
－1－ 

  ３月１４日（火） 

 出 席 委 員 

 

 

  委 員 長 本 多 健 信 君 

  副 委 員 長      新 妻 さえ子 君 

    同   鈴 木 ひろ子 君 

  委   員 のだて 稔 史 君 

    同   石 田 ちひろ 君 

    同   吉 田 ゆみこ 君 

    同   田 中 さやか 君 

    同   高 橋 伸 明 君 

    同   松永 よしひろ 君 

    同   安 藤 たい作 君 

    同   筒井 ようすけ 君 

    同   つ る 伸一郎 君 

    同   あくつ 広 王 君 

    同   鈴 木   博 君 

    同   横 山 由香理 君 

    同   中 塚   亮 君 

    同   須 貝 行 宏 君 

    同   高 橋 しんじ 君 

    同   塚本 よしひろ 君 

  委   員 こんの 孝 子 君 

    同   渡 辺 裕 一 君 

    同   渡 部   茂 君 

    同   沢 田 洋 和 君 

    同   木 村 けんご 君 

    同   石 田 しんご 君 

    同   飯 沼 雅 子 君 

    同   南   恵 子 君 

    同   藤 原 正 則 君 

    同   西 本 貴 子 君 

    同   たけうち  忍 君 

    同   若 林 ひろき 君 

    同   松 澤 利 行 君 

    同   伊 藤 昌 宏 君 

    同   鈴 木 真 澄 君 

    同   石 田 秀 男 君 

    同   いながわ 貴之 君 

    同   あ べ 祐美子 君 

欠 席 委 員 

       浅野 ひろゆき 君 

       大倉 たかひろ 君 

 

その他の出席議員 

       大 沢 真 一 君 



－2－ 

 出 席 説 明 員 

 

 

 区 長          

  濱  野    健  君             

 

 副   区   長 

  桑 村 正 敏 君             

 

 副 区 長          

  中 川 原  史  恵  君             

 

 企 画 部 長          

  中  山  武  志  君             

 

 企画部企画調整課長 

  柏  原    敦  君             

 

 参       事 

 財政課長事務取扱          

  秋  山    徹  君             

 

 企画部施設整備課長 

  小 林 道 夫 君             

 

 企画部広報広聴課長 

  中 元 康 子 君             

 

 企 画 部 副 参 事          

  中 島 秀 介 君             

 

 総 務 部 長          

  田 村 信 二 君             

 

 総務部総務課長（危機管理室長兼務） 

  久 保 田  善  行  君             

 

 総務部人権啓発課長 

  島 袋 裕 子 君             

 

 総 務 部 経 理 課 長          

  立  川    正  君             

 

 文化スポーツ振興部文化観光課長 

  鈴  木    誠  君             

 

 

 文化スポーツ振興部スポーツ推進課長 

  池  田    剛  君             

 

 文化スポーツ振興部 

 オリンピック・パラリンピック準備課長 

  小 川 陽 子 君             

 

 都 市 環 境 部 長          

  藤 田 修 一 君             

 

 都市環境部都市計画課長 

  中 村 敏 明 君             

 

 都市環境部住宅課長 

  今 井 裕 美 君             

 

 都市環境部木密整備推進課長 

  寺  嶋    清  君             

 

 都市環境部都市開発課長 

  稲 田 貴 稔 君             

 

 都市環境部まちづくり立体化担当課長 

  東 野 俊 幸 君             

 

 都市環境部建築課長 

  鈴 木 和 彦 君             

 

 都市環境部環境課長 

  三 ツ 橋  悦  子  君             

 

 防災まちづくり部長 

  松 代 忠 德 君             

 

 災害対策担当部長（危機管理担当部長兼務） 

  曽 田 健 史 君             

 

 防災まちづくり部土木管理課長 

  安 井 裕 彦 君             

 

 防災まちづくり部交通安全担当課長 

  桑 波 田  幸  喜  君             

 

 



－3－ 

 防災まちづくり部道路課長 

  多 並 知 広 君             

 

 防災まちづくり部用地担当課長 

  矢  木  す み を  君             

 

 防災まちづくり部公園課長 

  溝 口 雅 之 君             

 

 防災まちづくり部河川下水道課長 

  和  田    淳  君             

 

 防災まちづくり部防災課長 

  古 巻 祐 介 君             

 防災まちづくり部防災安全担当課長 

  黒 﨑 清 貴 君             

 

 会 計 管 理 者          

  福  島    進  君             

 

 教   育   長 

  中  島    豊  君             

 

 教育委員会事務局教育次長 

  本 城 善 之 君             

 

 区 議 会 事 務 局 長          

  原    明  彦  君             



－4－ 



－5－ 

○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。 

 本日の予定に入ります前に、３月１０日の本委員会において、中塚委員より出されました、南委員の

質疑における子ども未来部長の発言の取消しの動議につきまして、理事会で協議をいたしましたが、理

事会では意見が分かれました。 

 これより、本動議を議題に供します。 

 本動議の採決は、起立により行います。 

 お諮りいたします。 

 本動議のとおり、決定することに賛成の方は、ご起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○本多委員長  起立少数であります。ご着席願います。 

 よって、本動議は否決いたしました。 

 それでは、改めまして、第５号議案、平成２９年度品川区一般会計予算を議題に供します。 

 本日の審査項目は、歳出、第６款土木費のみでございます。 

 それでは、これより本日予定の審査項目の説明を願います。 

○秋山財政課長  おはようございます。本日もよろしくお願いいたします。 

 ３１６ページであります。６款土木費、１項土木管理費、１目土木総務費は１０億２,４６４

万７,０００円で、対前年２４.９％の減。右側にまいりまして２行目、規制・許可事務費では、３行下、

屋外広告物等実態調査は新規計上。中ほど、交通安全啓発費では、４行下、しながわ交通安全フェアは、

交通安全宣言５０周年記念事業として行うものであります。３１９ページにまいりまして、中ほど、

シェアサイクル事業は新規計上。 

 以上によりまして、土木管理費の計は１０億２,４６４万７,０００円で、対前年２４.９％の減であ

ります。 

 ３２０ページにまいりまして、２項道路橋梁費、１目道路橋梁総務費は、３億５,２７３万５,０００

円で、対前年３.８％の増。 

 ２目道路維持費は、１１億９,７８９万７,０００円で、対前年２０.３％の増。３２３ページにまい

りまして、３行目、擁壁修繕は、西品川一丁目、上大崎三丁目が新規計上。３行下、道路点検システム

導入費は、スマートフォンを活用したシステム費を計上しております。下から５行目、自転車推奨ルー

ト整備（南大井）と、その１行下、かむろ坂桜植替え工事費は新規計上であります。 

 ３目道路新設改良費は２３億６,７９５万７,０００円で、対前年１１.７％の減。３２５ページにま

いりまして、４行目、補助１６３号線整備では、中ほど、ＪＲ大崎支線ガード下区間概略設計委託は新

規計上。３２７ページにまいりまして、中ほど下、立会川緑道概略設計委託は新規計上。２行下、オリ

ンピック・パラリンピック施設周辺無電柱化事業では、引込連系管工事費が新規計上であります。 

 ４目受託事業費は２５億８,１５２万１,０００円で、対前年１.４％の減。３２９ページにまいりま

して、中ほど、排水施設建設事業では、５行下、第二戸越幹線整備工事（下水道本管整備）を行います。

下から２行目、立会川雨水放流管建設関連整備では、３３１ページにまいりまして、１行目、月見橋の

家等復旧実施設計委託が新規計上であります。 

 左側に戻りまして、５目橋梁費は１１億２,９０１万３,０００円で、対前年２.８％の増。右側にま

いりまして、下から３行目、橋梁長寿命化修繕軽費では、３３３ページにまいりまして、設計、施工監
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理委託では、御殿山橋の設計費を計上しております。 

 以上によりまして、道路橋梁費の計は７６億２,９１２万３,０００円で、対前年１.４％の減であり

ます。 

 ３３４ページ、３項河川費、１目河川総務費は、６億１９２万１,０００円で、対前年１０９％の増

であります。主な要因は、右側中ほど、水辺空間整備促進では、その下、東品川二丁目防災桟橋付帯施

設工事は待合所トイレを整備するもの。４行下、天王洲水辺広場実施設計委託と、目黒川障害物調査は

新規計上。３行下、五反田リバーステーション整備では、五反田防災桟橋整備工事の工事費を計上して

おります。３３７ページ、７行目、水辺の賑わい創出構想検討委託は新規計上。 

 以上によりまして、河川費の計は、６億１９２万１,０００円で、対前年１０９％の増であります。 

 ３３８ページにまいりまして、４項都市計画費、１目都市計画総務費は、８億４６万３,０００円で、

対前年２９.２％の増。右側にまいりまして中ほど、やさしいまちづくり整備費では、可動式ホーム柵

整備助成は、東急大井町線荏原町駅が新規計上。その下、ＪＲ京浜東北線大井町駅エレベーター設置助

成も新規計上。下から２行目、京浜急行線連続立体交差化事業では、北品川駅前広場整備等検討委託を

計上しております。３４１ページにまいりまして、１行目、東急大井町線連続立体交差化事業では、戸

越公園駅周辺の整備方針を検討するもの。３行下、八潮地区まちづくり検討経費と、立会川・勝島地区

まちづくりビジョン策定費は、それぞれまちづくりの検討を行うものであります。 

 ２目公園管理費は、１２億５,３１５万１,０００円で、対前年２.６％の減。右側中ほど、長寿命化

計画更新費は新規計上。その下、しながわ水族館運営費は、５行下、ペンギンランド拡張工事を計上し

ております。 

 ３４２ページ、３目公園新設改良費は、１８億１,３７２万９,０００円で、対前年４８.６％の減。

右側にまいりまして、３行目、しながわ区民公園改修工事では、中央ゾーン整備工事を行います。８行

下、天王洲公園改修工事では、４行下、管理棟増築工事が新規計上であります。３４５ページにまいり

まして、３行目、八潮北公園改修工事は、スケートボード場を整備するもの。３行下、品海公園改修工

事は、トイレ改修を行います。中ほど下、東品川海上公園整備実施設計委託、戸越公園管理棟建替基本

設計委託、浜川公園整備基本・実施設計委託は、それぞれ新規計上であります。 

 左側に戻りまして、４目都市開発費は、２０５億５,８２５万円で、対前年２０.９％の減。３４７

ページにまいりまして、８行目、北品川地区歩道整備は新規計上であります。中ほど下、目黒駅前地区

再開発事業では、目黒駅前地区再開発事業補助金は、工事完了による減。３４９ページにまいりまし

て、１行目、戸越公園駅周辺まちづくり事業は新規計上。中ほど、不燃化１０年プロジェクトでは、６

行下、住替え支援助成と不燃化支援助成は対象拡大による増であります。３５１ページにまいりまして、

一番下、木密連担地域改善事業は、西品川一丁目地区において、まちづくり方針検討業務委託を行いま

す。 

 以上によりまして、都市計画費の計は、２４４億２,５５９万３,０００円で、対前年２２.３％の減。 

 ３５２ページにまいりまして、５項建築費、１目建築行政費は、２１億４,３０４万９,０００円で、

対前年８.０％の減。右側、中ほど下、建築物耐震化支援費では、耐震改修工事助成は実績見合いの減

であります。３５５ページにまいりまして、５行目、がけ・擁壁安全化支援では、アドバイザー派遣費

と改修工事助成が新規計上であります。 

 以上によりまして、建築費の計は２１億４,３０４万９,０００円で、対前年８.０％の減。 

 ３５６ページにまいりまして、６項住宅費、１目住宅総務費は、１億６,６２２万３,０００円で、対
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前年０.１％の減。右側にまいりまして、６行目、マンション管理支援では、その下、建替・修繕支援

