。 

 パーティションの備蓄に関しましては、やはり、今ご発言があったとおり、かなりかさばるものとい

うことでございます。備蓄倉庫、今、懸命に場所の確保には努めておりますけれども、やはり優先して

備蓄すべきものということでは、食料品でありますとか飲料水といった、 低限７２時間の命の確保を

するための必要なものを中心に、今、備蓄を進めているところでございますので、その中で余裕が出た

らということではあろうかと思いますけれども、ご意見は参考にさせていただきたいと思います。 

○たけうち委員  以前いろんな委員会等でのご答弁よりちょっと後ろ向きになってしまったような気

がしているのですけれど、そういう中で、確かに物理的に倉庫には限りがありますので、優先順位をつ

けるのは当然なのでわかるのですけれど、その中で、実は静岡県の富士宮市が、つい 近ですけれども、

段ボールメーカーと、いわゆる物資調達に関する協定というのを締結したということで、この段ボール

の使い方、さっき申し上げた間仕切りもそうなのですけれど、あと長期避難になったときに床に直接毛

布を敷いて寝ると非常に寒いという中で、段ボールのベッドみたいなものを含めて、そういったことを

調達してもらえるような協定を結んだということがありました。ですので、例えば、さっきおっしゃっ

たように、３日間とかはなくても大丈夫なのです。やはり長期になってきたときにプライバシーが確保
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されなければいけないという中で、そういうところと協定しておいて対応してもらえるような、そうい