が新規計上。下から３行目、公営住宅等長寿命化計画改定費は新規計上であります。 

 ３５８ページにまいりまして、２目区営住宅費は、３億９,６２７万３,０００円で、対前

年５２.８％の減。主な要因は、西中延区営住宅の完成による減であります。 

 ３目区民住宅費は、６億３７５万円で、対前年３.２％の減。右側にまいりまして、中ほど、建設型

区民住宅管理費では、２行下、給湯器取替等工事は、計画的な修繕のため計上しております。 

 ３６０ページにまいりまして、以上によりまして、住宅費の計は１１億６,６２４万６,０００円で、

対前年２８.４％の減であります。 

○本多委員長  以上で、本日の審査項目の説明が終わりました。 

 質疑に入ります前に、現在２８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  おはようございます。よろしくお願いいたします。 

 ３２３ページ、街路樹等維持管理費、３５５ページ、改修工事助成、３５３ページ、住宅耐震化支援

費、３５７ページ、空き家改修についてお伺いをさせていただきたいと思います。 

 まず初めに、街路樹剪定のことをお聞かせを願いたいと思います。この街路樹等維持管理費、剪定等

ありますけれども、それと、かむろ坂の桜植替え工事費について、内容をお知らせいただきたいと思い

ます。 

○多並道路課長  街路樹の件でございます。ここの平成２９年度に計上させていただいております費

用といたしましては、現在、区で管理しております街路樹等の樹木の維持管理をするための経費で、主

に、剪定作業であったり、あとはカラスの巣撤去など、そのような撤去費用だとか、害虫駆除だとか、

そのような、管理するための費用ということで、計上させていただいております。 

 ただ、その１段上のかむろ坂の桜につきましては、その中でも、かむろ坂の桜が非常に長年あるとい

うことで、今回、今年度に調査した結果、不健全木があったということで、それを計画的に植え替えて

いこうということで、来年度、さくらまつりが終わった後に、適正な時期に植え替えていきたいという

ことで、計上させていただいた内容でございます。 

○高橋（伸）委員  桜というのはおおよそどのぐらいが寿命なのか、教えていただきたいのと。 

 それと、あと桜の剪定なのですけれども、道路上の歩道のところに、桜の木が、いろいろな、区内に

はあると思うのですけれども、この剪定の基準。桜の時期になると、桜を楽しみにしておられる方が当

然いらっしゃいます。そういった方のご意見で、桜があまりにも伐採され過ぎて、剪定され過ぎて、桜

の見ごろのときの桜が、すごく見栄えがよくなくなってしまって、そういう基準というのがどうなって

いるのか教えていただきたいと思います。その方が、やはり自主的に、桜の時期になるとライトアップ

したりとか、本当にすごく、桜が見栄えがよいということで、そういった方からのご相談も受けました

ので、桜の剪定。桜だけではないですけれども、通行量の多いところは、当然、トラックもあるでしょ

うし、枝をはらわなければいけないということもあると思うのですけれども、その辺のところをお聞き

したいと思います。 

○多並道路課長  まずは、桜の寿命等ということでございますけれども、一般的に高木の寿命、全体

的には８０年ぐらいと言われております。ただ、桜については、もう少しそれよりは短い時期だろうと

いうことで、一般的には言われているところでございます。 
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 あと、桜の剪定、基準等でございますけれども、まず、全体的な街路樹の剪定としましては、冬期剪

定と夏期剪定、要するに、冬に樹木が休眠しているときに、大きく骨格を整えるような剪定ということ

を行って、夏期剪定というのは、軽剪定、いわゆる、飛び出ているような、整えていくような軽剪定を

やっていくところでございます。ただ、桜については、地元からもやはりいろいろご意見ございますの

で、よくお伺いしながら、我々としては気をつけながら剪定させていただいているつもりでございます。

ただ、今の委員のご指摘の点がありましたら、それはしっかり、我々も現場をよく見させていただいて、

やはり桜は見ていただく、楽しんでいただくというのも、ひとつの楽しみでもありますので、その点、

よく注意して剪定はしていきたいと思っているところでございます。 

○高橋（伸）委員  ぜひよろしくお願いいたします。 

 それと３２３ページで、道路点検システム導入費ということで、これは新規事業になるかと思うので

すけれども、この新規事業、スマートフォンを取りつけてセンサーにより路面の段差を検出するという

ことなのですけれども、これはいつからこのシステムを導入するのか。それと、道路パトロールカーは

何台あるか、ちょっと私わからないのですけれども、全車に取りつけるということでよろしいのかどう

か、お聞かせください。 

○多並道路課長  道路点検システムでございますが、来年度から新たに進めてございます。４月当初

から契約手続きに入りまして、今、見込みでは６月ぐらいから稼働するだろうということで、今、見込

んでいるところでございます。 

 パトロールにつきましては、現在も人の目でということで、３地区に分かれて３台でパトロールして

いるところでございます。その３台のパトロールカーに設置するというような考え方でございます。 

○高橋（伸）委員  ぜひ、この新しいご導入で、道路路面の整備、ぜひよろしくお願いいたします。 

 続きまして、３５５ページ、改修工事助成、および３５３ページ、住宅耐震化支援費についてお伺い

いたします。 

 この改修工事助成というのは、擁壁、近年のゲリラ豪雨の多発等で、崖等の倒壊の恐れがあるという

ことの、この事業、昨年度から２カ年かけてやっていると思うのですけれども。新しく今期から、がけ

を改修して災害に強いまちづくりということで、この急傾斜地、崩壊危険場所が、予算書を見ますと２

件、道路または公共道路沿いの崖は１０件ということで、この件数というのは、大体どこか把握されて

いるのかどうかお聞かせいただきたいと思います。 

 それと、住宅耐震化支援費なのですけれども、これも新しい事業で、プレス発表で、住宅耐震緊急促

進アクションプログラムに基づく耐震化促進ということですけれども、これは予算書を見ますと、おそ

らくこれは耐震化支援費に入ると思うのですけれども、それを確認させていただきたいと思います。ア

クションプログラムは、この地図を見ますと、木密地域が重点区域ということだと思うのですけれども、

それもお聞かせいただきたいと思います。 

○鈴木建築課長  まず、がけの助成、新規事業のお尋ねについてでございますが、委員ご指摘のとお

り、昨年と今年度、２カ年かけて、区内約２,２００カ所、全域調査を行っております。その中で、今

回予算計上させていただきましたのは、例えば特に危険な所を抽出して、あるいは事前に所有者の方と

やりとりをして計上しているものではなくて、急傾斜地崩壊危険箇所４３カ所ございますが、具体的に

改修に向けた話をさせていただいている所はありますが、今後、アドバイザー派遣なども使いながら、

こちら４３カ所のうち２カ所、あるいは道路沿いの擁壁改修に向けた１０カ所、働きかけも含めて、想

定で予算計上させていただいているものでございます。 
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 それから２件目のお尋ねの耐震のほうでございますが、こちら、プレスのほうの資料には記載させて

いただいておりますが、今、耐震のほう、除却と改修工事、それぞれ上限１５０万円で事業を行ってお

ります。今回、拡充策としまして、国が補正の中で拡充事項を打ち出しまして、この１５０万円に３０

万円プラスして行っていくと。東京都と国と協調補助で行っていくというものでございまして、予算書

の３５３ページのほうには、それぞれの拡充策、抜き出して、件数は書いてございませんが、その３０

万円をプラスした金額が記載されているというものでございます。 

 それから、アクションプログラムの中身でございますが、これは、国のほうが助成をするに当たって、

プログラムの作成を位置づけているものでございまして、内容的には、何か特別な冊子をつくるもので

はございませんで、戸別訪問、あるいは重点的に行っていくエリア、そういった基本的なものを策定す

るという内容でございます。プレスの資料の中で赤く塗っているところが、重点地区としてやっていき

たいというところで、この赤いところが、東京都が平成２５年に調査をかけた中で、倒壊危険度が高い

エリア、そこで重点的にやっていきたいというものでございます。 

○高橋（伸）委員  それぞれありがとうございました。 

 このがけの改修のことなのですけれども、いろいろ調査をして、耐震、がけ・擁壁安全化アドバイ

ザーの派遣によって、これからどこになるか、どこになるかと言うか、依頼があったときにこういう助

成をするということで、特にがけなのですけれども、こののり面に関して、のり面のことは、当然、事

業者が見て構造計算をしてやっていくと思うのですけれども、実際にこの工事が入ったときに、所管の

課として、安全化アドバイザーの、実際、施工に入ったときに、派遣アドバイザーの方も実地現場調査

に来るのかどうか、お知らせいただきたいと思います。 

○鈴木建築課長  崖の改修、実際に始まった場合は、まずは基本的な事項として、所有者の方にアド

バイザーを派遣して、１回１時間から２時間程度、金額ですとか、課題ですとか、そういったお話をさ

せていただいて、工事の際に、２ｍ以上を超える擁壁になりますので、必ず確認申請が必要になります。

その中で工事管理者等も選定されますので、そのままアドバイザーの方が仕事を受けるのか、あるいは、

またほかの一級建築士が受けるのかによって違いますけれども、基本的には現場のほうは、しっかり資

格を持った方が工事管理をなさるという話でございます。 

○高橋（伸）委員  ぜひ、このがけ改修工事、災害に強いまちづくりに向けてやっていただきたいと

思います。よろしくお願いいたします。 

 続きまして、３５７ページ、空き家対策についてお伺いをさせていただきたいと思います。空き家改

修２件、防草シート購入１０件ということなのですけれども、これもおそらく、これぐらいの程度のこ

とがあるだろうという予測の上の件数だと思うのですけれども、これも改めて、そういうことなのかど

うなのか、お聞きしたいと思います。お知らせください。 

○今井住宅課長  それでは、空き家の有効活用等助成でございますが、初めに、空き家改修につきま

しては、こちらのほうは、現在のところ、昨年度実績がないところでございますけれども、今、総合戦

略等で、活用モデルという形で、こちらのほうは２件、目標ということで考えております。 

 そして、防草シートの購入のほうでございますが、現在、空き家のほう、草木の管理、特に雑草の、

こちらのほうの苦情を多くいただいておりますので、保全通知を差し上げている方の中から１０件程度

はご希望があるというふうに考えておりまして、こちらも１年目ですので、目標ではございますけれど

も、１０件達成する見込みというふうに考えております。 

○高橋（伸）委員  この防草シートということで、草が生い茂っているところ、近隣の方からの苦情



－10－ 

があるということで、防草シートを購入ということなのですけれども、実際に施工というか、防草シー

トをやる工事というのは、区のほうで依頼を受けて、区のほうで、この当該の空き家のところに防草の

シートを敷くという認識でよろしいのでしょうか。 

○今井住宅課長  今般の防草シートの購入支援につきましては、防草シートの代金の２分の１程度に

なります限度額５,０００円で助成をするという形で考えております。シート代のみでございます。 

○高橋（伸）委員  ぜひ、そういった地域の、近隣の方からの依頼がありましたら、ぜひよろしくお

願いしたいと思います。 

○本多委員長  次に、つる委員。 

○つる委員  ３１７ページ、駅周辺等放置自転車対策事業、３２３ページ、かむろ坂桜植替え工事

費、３４３ページ、公園整備事業費について伺っていきたいと思います。 

 まず、駅周辺等ですが、区内のバイク、それから二輪の保有台数について、今日はわかりますでしょ

うか。 

○桑波田交通安全担当課長  バイクの保有台数ですけれども、こちら、税務課のほうにちょっと確認

いたしまして、原付につきましては１万４,７７６台、自動二輪につきましては８,１２２台が登録され

ているということで、確認いたしました。 

○つる委員  確認させていただきました。そうすると、２万台ぐらいが、大体推移かと思うのですが。 

 それで、これはちょっと全体の話なのですが、東京都としては、２０１６年度で１０６万台ぐらいあ

るという中で、２００６年から民間委託の取り締まりが始まって、１０年間で９４万１,０００件がバ

イクの駐車禁止違反ということでとられてしまったと。そのバイクの課金が、１件当たり大

体９,０００円ぐらいで計算すると、１０年間で８億４,７００万円ぐらいの課金になるということなの

です。ちょっと不勉強で教えていただきたいのですが、こうした課金のものというのは、歳入として、

何らかの形で品川区まで入ってくるものかどうか、教えてください。 

○本多委員長  財政課長。 

○つる委員  委員長。では、結構です。またこれは確認します。 

 要は、肝としては、このバイクの駐輪場が非常に少ないという、ユーザーまた販売業者の方からお声

がある中で、そうした課金でされたものとかを整備費用に使うことができるのかという、そういう概略

的な部分でした。区としては、例えば放置自転車等保管料で、バイクについては、平成２９年度は７０

台ということで予算立てがあるわけですが、その分だと、整備費用についてはなかなか大きな金額では

ないのですけれども、要は、区内においては今、バイクの駐輪場もあるわけですけれども、区営

が９３８台、民間が５３１台、合計１,４６９台ということであるのですが、この区営・民間合わせて、

バイクの大きさですね。原付しか止められない所と、自動二輪も止められる所の、その内訳がわかれば

教えてください。 

○桑波田交通安全担当課長  バイクの駐車場所のスペースについては先ほどのとおりなのですけれど

も、一応、施設の大きさによって、大きいバイク用の所もありますし、原付用のちょっと狭いスペース

という所もありますので、ちょっと細かいところの数字、内訳までは把握していないところでございま

す。 

○つる委員  わかりました。また、私自身のほうでも、ちょっと事前に細かくは調べられなかったの

ですが。 

 あと、平成２７年度なのですが、東京都のほうの調査で、区内の放置自転車とかバイクとかの調査の
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中では、例えば五反田などでは、バイクが２３台、原付が６台、これが放置されているという中で、五

反田駅周辺は９９台のバイク駐輪の収納能力があって、６０台は止めているという中で、あと３９台余

裕があるのですが、２９台の放置バイクがあったということで、それを全部入れたとしても１０台の余

裕があるのですよね。これは、その使っている方のモラルの部分もあるとは思うのですが、やはり、そ

うしたせっかく整備されていて、当然、原付しか止められない、大型も止められるという、その駐輪場

の状況もあると思うのですけれども、こうしたバイクの駐輪場の利用誘導について、もう少し工夫をし

て、放置自転車もさることながら、放置バイクもしっかりと、せっかく整備している所に止めてもらえ

るような工夫をされたほうがいいかと思うのですが、これについて教えてください。 

○桑波田交通安全担当課長  バイクの駐輪につきましては、バイクの都内の駐輪マップというものも

作成されておりまして、こういったものを各駐輪場のほうで、これは都内全域になるのですけれども、

こういう所に所在するということで、そういったマップのお配りだとか、あとホームページ等でも、そ

ういったものがネット上でも見られるようになっておりますので、引き続きいろいろな場所があるとい

うことを周知していきたいと考えております。 

○つる委員  あと関連して、今日は土木なのですが、バイクユーザーの方とか、また区外から来られ

る、昨日の議論ではないですが、観光で来るとか、品川区のそうした施設に来られる方もいらっしゃる

という中で、例えばきゅりあん、スクエア荏原、文化センター等、品川区内の文化施設ですね。バイク

駐輪場が整備されているところはもちろんあるわけでありますが、そうしたところが、しっかりと、バ

イクで来られた方も止められるような。なかなか、自転車と、車と、バイクと、それからベビーカーと

か、車いすとか、いろいろその辺のせめぎ合いもあるかとは思うのですが、そうした整備もしっかりと

今後進めていただきたいと思います。 

 先ほど、冒頭申し上げたとおり、バイクユーザー、保有台数に対して、バイク等の駐輪場が非常に少

ないという、この現実があるわけでありますので、その辺を、品川区としても、しっかりと今後整備し

ていただきたいと思います。 

 これは大きい話ですが、東京都の括りですけれども、昨年度末に災害ボランティアバイクネットワー

ク関東というところと協定を結んで、災害時にオフロードバイクで情報収集に努めていただくというよ

うな協定を結んでいるわけであります。これは区内の中にも、そうした方もいらっしゃるわけですね。

そういった部分で、大規模災害のときに、バイクの有効性というのは、様々な大規模災害のときに検証

されているわけでありますので、そうした支援も含めて、この辺の整備をしっかりとやっていただきた

いと思います。 

 では、駐輪については以上で、次に行きたいと思います。 

 かむろ坂の桜植替え工事費ですが、まず冒頭、これは毎回お聞きしていますが、桜の本数ですね。街

路樹約４,０００本に対して、今現在、何本になったか教えてください。また、パーセンテージも教え

てください。 

○多並道路課長  区内の街路樹については、現在３,９９９本、委員のご指摘のとおり、約４,０００

本でございます。そのうち、桜が１,３１８本で、割合としましては、約３３％が桜で、ほかの区より

は非常に多い街路樹の割合だと、我々、認識しているところでございます。 

○つる委員  他区と比べると多い。けれども、私は、本当に桜だらけの区にしたいという。品川区と

言えば桜というイメージを、どうしてもつくっていきたいと思っています。 

 昨年の決算の中では、４,０００本に対して約１,３００本という話だったのですが、今、詳細
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に３,９９９本で、１,３１８本で、個人的には１８本増えたのかなという。約だから、丸められたかど

うかわかりませんけれども、増えたという、個人的な感想で喜んでおります。 

 具体的な、かむろ坂の所でありますが、先ほど若干質疑がありましたが、不健全木が１９本あって、

中が空洞状態のものがあると思うのですが、それだけなのか、もしくは全部なのかというところも含め

て、植替えの時期、それから工法、昨年の決算でも要望させていただいた根上がり対策ですね。この辺

も含めてやるのか。あと歩道整備、それから１,５００万円の予算内訳。これを教えてください。 

○多並道路課長  かむろ坂の桜についてでございますが、全部で１２１本ございまして、全部をまず

外観調査を行い、それで、 終的には詳細調査というのを行いまして、今、委員のご指摘のとおり、空

洞が５０％以上あるものが１９本あったということで、今回はその空洞、いわゆる不健全木、５０％以

上倒木の危険性があるということで、その１９本を対象にしているものでございます。 

 その植替えの時期ですけれども、地元の町会等とお話し合いの中で、さくらまつりの後で、来年度行

うということで話をさせていただいて、平成２９年度の予算で計上させていただいて、その１９本の、

まず伐採して新しく植え替える費用と、あと、今の委員のご指摘のとおり、そこの根上がり部分があり

ますので、そこの根も撤去して、歩道が平坦になるようにということも含んだ費用ということで、それ

がこの計上させていただいた費用でございます。 

○つる委員  詳細ありがとうございました。あそこ、今現在、桜のトンネルになっているのです

ね。１９本ですから、全部ではないので、多分、植え替えた所は、どうしても少し空が見える。それは

それで多分、趣もあると思うのですが、その植え方というか、将来伸びていったときに、ああいうふう

にトンネルになるような植え方とか、そういうのがあるのかなと思いますので、ぜひまたそういう美し

い形になるようにやっていただきたいと思います。 

 時間の関係で省きますが、本当にあそこの場所は、例えば桜にちなんだ愛称を皆さんから募集して、

今、かむろ坂ですけれども、上がり切った所には、桜坂上というマンションもあるのですよね。そうい

う形、桜にちなんだ愛称も、つけてもいいのかなと思います。これは聞きません、提案だけです。 

 あとは、もう１つ、桜という視点で、毎回申し上げておりますが、品川区内にある駅ですね。桜の木

が植えられていくように、これも引き続き、要望も含めて、提案も含めて、言い続けていきたいなと思

います。いずれにしても、桜がたくさん、品川区で見ることができるふうにしてい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、公園整備事業費ですが、観光拠点のおもてなしトイレです。さまざま質疑が、この間ありまし