う仕組みなども検討できないのかと思うので、お答えいただきたいと思います。 

○古巻防災課長  実際に協定等に関しましては、畳の提供について畳の業者と協定をしていたりなど

ということもございますので、可能性については探っていくようには考えていきたいとは思いますけれ

ども、実際に必要なものの優先順位をつけながら、今後も避難所の生活がきちんと送れるような形での

対応を考えていきたいと思っています。 

○たけうち委員  ぜひ積極的に対応してもらいたいと思います。 

 次の質問ですが、福祉避難所関係で、これは、周知は今されているのかどうか。いわゆる、福祉避難

所自体が指定されているけれども、中の対応がまだできていないので、なかなか周知ができていないの

ではないかと思うのですが、その辺は今どうなっていますでしょうか。 

○古巻防災課長  周知という意味でありますと、１３カ所、福祉避難所、それから１８カ所だったか

と思いますけれども二次避難所を指定しておりますけれども、地域防災計画の中で一覧表をつくりまし

て、それに関しては公表しているという状況でございます。ただ、実際の運営については、まだ各法人

それぞれ、課題、入所者、利用者等いるという状況で、なかなか早期の開設も困難も多い状況というこ

とも聞いておりますので、そのあたり配慮しながらということにはなっていこうかと思います。 

○たけうち委員  なぜこういう質問をするかといいますと、ある障害者のお子さんがいらっしゃる親

御さんが、やはり福祉避難所が気になって、多分、福祉部局に要求したと思うのです。そうしたら、品

川区はありませんと言われたというのです。細かいところは聞いていないのですけれど、もしかしたら

その辺が、これから避難行動要支援者ですとか福祉避難所などにおいては、福祉部門との連携が非常に

重要になってくると思うのです。そういう中で、その辺がなかなかまだこれからなのかと思うので、こ

れを早急に進めていただかないといけないのかと思うので、その辺について前向きなご答弁をいただき

たいのですが。 

○古巻防災課長  ご指摘いただきましたとおり、要配慮者への対応ということでは、今年度、個別計

画の作成支援も行っておりますし、二次避難所の開設訓練といったところも手をつけ始めたところでご

ざいますので、今後とも福祉部門との連携というのはきちんと図って対応していきたいと思います。 

○本多委員長  次に、鈴木真澄委員。 

○鈴木（真）委員  私は地域振興費の中から、１８１ページ、自治会活動賠償責任保険加入助成、そ

れから協働推進経費、それから文化スポーツ振興費の中から、１８９ページ、地域スポーツ支援、これ

はプレス発表の中で学校関係も絡むかと思っています。それから１９６ページの防災対策費等の中から

お聞きしたいと思います。 

 自治会活動賠償責任に関しては、我が会派からも何回か質問が出ています。枠が拡大されたというこ

とは大変喜ばしいと思うのですが、賠償の保険の対象の点をよく地域の中に伝えていかないと、これは

大丈夫だったのに、これはだめだったのというのが絡むのが、ちょっと気になっています。何かといい

ますと、私の住んでいる地域で、年末から１月ぐらいにかけて餅つきを非常にやっている町会が多いの

です。ある町会では、今年、ノロウイルスがはやっていたので、やろうか、やるまいか悩んだ結果、個

別に町会で餅つき用の保険に入ったのです。聞いたところによりますと、５,０００円で済んだと。そ

れで、百五、六十人を対象にして、１億円の保障の対象だということでした。ですから、金額的には安

かったのですけれど、新しく今度、区でやっていただく保険が、こういうものに対して対象になってい

くのかどうか、そこら辺をちょっと確認させてください。 
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 それから、２つ目が協働推進関係です。先日、品川区消費生活・社会貢献活動展が開かれました。こ