たが、プレス発表では２億２,１９０万円、５カ所分ということかと思うのですが、これは平成２９年

度のみの数字なのかというところと、１基当たりの単価をどのぐらいで見ているのか、教えてください。 

○溝口公園課長  おもてなしトイレにつきましては、一応、事業としては、平成３２年、オリンピッ

クの開催までに、ある程度重点的に、旧東海道などの観光名所、または大井町駅等の主要ターミナル、

またはオリンピック会場の周辺、そういったところのトイレを改修していきたいというふうに考えてい

るものでございまして、まず、初年度として、平成２９年度については、５カ所分の。正確には４カ所

ですね、４カ所のトイレ改修について、予算を計上させていただいているものでございます。その後順

次、ほかにも旧東海道沿いのトイレ、また大井町の駅前のトイレ等ありますので、そういったものを改

修していきたいというふうに考えているものでございます。 

○本多委員長  単価について。 

○溝口公園課長  すみません、単価ですけれども、一応、品海公園の改修トイレで、だれでもトイレ
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まで整備しますが、大体、４,０００万円ほどかかる。また、公衆便所は、新品川橋公園という所を改

修いたしますが、それも大体３,０００万円ぐらい。ですから、大体、トイレの改修、だれでもトイレ

を含めてやりますと、３,０００万円から４,０００万円ぐらいの整備費がかかってくるような形になる

というのが、今、想定しているものでございます。 

○つる委員  平成２７年度の決算のときに、利用者へのおもてなしとか、また、観光、オリンピッ

ク・パラリンピックの視点、使いたくなるトイレ、気持ちよく使えるトイレで、おもてなしトイレの工

夫をということで、提案をさせていただいていたので、個人的に、この今回の観光拠点のおもてなしト

イレという具体的な名称も含めて、非常に喜んでおります。 

 この間、さまざま、荏原地域というご質疑がさまざま出ています。私も、地元としては武蔵小山、小

山ですね。区としては、よく西の玄関口とか、さまざまそういう形で表現されますが、やはり、お出迎

えをする所に、おもてなす、やはりトイレが非常に大事だと思うのですね。当然、都市型の観光と言う

と、海側の東海道とかと、どうしてもこうなるわけですが、やはりどこからでも品川区に入ってきてい

ただいたときに、おもてなしとして、トイレがあるということも非常に大事かなと。ましてや、武蔵小

山、大きい駅ですから。その周辺にもそういうおもてなしトイレが早期につくような整備計画を考えて

いただきたいと思うのです。 

 それで、促進に必要な措置というところで、東京都から、また観光庁などから、新しい新年度で、さ

まざま財源としては来ると思うのですけれども、ただ、実際に実行するに当たっては、人員の部分があ

ると思うのですね、実際の事務的な処理だとか。これは、今、４カ所ということがありましたが、大

体、１年間で限界という、整備するのに、人員の部分も含めて、何基ぐらいなのか。それともお金さえ

来れば幾らでもつくれるよと、こういうことなのか、そのあたりを教えてください。 

○溝口公園課長  今現在、想定しているところでございますが、おもてなしトイレで４カ所から５カ

所ぐらいの改修を計画しているものでございます。人的、予算的にも、計画的に進めていくという箇所

でいくと、やはり５、６カ所。４カ所から６カ所ぐらい、そのぐらいが大体、公園のほかの改修工事等

もありますので、そういったものを合わせますと、やはりこのぐらいが、ちょうど計画的に進められる

限界なのかなというふうに感じているものでございます。 

○つる委員  時間の関係で、また改めて各やっていきたいと思いますが、人員の関係であれば、その

辺も、また拡充を可としてされるようなことも、提案もしていきたいと思いますし、財源であれば、い

ろいろなところから引っ張ってきて、促進されるようにしたいと思います。いずれにしても、先ほど申

し上げたとおり、おもてなしトイレは、品川区どこから入ってもおもてなしトイレがある、そういう整

備をぜひお願いしたいと思います。 

○本多委員長  次に、安藤委員。 

○安藤委員  ３５７ページ、マンション管理支援、また、３４７ページ、大崎駅周辺地区再開発事業、

大崎西口駅前地区について伺います。 

 まちづくりマスタープランによると、区内の分譲マンションは、ちょっと古いのですが、２０１０年

で１,２３０棟で、２００２年から１.４倍に増加し、築３０年以上のものは３２０棟と、約３０％を占

めるとされています。 

 まず、わかればですが、区内の居住世帯のうち、分譲マンション住まいの方は、どれぐらい占めるの

でしょうか。わかれば教えてください。大体でもいいです。 

 それとマンション管理支援事業なのですけれども、新規ということで説明ありましたが、建替・修繕
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支援事業の内容と、また、これまで、この事業に関わらず、区内で建替えが実際に行われたマンション

というのは何棟ぐらいあるのか、教えていただきたいと思います。 

 それと、マンション建替え時の課題は何だと区は考えていらっしゃるのかも伺いたいと思います。 

○今井住宅課長  大きく３点のご質問でございましたが、初めに、建て方の住宅別におけます共同住

宅、いわゆる共同住宅にお住まいの方は、平成２５年度の住宅・土地統計調査、これは国の調査でござ

いますが、これにおきますと、大体７８.７％という形でなっております。建て方の住宅数でございま

すので、住宅の割合ということになります。それ以外に、一戸建てですとか、長屋建て、共同住宅と分

かれる中で、約８割の方が、住宅の種類として共同住宅にお住まいになっております。 

 続きまして、維持管理の建替・修繕でございますけれども、今まで、管理運営の面におきまして、相

談事業をやってきたところでございまして、それに伴いまして、要望があったときには、一級建築士の

派遣ですとかを、建替え・大規模修繕でやってまいりましたけれども、この頃やはりご要望がだんだん

増えてまいりましたので、マンション建替え法のほうの整備等ももう済んでおりますので、品川区のほ

うで建替・修繕についても、相談事務を新設するものでございます。また、東京都の、このような建替

えの講座、セミナーがございまして、そちらのほうを利用する際の利用助成も考えております。 

 後に建替えの実績等でございますが、私ども、マンション建替え法が変わってから、建替えの実績

というものは、住宅課で把握しているものはございません。ただ、今１件、建替えを行いたいというふ

うな具体的なご相談がございます。こちらの一番の課題については、やはり入居者全体の、まずは建替

えに伴う建替え組合の設立を行わなければいけませんので、そちらの居住者の方の、まずは意識、また

はその建替えに向かう集約ですとか、住民の合意が一番の課題になるかと思います。 

○安藤委員  共同住宅ということでざっくりと、しかも国の調査ということですので、ぜひ、区とし

て、区内のマンションの実態を、数としてつかんでいただきたいというふうに思います。 

 それで、建替えの実績もないということですけれども、これからさらに増えてくるし、これからそう

いう時期になると思いますけれども、やはり、この数にも、なかなか厳しい実態と言いますか、課題が

あるなというふうに思います。課題の点では、意識、合意ということがありましたが、いわゆる建替え

費用を捻出できなくなってしまったりとか、居住者の入れ替わりとかですね。あと区分所有を解消して、

終的にはもう解体という事態も、幾ら、建替えには解体が必要なのですけれども、その合意形成がで

きるのかという、いわゆる終末期の問題というのはこれから出てくると思うのですね。それで、この直

面しているマンションというのは、区内にどれぐらいあるのか、区は把握してらっしゃるのか伺いたい

と思います。実態調査が必要だと思うのですけれども、この実施も求めますけれども、いかがでしょう

か。 

○今井住宅課長  昨年度の予算でお示ししたところでございますけれども、現在、住宅課におきまし

て、東京都と連携いたしまして、マンションの実態調査のほうを行っております。その中で、今、 終

的に状況をまとめている中でございますけれども、マンションの竣工年につきましては、大体、旧耐

震・耐震の部分で、旧耐震の割合が大体２５％程度、マンション全体の２５％程度のような報告が出て

くる見込みでございます。ただし、私ども、実際にマンション管理セミナーということで実施いたしま

したけれども、そちらの学識経験者の知見によりますと、旧耐震・新耐震だけではなくて、建築基準法

が変わった１９７１年あたりですとか、一定の年数が過ぎても、十分、長寿命化もできるというふうに

も聞いております。 

○安藤委員  終的には長寿命化もあれなのですけれども、これだけ多くのマンションができていて、
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超高層のほうも増えているわけですけれども、 終的には必ず、いわゆる終末期問題と言うのですかね、

建て替えるということに直面しなくてはいけないと思うのですね。そうした問題の中で、区も問題意識

を持っているので、多分、建替・修繕支援というのも行い始めたと思うのですけれども。超高層のほう

になりますと、さらにこの問題が深刻化しまして、戸数が多く、区分所有が多いということに加えまし

て、居住用や投資用かといった取得目的や、建物の上層階、中層階、下層階で、購入する所得階層が分

かれていたり、あるいは世代や家族構成、国籍が多様であるがゆえに、合意形成が極めて難しくなると

いう問題。それと、高額の維持管理費や、修繕工事も一般のマンションに比べ大がかりになりまして、

大規模修繕や将来の老朽化対策など、超高層マンションであるがゆえに問題は深刻化するからだと思い

ます。超高層マンションのほうが、こうした建替えや更新が困難であるとの認識は、区にはあるでしょ

うか。伺いたいと思います。 

 それと、合わせまして、大崎駅西口駅前地区が、２０１５年６月に、まちづくりと連携したマンショ

ン再生制度の構築に向けた先行モデル事業に選定されました。この先行モデル事業の成果とは何だった

のか、伺います。 

○今井住宅課長  先ほどの割合でございますけれども、現在調査を行っておりますのは、東京都と連

携して、分譲マンションのほうでございます。分譲マンション、超高層か、高層かというふうなご質問

ありましたけれども、逆に言うと、マンションのほうの建築の設計など、建築のほうのそういうふうな

基準のほうがきちんとされておりますので、耐震性も含めて、より長く活用していただけるようなマン

ションになっているのではないかというふうに想定しております。いずれにいたしましても、まずは人

数の、組合の入居者の皆さんの合意が必要になりますので、高層・超高層にかかわらず、住民の方が今

後、何十年後か、３０年後、５０年後以降の建替えに際して、どういうふうに考えていくかというのを、

合意形成を十分に図っていくことが大切だと思っております。 

○稲田都市開発課長  マンション再生制度、まちづくりと連携したマンション再生制度の構築に向け

た先行モデル事業ということで、大崎駅西口駅前地区が先行モデルとして選定されまして、平成２７年

度、平成２８年度と、再開発の中におけるマンションの建替えのあり方、その辺を検討してまいりまし

た。大崎西口駅前地区で、そのマンション、再開発でどのようになっていくかというところでございま

すが、品川区がこの中で、今、報告しているところでございますが、まちづくりの中でのマンション再

生の事業性の改善のための複合的な支援策を提言しているというところです。これは東京都のほうに提

言していっていると。 終的には、東京都がこれをまとめていくというところでございますので、提言

しているというところでございます。容積率、それから都市づくりの中での補助金制度、また税制制度

等の関係等を提案したというところでございます。 

○安藤委員  まず、超高層のほうですが、合意が必要だと。長く活用できるという話もありましたけ

れども、長く活用できたとしても、いずれは建て替えなければいけないのですね。そのときに、普通の

マンションより大変ではないかということを言っているのです。合意が必要だとおっしゃいまして、そ

のとおりだと思うのですが、先ほど紹介したように、合意自体が、超高層マンションのほうが大変なの

ではないかということをおっしゃったので、そこに関して、超高層マンションのほうが困難があるので

はないかということについて、もう一度、区の認識を伺いたいと思います。 

 それと、西口のほうのここですが、既に準備組合になっていますね。２０１４年８月に設立されてい

るのですが、地区内の権利者数と、地主の数、借地人の数、借家人の数、それとあと準備組合の加入率、

そして参加組合員、とはまだ言わないのかもしれない、協力企業ですね、どちらなのか。事務局はどち
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らが担っているのか。それと、計画はどのような計画なのか、わかれば教えてください。 

○今井住宅課長  東京都がマンション計画を立てて、私どももそこは一致しているのですけれども、

建替えよりも、今、委員ご指摘の、どのように合意形成するかは、いかに普段の管理規約、もしくは通

常の日常管理の中で、大規模修繕などの計画を練っていくかにかかっていると思います。こちらは戸数

の問題ではなくて、いかに計画的に皆さんで合意形成をするかというふうに考えておりますので、超高

層・高層というふうな考え方で区別するものではないというふうに考えております。 

○稲田都市開発課長  大崎駅西口駅前地区でございますが、委員おっしゃるとおり、準備組合で今、

活動をしているという状況でございます。地権者数、土地所有者、マンションの分譲の方も入れて、

約２２０人ほどでございます。また、借地権者が１名おられます。この地区で、借家人等はちょっと今

のところ把握できないのですが、建物数から言えば、このエリアの中で１３棟あるところでございます。 

 それから、この準備組合の加入率でございます。１３棟中の１０棟が準備組合に現在加入しておりま

して、どのようなまちにしていくかというところを、現在話し合っているというところでございます。 

 それから、事業協力者でございます。これは現段階、大成建設が事業協力者というところでございま

す。事務局も合わせて大成建設がやっているというところでございます。 

 それとこの内容なのですけれども、まだ勉強会と言うか協議会、協議を重ねている段階でございまし

て、まだどのようなふうな形というのは定まっていない状況です。 

○安藤委員  私、相談を受けまして、この地区の、駅のほぼ正面の立地で、昭和６０年から３０年、

商売をやっている方なのですね。今回、事務局の大成から提示されたのが、もともと駅の正面の立地で

商売をしていたのですけれども、計画されているオフィスビルの裏側とか、今の立地とはちょうど反対

側にあるところの提示になります。そして、地区の中でも駅から離れた端の土地との交換なども提案さ

れたそうです。この方は、どうして、自分の土地で自由に商売しているのに、突然現われた企業の勝手

な計画でどかなければならないのかと。商売の自由さえ奪われるのは、納得いかないと。この方の土地

は、耐震化したばかりのビルですから、この終末期の問題も既にクリアしているわけなのですけれども、

納得いかないと。このまちづくり、開発とは、住民主導の計画に全くなっていないと、憤っております。

この場所で事業を続けたいという希望は当然のことだと思いますけれども、品川区はそういうふうに思

わないのでしょうか、伺いたいと思います。 

○稲田都市開発課長  この大崎駅の西口地区、この地区に関しましても、平成２４年から地元の方と

意見交換会等しておりまして、今後また合意形成等に向けて進めていくと思われます。 

○本多委員長  次に、松永委員。 

○松永委員  私からは、３２５ページの補助１６３号線整備について、３２７ページのオリンピッ

ク・パラリンピック施設周辺無電柱化事業について、３４１ページのしながわ水族館運営について、関

連して、３４３ページのしながわ区民公園改修工事、また、戻りまして、３１９ページのシェアサイク

ル事業について、３２３ページの自転車推奨ルート整備について、伺いたいと思います。 

 まず、３２５ページの補助１６３号線整備について伺います。１６３号線につきましては、早朝から

夕方まで渋滞しているところをよく見かけます。特に区役所前では、タクシーの乗降者も多く、また、

近くには青稜中学校、また高等学校もあり、信号待ちの学生であふれかえっており、危険な場面に遭遇

することも見受けられました。この大井町線ガード下の整備について、改めていつ頃完成される予定な

のか。また、どのように、もしかしたら、区役所前でありますから、区役所に影響が出てくるのか、そ

のことについて伺いたいと思います。 
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○多並道路課長  １６３号線整備についてでございます。まず、この事業につきましては、現在、大

井町線のガードの拡幅工事を東急に委託して行っておりまして、これが平成３１年度までかかる予定で

ございます。その後に、下の街路の整備を行うのが１年間、平成３２年度ということで、現在、平

成３２年度に完了させる予定で、工事を進めているものでございます。 

 あと、区役所への影響という件でございますが、今回の平成２９年度の予算の中でも、委託費、設計

委託ということで計上させていただいておりまして、その中で実は、１６３号線が、今ちょうど第三庁

舎があるところの階段が飛び出ているような形になっているかと思いますけれども、その辺がやはり都

市計画線に影響があるということで、区役所の前面のところが、ある程度、整備対象になってくるとい

うところで、庁舎管理、経理課等も含めながら、一緒に検討しながら、今後の１６３号線整備のあり方

についてということを、この中で来年度、検討していこうという経費が入っているものでございます。 

○松永委員  この補助１６３号線の整備によって、ちょっとセットバックされるのかという感じにな

るのかなとは思うのですけれども、そこでちょっと提案なのですけれども、区役所前でよく、先ほども

言いましたが、タクシーの乗降者が多いことから、区役所の入り口付近、また区役所内に、タクシーの

乗降者スペースをぜひつくっていただきたいと思うのですけれども、そのことについて伺います。また、

それが可能なのかどうかということも伺いたいと思います。 

 合わせて、以前、我が会派のいながわ委員より、区役所前のバス停について質疑を行った際に、停留

所に区役所の方向サインの表示について、確か提案されたと思うのですが、今朝ちょっと確認したとこ

ろ、工事用のパネルごとに動物の絵が張られておりました。バス停から区役所までちょっと距離がある

ので、ぜひそうしたサインを、例えばラミネートされたＡ３サイズぐらいの大きさでも構わないので、

矢印の方向というのをつけていただきたいと思うのですけれども、そのことについても合わせて伺いた

いと思います。 

○多並道路課長  まず、タクシーのお話ですけれども、今回のこの工事の中で影響する部分というの

が、大体５ｍから６ｍぐらいがセットバックするような形の影響範囲です。ただ、場所によって前後が

あるのですけれども、そこの中で、１つ今回の事業の中であるのが、ちょうど今、車の出入り口になっ

ているところ、駐車場に入っていくところが、こちら側の第一庁舎のほうの入っているところが対象と

なってくるので、その辺がやはり、どうやって入れるかどうかというのを、工夫しないといけないかな

と考えているところです。 

 やはり、今後も、利用者の方に影響がないようにしなければいけないのと、今の委員のお話があった

ような、タクシーの利用者の方というのも、やはり考えなければいけないかなと、今、何となく、その

考え方はあれですけれども。全体で総合的に、庁舎の設計のあり方、どういうふうに、そこの影響部分

の改修をやればいいかというのは、所管とよく詰めていきたいと思っているところでございます。 

 あと、方向サインの件でございますけれども、バス停の前に、ちょうど今、東急電鉄が耐震工事を

行って、ちょうど我々の１６３号線でやっている工事から続いて、耐震工事をやっている範囲がありま

すので、そこの部分かと思うのですけれども、そこも、東急電鉄のほうに、その掲示をできないかとか、

我々と協力して一緒にできないかということで、協議をしていきたいと思っているところでございます。 

○松永委員  ぜひよろしくお願いいたします。平成３０年度には、補助２６号線も開通される予定と

なっておりますので、このことも踏まえながら、事業を進めていただければと思います。 

 また、タクシーに関しては、ぜひご検討いただきたいと思います。 

 次に、このＪＲ大崎支線ガード下の部分に関してなのですけれども、今、皆さんもご存じのように、
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壁画があると思います。多分、子どもたちか、小学校かなと思うのですけれども、描かれた絵がありま