れは地域活動課と商業・ものづくり課が連携してやっている事業ということで、区の委員会の資料もも

らっていますが、これに対して基本的に目的と事業の展開を確認させていただきたいと思います。今回、

私もお邪魔させていただきまして、ちょうど土曜日と日曜日だったのですが、土曜日に行ったときにパ

ンフレットをもらったら、日曜日には別の団体が出ていて、団体が違うので、これは日曜日も行かなけ

ればいけないかと思って両方行ったのですけれども、８７団体でしたか、参加していらっしゃる。大変

に盛況だったのですが、繰り返しになりますが、この目的等を確認させてください。 

○伊﨑地域活動課長  自治会活動賠償責任保険でございますけれども、保険の支払いの対象となる事

象は事故でございまして、こちらに明記されておりますが、食中毒等の細菌性食中毒、ウイルス性食中

毒は含まないということで明記されております。 

○河内協働・国際担当課長  私からは、品川区消費生活・社会貢献活動展事業につきましてお答えさ

せていただきます。まず目的と経過でございます。目的でございますが、区内で社会貢献活動を行って

いらっしゃる団体を広く区民の方に紹介するとともに、イベントを通じまして団体同士の情報交換など

を行いまして、活動の活性化を図るものでございます。経過でございますが、平成２０年より開始いた

しました当事業でございますが、以降、毎年開催されております。本年２月の開催でちょうど９回目と

いうことになります。平成２０年の開始時には、参加団体２６団体、代表者数は４００人でございまし

たが、先ほど委員からお話がありましたとおり８７団体、参加総数は１０２団体になりますが、来場者

数も約２,６００人というようなものになっております。イベントを通じましての情報交換のつながり

の場の提供の活性化が非常に活発に行われている状況でございます。 

○鈴木（真）委員  それぞれわかりました。保険のほうなのですけれど、先ほど、町会に周知する中

で、もちろん事故があってはいけないし、食中毒などがあってはいけないのですけれど、そこら辺を町

会の中でもわかっていないと、万が一何かあったときに怖いというのを非常に感じました。その保険と

同時にもう一つ気になっているのが、地区委員会活動がありますね。地区委員会の活動に対しての保険

というのは当然きかないと思うのですけれど、その対象がどうなっているのか、そこら辺を教えてくだ

さい。 

 それから、先ほどの消費生活・社会貢献活動展のほうは、先ほども言ったのですけれど確かに人が多

くて、いつもより何かにぎわいを感じたところがありました。私もいろんな団体と話したせいかもしれ

ないのですけれど、うまくいき始めたというのは、区としていろんな指導をしていらっしゃるのか、そ

れとも協働ということで、各団体同士でうまく話し合いがされているのか、その点で教えてください。 

○伊﨑地域活動課長  こちらの保険は、自治会活動の賠償責任保険でございますので、地区委員会単

独の事業には対象とはなりません。ただ、町会・自治会が共催などで一緒にやっている事業でしたら、

自治会活動ということで対象となると考えております。 

○河内協働・国際担当課長  当会の盛り上がりに対します指導、それから助言などのお話でございま

す。当事業は、実行委員会形式を設けておりまして、そちらに行政のほうもいろいろ発言させていただ

く経緯がございます。とはいいながらも、運営いたします各団体のほうの成熟度も上がってきておりま

すとともに、当初は、団体の存在や取り組みを知ってもらうというところが本当に一生懸命やっている

主軸だったのですが、大分、協働に対する認識の度合いが上がってまいりまして、区民の方に役に立つ、

あるいは寄り添いたいというようなところの意識が大変上がっております。そういったところが、委員

のご来場になられた際の印象に非常に影響を与えたものだと認識しております。今後もしっかり指導・
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連携を通じまして、いい会にしてまいりたいと考えているところでございます。 

○鈴木（真）委員  地区委員会の関係の保険ということで気になったのは、荏原第四でしたっけ、マ

ラソン大会に相当な数が参加していらっしゃる。それから品川第二ですとドッジボール大会、今年

は５８８人の参加という子どもでした。それで、ご父兄や役員を入れると１,０００人以上、あそこは

八潮高校で今やらせてもらっているのですけれど、何か事故が起こったときの対象というのはどうなる

のかというのを感じました。あと、品川第二ですとみかん狩りなど、いろんなところに行っているので

すけれど、その辺の、万が一、本当に事故があってはいけないのだけど、何かあったときというのはど

ういう対象になっているのか、その辺を確認させてください。 

 それから協働のほうですけれど、確かに協働ということは非常に進んできて、うれしい話だと思うの

ですけれど、もう一つ、事業としての区民活動助成制度も前から続いていると思いますけれど、この助

成制度の団体が協働の段階に進んできているのかどうか、それから補助制度が、たしか年数が３年ぐら

いだと思ったのですが、その後の展開について、また教えてください。 

○伊﨑地域活動課長  地区委員会の事業でございますが、先ほど申し上げましたように、町会・自治

会あるいは連合会との共催という形で行われている場合は対象となりますので、一つ一つ確認は今でき

ないのですけれども、先ほど委員がおっしゃった中でも対象となる事業はあるかと考えております。地

区委員会単独の事業におきましては対象となりませんので、それぞれが保険に入っていただくという仕

組みとなります。 

○河内協働・国際担当課長  まず助成制度などを利用した団体が進んできているか、また３年の継続

経過、今後の展開の３点だと思います。 

 まず助成制度を受けた団体の経過でございますが、こちらの事業を通しまして、資金の重要性や連携

の重要性に気づきました団体が、この間におきまして、やはり連携、あるいは区民の方へのＰＲ、知っ

ていただくことの大切さを踏まえまして、非常に重要な役割を果たしているところでございます。 

 また、継続年数の３年の検討の件でございます。こちらにつきましては、利用者の声を集めるために

団体の方に集まっていただきまして、意見交換会・報告会などを開き、また審査員の方にもご意見を頂

戴いたしながら検討いたしました。その結果でございますが、現状の３年の継続ということになります。

これは２点、理由がございまして、１つは団体の自立性の確保ということでございます。延ばせば延ば

すほど自立の意識も薄まってくるような、相反する面もございます。また、他の区の協働の状況を調べ

てみたところですが、やはり３年を限度といたしまして、多くが３年どまりということで、中には単年

度でやっているというところもございました。そうしたところから、現在また３年の継続年数で進めて

いるところでございますが、団体の状況や社会状況を踏まえましてブラッシュアップをかけてまいりた

いと考えております。 

 また、社会貢献活動展の今後の展望、状況でございますが、今までどおり参加団体の拡大、それから

協力体制の支援・充実に加えまして、各参加団体の化学反応といいますか、連携の充実を図っていきな

がら、多くの区民の方にやはり役に立つ展示、存在になりますように展開を図ってまいりたいと考えて

いるところでございます。 

○鈴木（真）委員  保険のほうは、本当に事故が起きなければ問題ないのだけど、やはりそこが保険

に頼らなければいけないところがあると思うので、今後またいろんな面でご検討いただきたいと思うし、

さっき、地区委員会を品川区でやったとき５８８人、これは例えば参加費用をこれから取らないといけ

ないのかというところも仲間の中では話が出ていたのですけれど、その辺の負担もこれから気になると
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ころなので、よく打ち合わせをしていただきたいと思います。 