して、この工事を行う際に、もしかしたらあそこもなくなってしまうのではないかなとは思うのですけ

れども。もし、そうして取り壊されるのであれば、新しい壁画を、また同じ学校の生徒さんに描いてい

ただきたいとは思うのですけれども、そのことについてどのように考えていらっしゃるのでしょうか。

それとも、また残していくのか、その辺、お伺いしたいと思います。 

○多並道路課長  １６３号線は新たな事業区間ということで、この区役所を下りた坂下の大崎支線の

ガードの所かと思いますけれども、ちょうど今、これからＪＲ東日本と設計について協議しながら、事

業を、どのような整備を進めるかという協議を進めていくところでございます。その際は、おそらく今

の壁画、橋台は撤去する形になるかと思われますけれども、その際は、委員のご指摘のような形。今ま

でも東急線のガードでやったときも、同じような件もございましたので、やはり地域の方のご意見をお

伺いして、よりよい形でということで、進めていきたいと思っているところでございます。 

○松永委員  ぜひよろしくお願いいたします。 

 次に、３２７ページのオリンピック・パラリンピック施設周辺無電柱化事業について伺います。この

道路詳細設計等委託４,２８０万円についてでありますが、どこの道路を指しているのか伺います。 

 また合わせて、以前質問させていただいた、大井ふ頭中央海浜公園付近の路上駐車対策についても伺

いたいと思います。先日、会場周辺を確認した際、八潮団地入り口の交差点から環状七号線まで、路上

駐車されている方が多く、２車線なのですけれども、ほぼ１車線という状態でした。また、東

京２０２０大会まで期間はあるとはいえ、少しずつ対策を、そろそろとっていかなければならないと考

えております。おそらく、今後この場所にも、自転車レーンの整備などをされていくと思うのですが、

本区として、路上駐車をなくしていかれる考えは、対策としてどのようにとっていかれるのか、伺いま

す。 

 また、主に休憩されている方は、主に大型トラックの方で、やはり休憩場所というか、待機場所とい

うのがあまりないので、ここに止められているのかなと、そのように思います。提案ですけれども、や

はり今後、少しずつ周知の方法が必要なので、ぜひ看板に、この場所はこのように変わりますというよ

うな立て看板をつけながら、少しずつ対策をとってみてはいかがでしょうか。もちろんトラック以外に

もいろいろな車が止まっておりますので、その辺の対策について伺いたいと思います。 

○多並道路課長  オリンピック・パラリンピック周辺の無電柱化事業でございますが、まず、対象で

すけれども、今の委員のありました大井ふ頭中央海浜公園に面した区道、南北の道路と、あと、そこか

ら競馬場のほうへ行く競馬場通りと合わせまして、延長９１０ｍが対象でございます。 

 駐車対策ということで、現在も、確かに違法駐車等ございますけれども、今までも、防犯カメラをつ

けながら駐車対策を進めてきたところなのですけれども、なかなか経年を経っているところでございま

す。ただ、今回の道路整備に当たっては、今ちょうど、東京都、大田区とも続くので大田区、警視庁と

も協議しているところですけれども、自転車レーンを整備する予定となってございます。これは、歩道

とは別に自転車レーンということで設けて行っていくというところでは、今までよりは適正管理という

ところで進むのではないかということで、我々としては考えているところでございます。今後も協議し

ながら、詳細については詰めていきたいと思っているところでございます。 

○松永委員  ぜひよろしくお願いいたします。 

 大井競馬場周辺という、オリンピック会場周辺ということなので、多分、大井競馬場駅の近辺も、多

分、含まれてくるとは思うのですけれども、以前、大井競馬場駅を降りた際、やはり自転車と接触しそ
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うになったことを覚えております。ここは歩道も狭く、早急に対策が必要だと考えます。今後、東京モ

ノレールとの協議をして決めていかれると思うのですが、ぜひ、大井競馬場駅から直接、勝島橋につな

ぐ道をつくっていただきたいのですが、これは提案ですけれども、ぜひよろしくお願いいたします。 

 次に、３２３ページの自転車推奨ルート整備について伺います。この整備はプレス発表で確認させて

いただきました。内容については、自転車レーンを見やすくするために、新たに舗装され、色は何色か

ちょっとわかりませんが、舗装されていく。また、矢羽根のレーンをつくることだと伺っております。

この自転車レーンについてですが、パーキングメーターがあるエリアだと思うのですけれども、どのよ

うにされていかれるのか、伺います。 

 また、東京２０２０大会に向け、東京都では、自転車シェアリングのステーション位置などから選定

されるとも伺っております。そこで、３１９ページのシェアサイクル事業について伺います。平成２９

年度予算書では、公園等整備費に５００万円となっておりますが、場所はある程度決まっているので

しょうか。わかる範囲でいいので、お知らせください。 

○多並道路課長  私からは、自転車のルートについてお答えさせていただきます。２０２０東京大会

に向けまして、東京都のほうが、自転車推奨ルートというのを、平成２７年４月に発表しておりまして、

この中で、品川区も、その中で、国道・都道・区道ということで連携して、面的に整備していくのです

けれども、その中で、区道が、約３.４ｋｍが対象となっております。それを順次整備していく計画と

いうことで計上し、それで平成２９年度につきましては、今お話がありましたような、桜新道の歩道橋

から国道のほうに抜ける所と、あとは桜新道の塗り替えと、やっていきたいと思っております。パーキ

ングメーターにつきましては、警察とも今、協議しておりまして、あとは地元ともよく協議しながら、

今後進めていくということで、引き続き協議を進めているところでございます。 

○安井土木管理課長  シェアサイクルのサイクルポートの件でございますけれども、この南大井地区

で言うと、水族館については、まず間違いなく、区の重要な観光スポットでございますので、こちらの

ほうはつくるということで予定はしておりますけれども。また、観光の部門とも十分協議しながら、

もアクセスポイントとしてふさわしいような場所を今後検討していくということで、これから検討して

いくという形になってございます。 

○松永委員  パーキングメーターがあるエリアについては、気になっていたので、ちょっとお伺いし

ました。シェアサイクル事業につきましては、まず東海道沿いを、周辺を行っていくということだった

のですが、今後、アンケートをとりながら、ニーズに合わせた場所に設置をしていただけたらと思いま

す。ご検討よろしくお願いいたします。 

 次に、３４１ページのしながわ水族館運営費について、関連して３４３ページのしながわ区民公園改

修工事について伺います。しながわ水族館に何回か行った中で、水族館とレストランドルフィンの間に、

勝島の海に向かって階段があったかと思います。気になっていたのですが、以前、何かあったのでしょ

うか。そのことについて伺います。 

○溝口公園課長  委員お話しの所は、レストラン横の階段になっている部分だと思います。整備した

当初から、あそこは階段状になっておりまして、水に触れ合える、勝島の海に触れ合える、そういった

ゾーンの設定をして、階段状になっているものでございます。 

○松永委員  触れ合うと、私もちょっと何回かしか行ったことがないので、なかなかそういった場面

を見受けられなかったので、はい。 

 今では、難しいかもしれませんけれども、勝島の海ということで、ぜひその海を活用してみてはいか
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がかということで、ちょっと提案させていただきたいと思います。例えばこの場所に、階段であります

から、子どもたちが触れ合うということも大事なのですけれども、ぜひスワンボートのようなものも取

り入れてはいかがかと思います。また、海ですから、魚釣りができるようなスポットなどを設置してみ

てはいかがかなと思います。 

 あと、以前ちょっと聞いた話によると、昔あの場所でボートをやられていたということをお伺いした

のですけれども、なぜボートを取りやめてしまったのか、その辺も伺いたいと思います。 

○溝口公園課長  しながわ区民公園の中の唯一の水辺、また、水に親しめる、また水族館もある、そ

ういったシチュエーションの中での整備をしている、また、そういうコンセプトのもとにつくってきて、

皆さんに親しまれてきている公園だというふうに認識しているところでございます。 

 以前、平成２３年、平成２４年の２カ年、試験的と言いますか、勝島の海をどう活用しようかという

一環の中で、貸しボートという事業を１回やりました。ただ、勝島の海をきれいにするための浄化施設、

そういったものをぶつけたり、また、水を攪拌することによって藻が攪拌されて、そのまま勝島運河に

直結しているものですから、その藻がそのまま勝島運河に流れて、海岸の水、そういったものを管理し

ているところから、港湾局等から指導を受けた、そういった経緯もあります。そういった中で、なかな

か、本来であれば活用という形でいろいろ考えていきたいところではございますが、そういったところ

で一旦は中止という形でさせていただいたのが現状でございます。 

○松永委員  今、初めて知りました。そういう事情があるというのであれば、ちょっとスワンボート

というのは難しいかなと思うのですけれども、ぜひ釣りのスポット、よろしくお願いしたいと思います。 

 また、今ではしながわ水族館は家族連れの方やカップルの方が多く訪れる場所になっております。全

国水族館ランキング、じゃらんnetというところでちょっと調べさせていただいたのですが、しながわ

水族館は３２位と健闘しております。こうした来場者の視点に立って、ぜひ水族館以外にも、そういし

たアトラクションを１つ増やしてみてはいかがかと思うのですが、 後に改めて区の意見をお聞かせく

ださい。 

○溝口公園課長  水族館の魅力向上、これについては、引き続き取り組んでいきたいと思います。当

然、合わせまして周辺のレストラン、そういったものも魅力を向上することによって、全体の水族館の

入館者数のアップが図られるというふうに考えております。そういった中では、平成２９年度予算の中

でも、勝島のレストランをどう活用していくのか、そういったところの検討費用も計上させていただい

ているところでございます。また、勝島の南側ゾーンの改修工事も、来年、詳細設計に入っていく予定

になっておりますので、そういったところを含めまして、総合的に、皆さんに親しんでいただける施設、

公園になるように、検討していきたいというふうに考えているものでございます。 

○本多委員長  次に、筒井委員。 

○筒井委員  私からは、３３５ページ、水辺利活用事業、水辺空間整備促進、３３９ページ、水辺景

観ビューポイント抽出、３３７ページ、水辺の賑わい創出構想検討委託、３４２ページ、公園新設改良

費についてお伺いをいたします。 

 区長も施政方針で、品川区の目黒川、天王洲などの魅力ある水辺資源がある、これを大きく花開かせ、

多くの方に見て実感していただきたいと感じていますとおっしゃられていました。私も、まさにそのと

おりだと考えておりますけれども、品川区としても鋭意検討中と思われますけれども、水辺利活用、舟

運事業の全体像、グランドデザインというのは、現時点でわかる範囲で、どのようにお考えになってい

るのか。航路とか、ポイント、拠点、そして来訪者人数など、そういったことをお知らせください。 
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○和田河川下水道課長  水辺の舟運の今後の展望ということですけれども、現在、舟運社会実験継続

中でございまして、その社会実験の内容を見て、今後検討していくわけですが、１つの構想としまして

は、東品川二丁目桟橋というものが今年度中に完成いたしますので、そこに定期航路を誘致して、定期

航路にとまっていただく。そこから小さな舟に乗り換えていただいて、目黒川とか、それからしながわ

水族館とか京浜運河を下っていただくとか、それから、そこからお台場に行くとかということで、東品

川二丁目桟橋をハブの桟橋として、区内の舟運の活性化が図れればというような構想を考えているとこ

ろでございます。 

○筒井委員  どのくらいの来訪者人数というのは、まだ予想はできないですか。 

○和田河川下水道課長  答えとしては、まだわからないということなのですけれども、今年度の舟運

の社会実験の結果でございますが、２８日間の運行の中で、２１７便、便数を発航いたしまして、調査

人数としましては、概算で１,３００人ほど乗っていただいたという計算がございます。これをベース

に、今後どのようなルート開発、どのような乗降客数ですかね、そのようなものが考えられるかという

ことを、検討していきたいと思っております。 

○筒井委員  ぜひとも、人がたくさん集まるような、そうした事業にしていっていただきたいと考え

ておりますけれども、同時に、船を走らせるだけではなくて、そこのポイント、ポイントとなる拠点の

賑わいづくりとか、また船から見える景観づくりというのは非常に重要になってくると思います。そこ

で、水辺景観ビューポイント抽出や水辺の賑わい構想検討委託という、この２つの事業があると思われ

るのですけれども、この２つの事業は一体どういうものなのかをお知らせください。 

○中村都市計画課長  まず、品川区内の景観に対する配慮といたしまして、今、建築物の見え方に対

して、建築主の方に配慮していただいているところでございますけれども、今度、水辺のほうにも着目

をいたしまして、水辺から見える市街地の景観、こういったものについて、やはり一定程度の基準など

も定める必要があるのではないかというところも踏まえながら、まずは水辺から市街地を見るような、

そういった場合の見え方を、様々な角度から検証いたしまして、そしてこれから、基準の策定の１つの

基礎の調査にしようというところで、今回計上しているものでございます。 

○和田河川下水道課長  水辺の賑わい構想検討委託でございますけれども、今、都市計画課長が答弁

いたしましたビューポイントは、現在ある水辺からの景観をどうやって守っていくかという視点で検討

するものでございます。一方で、我々が行う水辺の賑わい構想につきましては、以前から京浜運河が殺

風景でつまらないというご指摘もいただいているところでございまして、舟運活性化には、この辺の賑

わいと言いますか、どういうふうに賑わいを活性化していくかという視点が必要だと考えているところ

でございます。京浜運河のみならず、目黒川、それから天王洲、勝島運河、いろいろな水辺が品川区に

あるわけなのですけれども、これらの水辺を、それぞれの状況なり、環境なり、それから文化なり、こ

の辺を生かして、どのように賑わいを創出していくかという視点で検討するのが、賑わい構想の検討委

託でございます。 

○筒井委員  ぜひ、前向きなそうした検討を重ねていって、人が多く来る賑わいづくりというのを、

ぜひともやっていただきたいと考えております。 

 先ほど、東品川二丁目桟橋をハブとして活用していくということで、非常に頼もしいお答えをいただ

きましたけれども、このハブとなる東品川二丁目桟橋を活用して、これを１つのきっかけとして、天王

洲エリアのかつての輝きを取り戻すべく、天王洲エリアの地域全体の発展・活性化にぜひともつなげて

いっていただきたいと考えておりますけれども、区のお考えはどのようになっているでしょうか。 
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○和田河川下水道課長  委員ご指摘のとおり、天王洲は現在、東品川二丁目桟橋のほかに、中川特殊

鋼がお持ちになっている天王洲ピア、それから寺田倉庫がお持ちになっているＷＡＴＥＲＬＩＮＥ、こ

の辺の桟橋が整備されているところでございます。また、対岸には、我々の品川天王洲桟橋でもござい

ます。現在、ここを天王洲の協議会のほうで、イベント等で使っていただいているところなのですけれ

ども、今後は、東品川二丁目桟橋も含めまして、天王洲全体で水辺の活性化ということでご利用いただ

ければというふうに考えてございます。 

○筒井委員  ぜひとも、これを１つのきっかけとして、あと、そうした民間の活力、飲食店、商業施

設などの積極的な誘致などを行っていただいて、また、すばらしい天王洲エリア、地域全体の活性化、

発展につなげていっていただきたいと考えております。 

 次は、公園についてお伺いいたしますけれども、しながわ中央公園拡張部に、前回、建設委員会で視

察に参りました。そのとき見たのが、子どもたちが遊んでいる遊具が、災害時には避難のためのテント

などになる、また、貯水槽の天井部分が黒板になっており、普段は子どもたちが絵を描いたりして遊ん

でおりますけれども、普段は遊び場、いざというときには対災害用の設備になるということで、少ない

土地・場所をうまく工夫されて、合理的な取組みで、非常にすばらしいことだと考えています。ぜひと

も、今後ともそうした方向でやっていっていただきたいのですけれども、今後、品川区としても公園新

設改良時にそのようにしていくのかをお知らせください。 

○溝口公園課長  まず、しながわ中央公園で、防災ということをテーマに様々な整備をさせていただ

いたところでございます。このほかにも、広域避難場所に指定されています区民公園についても、今現

在、改修工事を進めております。そういった中では、緊急車両が通れるような園路の整備、または、管

理事務所を新たに設置しておりますので、そういった中での防災備蓄倉庫を整備したり、そういったと

ころでの整備というのは行っていきます。今後も、そういった広域避難場所、または木密整備推進課と

連携しながら進めておりますが、防災広場、そういったところの整備については、しっかり防災の視点

も取り入れた公園整備というのを行っていきたいというふうに考えているものでございます。 

○筒井委員  ぜひとも整備を進めていっていただきたいと考えております。 

 また、災害時にはコンロにもなる防災スツール、かまどベンチというのも、これは非常に有効だと考

えておりますけれども、これは同様に、今後の公園や改良時に進めていくべきだと私は考えているので

すけれども、品川区としてはどのようにお考えでしょうか。 

○溝口公園課長  かまどベンチにつきましては、基本的に防災広場を整備する際には、整備をしてき

ているところでございます。当然、地域の方、町会の方を含めて、そこの公園・児童遊園を使って、災

害時にどのように活動するのか、そういった中の一環として出てきているものでございます。ほかの公

園につきましても、地域から、かまどベンチの設置のお話が、公園改修に合わせて地域の方たちの意見

を聞く中であれば、そういったものはしっかりと整備をしていきたいというふうに考えてございます。 

○筒井委員  地域の方から、いざとなったらコンロとなる防災スツール、かまどベンチは、非常にい

いので、ぜひ進めていってほしいというお声も頂戴しております。 

 あと、防災広場なのですけれども、全体的に品川区の西側が多いイメージで、東側が少し少ないと、

私は感じるのですけれども、地域バランス的に防災広場を品川区東部のほうにも設置していっていただ

きたいな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。 

○溝口公園課長  今現在、防災広場の整備につきましては、木造密集地域の解消ということを目的に

整備を進めているところでございます。決して、海側が少ないとか多いとかと、そういう話ではなくて、
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あくまでも事業として、木造密集地域をどのように解消していくのか、そういったところの中で土地を

購入し、広場として整備をしているといった事業でございますので、ご理解いただきたいと思います。 

○筒井委員  よくわかりました。東側は、木造密集地域が少ないので、やらないということでよろし

いのでしょうか。 

○溝口公園課長  防災広場という名称での整備はしておりませんが、公園の中には、地域の方から、

改修のときに合わせて、マンホールトイレですとか、かまどベンチですとか、そういったものの設置の

お話があれば、それはしっかり受けた形で整備を進めてきている。これまでも、これからも、しっかり

とそういったご意見を聞きながら整備を進めていきたいというふうに考えているものでございます。 

○筒井委員  わかりました。しっかりと地域の声を拾っていただいて、必要なところはしっかりと整

備をしていっていただきたいと考えております。 

 公園は、普段は遊び場、いざというときは対災害用設備ということで、首都直下型地震もいつ起こる

かわからない、もう来るのではないかと言われていることから、一定の改修時期を待たずに、できると

ころから早目に小まめに整備を進めていくべきだと考えているのですけれども、また、この災害用設備

を活用した訓練もやっていただきたいのですけれども、その点、区としてのお考えはいかがでしょうか。 

○溝口公園課長  災害時のかまどベンチとかを含めまして、災害時に使える施設の整備でございます。

これはやはり災害時に、私ども行政側がつくっただけでおしまいというわけではありませんので、その

先、地域の方たちがどのように使っていくのか、そういったところも１つ大切だと思っております。そ

ういったところの地域の方々のご意見をしっかり聞きながら、必要なところ、また、整備できるところ

はしっかり整備をしていきたいというふうに考えているものでございます。 

○筒井委員  ぜひよろしくお願いします。 

 そして、ちょっと時間がありますので、３４１ページの八潮地区まちづくり検討経費について、お伺

いをしたいと思います。八潮地区から来られる区民の方とお話をすると、やはり交通の便が悪いという

お声を聞きます。また、若い人がちょっと少ないというお声を聞きますので、これは、まちづくり検討

に当たって、交通アクセスの向上や、人を寄せ集める、そうした商業施設誘致などの仕掛けが必要だと

思っておりますけれども、その点、区としてはいかがお考えでしょうか。 

○中村都市計画課長  この八潮のまちづくりについてですが、今、委員ご指摘の交通アクセスの件で

すとか、あるいは賑わいですとか、こういったものも課題の１つとしては捉えておりますけれども、た

だ今、この八潮地区、入居開始してから約３４年ということで、建物そのものは、まだ当分、相当期間

使用できるというところでございますので、今後、この地域の皆様の意見をお伺いしながら、どういっ

たものが課題なのかといったところも含めて、勉強会形式でお互い意見を交わしながら、将来のことに

ついて考えていきたいと思っております。 

○本多委員長  次に、横山委員。 

○横山委員  私からは、３３１ページ、下水道管改修事業、３３５ページ、河川管理費、３４５ペー

ジ、荏原南公園子ども達のアイデアを活かした公園についてをお伺いいたします。 

 １点目に、下水道管改修事業、河川管理費についてお伺いいたします。立会道路の暗渠の部分の老朽

化の現状について教えてください。平成２８年１１月７日から、小山五丁目、六丁目、荏原五丁目の工

事がスタートしておりますが、スケジュールを確認させていただきたいと思います。地域のほうには、

平成２９年１１月２７日完了予定との説明をいただいていると聞いております。 

○和田河川下水道課長  ご指摘の、立会道路の改修工事でございますが、これは東京都下水道局の工
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事でございます。下水道局に確認しましたところ、ご指摘の西小山駅の南側の工事につきましては、当