 協働の団体に関しては、これからもいろんな団体が発展していけるように頑張っていただきたいと思

いますので、よろしくお願いします。 

 それから、次に今年の新規事業、プレス発表の中で、しながわ体操というのが出てきたのですけれど、

予算の中でしながわ体操の言葉が出てこないのです。事前の資料を見たときに、やっと出てきたのが、

さっき言った項目の中の地域スポーツ支援の中に出てきて、せっかく新規事業でやるのに、何で出ない

のか、もったいないと思ったのですが、これの進め方について教えてください。 

 それから防災に関して、受援計画の中で、ある本を見ていくと、ボランティアに対する受援計画とい

うのも出ているものがありました。ボランティアを受援の中でどういうふうに捉えていくか。品川区だ

と、もし一般のボランティアの方が来た場合、社会福祉協議会が入ってくるのかと思うのですけれど、

その辺が、本によると、ホームページにもその辺もうたっておくような体制、それから受援計画も先に

出しておくべきだというのがあるのですが、そこら辺のお考えを教えてください。 

○池田スポーツ推進課長  まず、しながわ体操についてでございますけれども、現在の進め方としま

しては、日体大と昨年６月にスポーツ振興に関する協定を締結いたしまして、その後に日体大がつくり

ました体操について品川区で活用してはどうかというような話がありました。こちらは、東京では初め

ての体操ということになりますので、こちらについての著作権の関係をどのような形でやっていいかと

いうことで、今、日体大と詰めています。来年度早々に私どものほうでイベントを開き、このしながわ

体操というのは実際、トリム連盟に見ていただきまして、これは高齢者の方も十分にできる体操だとい

うことになっておりますので、今後、ラジオ体操と並ぶような形で区民の皆様に広げて、ぜひ家庭でも

やっていただけるようにしていきたいと考えているところでございます。 

○古巻防災課長  受援にかかわりますボランティアの位置づけというか、そういった関連のご質問か

と思いますが、ボランティアに関しましては、今ご発言があったとおりですけれども、品川区社会福祉

協議会との連携の中で、ボランティアセンターの開設・運営をしていくというような仕組みに今なって

ございますけれども、受援計画の中でどういった形で位置づけをしていくのかというのは、まさに今、

内部的にいろいろ検討しているところでございます。これは大きな課題ということで捉えておりまして、

平成２９年度の地域防災計画の改訂・検討の中で、十分検討して形をつくっていきたいと考えておりま

す。 

○鈴木（真）委員  しながわ体操は、今お話に出ましたけれど、ラジオ体操との絡みがどうなってく

るのかというのがちょっと気になっています。それで学校と、さっき伺ったのですけれど、あまり時間

がないので、それはもううまく検討していただきたい。朝のラジオ体操、夏休みなどやっていますけれ

ど、そこにもどういうふうに関連させるのかというのが、これから検討していただきたいと思います。 

 ボランティアの件はわかりました。防災の面で先日熊本に行ったときに、避難所の中でノロウイルス

や感染症が発生したということがありました。避難所の運営体制の整備というページの中に、「避難所

の備品」の中、ビニール手袋が、たしか１００と出ていました。これは、感染症等を考えると、もう少

し増やしたほうがいいのではないかと思いますので、それは要望にしますので、お願いいたします。 

○本多委員長  以上をもちまして、本日予定の審査は全て終了いたしました。 

 次の会議は、明日、金曜日、午前１０時から開きます。 

 本日はこれをもって閉会いたします。 

○午後６時１５分閉会 



－90－ 

                                              

委 員 長  本 多 健 信 