初、平成２９年１１月の予定で工事を進めていたところなのですけれども、この工事の前に、管きょ内

の調査を行ったところ、想定外の多くのひび割れ等が確認されたため、この工事は、そのひび割れを補

修してから行わないと、きちんとした補修ができないものですから、その補修に時間がかかったことか

ら、現在、平成３０年５月中旬まで工事を延期する予定だというふうに聞いております。 

○横山委員  今、平成３０年５月中旬まで工事の延長ということで、 新の情報をいただきました。

こちら、地域への事前の説明の徹底と、立会川幹線の再構築を着実に進めていただくことを都に要望し

ていただきたいと考えております。私も、今後さらに勉強させていただくつもりでおりますが、報告義

務の有無にかかわらず、区側もアンテナを張っていただいて、区民の安心・安全への取組みを強く要望

いたします。こちらについて、ご答弁をお願いします。 

○和田河川下水道課長  立会川幹線ですけれども、昭和４０年代に、これまで河川だったものをふた

かけして利用しているものでございまして、ご指摘のとおり、老朽化が激しくなっております。これに

つきましては、東京都のほうでも問題視しておりまして、幹線の再構築の、いろいろな幹線が東京都内

にあるわけなのですけれども、優先的にこの立会川幹線を事業化して取り組んでいるところでございま

す。今後も、この工事、水を流しながらやる工事ですので、少々時間がかかる工事でございますけれど

も、着実に推進していくよう、働きかけてまいりたいと思います。 

○横山委員  働きかけのほう、ぜひよろしくお願いをいたします。 

 ちょっと工事の内容について、下水道のこと、少し私も勉強させていただいたのですけれども。

ちょっと専門用語も多いもので、詳しく、わかりやすく教えていただきたい部分がございます。 

 経済的耐用年数８０年程度で再構築という言葉があるのですけれども、こちらと、あと、モルタルの

強度について。あと、ＳＰＲ工法の部分。あと、工事工法の概要について、わかりやすく、簡単で構い

ませんので、お願いします。 

○和田河川下水道課長  今、おっしゃられたのは、耐用年数８０年、基本的には、下水道管は耐用年

数が８０年程度で考えているということでございますので、８０年サイクルで更新をしていかざると得

ないというようなことを記述されたものでございます。 

 それから、ＳＰＲ工法ですけれども、この立会川幹線の再構築工事も、このＳＰＲ工法というものを

採用しておりまして、これは、通常は掘削して管を入れ替えなければならないのですけれども、そうし

ますと、東京都のようなところでは時間がかかってしまいますので、管の内側から、塩ビのような材料

を巻きつけて、固めて、下水道管を強化させるというような工法でございます。 

 そして、モルタルなのですけれども、そのＳＰＲ工法を行うに当たって、当然、塩ビの部分と、実際

の、既存の下水道管の間に空隙ができるものですから、その空隙にモルタルを充填して固めて、全体と

して強度を強化するという工事でございます。 

○横山委員  大変わかりやすいご説明ありがとうございました。今後さらに勉強させていただきます。 

 あと、もう１点なのですけれども、電線に設置されています黄色い目印が今あるかと思うのですけれ

ども、こちらなのですが、地域のイベントですとか、景観への配慮をお願いしたいと思います。お願い

いたします。 

○安井土木管理課長  現在、この工事に伴いまして、道路の一部、占用を工事業者がやっているわけ

なのですけれども、先ほどの工法をやるためには、要はビニールの帯みたいなものを中に押し込んでい

かなければいけないのですが、それが直径２ｍぐらいの糸巻状の物で、それをトラックからおろして、
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設置して、徐々にそれを押し込んでいくというような工法なものですから、それをクレーンでつり上げ

なければいけないということで、５ｍぐらいのクレーンを使っていかなければいけないということで、

ここの道路に横断しているＮＴＴの回線を切ってしまわないように、クレーンの作業者に目印になるよ

うに設置しているものでございます。ここの地域は、これからちょうど桜のお祭りの時期なので、その

時期につきましては、この標示物、プロテクター等を、一時撤去するというようなことで、事業者のほ

うとは話がついてございます。 

○横山委員  配慮のほう、ぜひよろしくお願いいたします。 

 次の質問、２点目なのですけれども、荏原南公園子ども達のアイデアを活かした公園について、お伺

いいたします。荏原南公園の改修につきまして、平成２８年度に地元町会からのご意見を聞きながら設

計を進めていただき、平成２９年度は改修工事を行う予定になっているかと思います。引き続き、地元

町会のご意見をいただき、調整しながら進めていただきたいと考えますが、現時点の詳細設計について、

平成２８年度、どのように進めてこられたのか、公園の全体像を教えてください。特に、以下の８つの

ポイントについて、詳細設計の内容を確認させてください。 

 １、キャッチボール場、２、広場、３、桜まつりなどのイベントスペース、４、トイレや遊具等の老

朽化している施設、５、休憩スペース、６、防災の工夫、７、岩、８、子どもたちのアイデアです。 

 改修工事に先立ちまして、区民の安心・安全と公契約のあり方についてお伺いします。『組織事故－

起こるべくして起こる事故からの脱出』、『ヒューマンエラー』などの著者、イギリス、マンチェス

ター大学のジェームズ・リーズン教授は、安全への取組みを、 後の勝利なき長期のゲリラ戦であると

例えています。組織事故では、組織に起こる事故の原因を、個人的な問題ではなく、組織に潜む欠陥が

引き起こすとしています。リーズン教授は、安全文化の４要素として、報告する文化、学習する文化、

柔軟な文化、正義の文化を挙げています。安全とは何か、品川区として、防災まちづくり部としての考

え方をお聞かせください。 

○溝口公園課長  まず、荏原南公園の整備でございます。こちらにつきましては、これまでも、町会

の方たちと一緒に話し合いながら、この公園をどういうふうに整備していくのかという形で、進めてき

ております。ですから、町会の要望とか、そういったものを聞きながら、設計を進めてきているもので

ございますし、今後の工事につきましても、工事の時期を含めまして、地元の要望を十分取り入れなが

ら、工事を進めていきたいというふうに考えているものでございます。 

 続きまして、８つのポイントがありましたが、大きく言いますと、広場に関しましては、イベントで

使っておりますが、これについては拡充をしていく、広げていくような形で考えているものでございま

す。ほかに、トイレですとか、遊戯施設、そういったものは、今回の工事に合わせて、新たなものに改

修していきたいというふうに考えているものでございます。続きまして、防災の工夫ということでござ

いますが、こちらにつきましては、地元からの要望もありましたので、かまどベンチを設置していくよ

うな形で考えているものでございます。あと、子どもたちのアイデアですが、今回、児童用遊具と幼児

用遊具、それぞれゾーンを分けて設置していきたいというふうに考えております。それぞれに、これま

でと同様、子どもたちのアイデアを入れた遊具を設置していきたいというふうに考えてございます。 

 続きまして、部として、という話ですが、安全の管理でございます。これにつきましては、品川区技

術会議というものを持っておりまして、品川区の職員、技術職者が集まっている会議です。その中でも、

技術管理部会、または工事安全部会等、部会に分かれています。安全部会のほうでは、様々な工事パト

ロール、またはヒヤリハット、そういったものを共有する中で、工事の安全・安心に努めているところ
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でございます。今後も引き続き、事故等のない施工に心がけて、まちづくりを進めていきたいというふ

うに考えているものでございます。 

○横山委員  今後も引き続き、整備のほうをよろしくお願いいたします。 

○本多委員長  次に、あくつ委員。 

○あくつ委員  ３１７ページ、交通安全啓発費、しながわ交通安全フェア、３５５ページ、がけ・擁

壁安全化支援、３４３ページ、公園整備事業から３つ、遊具についてと、これはシティプロモーション

の観点からお聞きします。同じく公園整備事業で、東品川公園についてと。もう１つは、公園整備事業、

トイレの改修について。時間があれば、３４７ページの大崎駅周辺地区の再開発で、大崎エリアマネジ

メントについて伺いたいと思います。 

 まず、２月２１日に開催されました品川区交通安全協議会におきまして、春の交通安全運動の実施要

領の案が発表され、了承をされました。その際、交通安全担当課長から、ゾーン３０に関する警視庁の

資料が配布をされ、交通安全運動の際には、対象地域については、制度の趣旨を地域においてしっかり

認知を進めていくよう取り組むという説明がありました。委員長の事前の許可を得まして、資料を掲示

いたします。このような資料が配られて、徹底をするということになりました。 

 まずお伺いしたいのは、この周知の趣旨と、現段階での対象地区が何カ所なのか。また、春の交通安

全運動の際に、具体的にどのように地域の皆様に認知をしていただくのか、教えてくださいということ

が１つです。 

 それと、昨年１２月の都議会第４回定例会で、公明党の議員のセーフシティに関する質問の中で、こ

のゾーン３０の整備という質問に対して、警視総監がこのように答えております。「このゾーン３０の

整備効果につきましては、平成２３年度から平成２６年度に整備した区域では、交通人身事故の発生が

全体として約４割減少しております。また、整備区域数につきましては、平成２７年度末現在、２１３

区域について整備を行っております。今後の整備方針としては、生活道路対策を喫緊の課題と捉え、引

き続き地域住民や道路管理者と連携して、ゾーン３０の整備を推進してまいります」と。今回のこの周

知によって、初めてゾーン３０というものを知る方も出てくるかと思います。自分のところもそうです

し、自分が通っているところがそうだったということを気づく方がいらっしゃるかもしれません。例え

ば幅員５.５ｍの生活道路について、これは、ここの警視総監が答弁で言っているとおり、道路管理者

である品川区、または地域住民からの要望があれば、交通管理者である警察に働きかけをしていただけ

るのかどうか、この辺についてお伺いします。 

○桑波田交通安全担当課長  ゾーン３０の件についてお答えいたします。ゾーン３０につきましては、

生活道路、こういったところで、歩行者や自転車の安全確保するということを、交通安全の対策の１つ

ということで、推し進めているところでございます。区内につきましては、現在、９カ所の場所が指定

されておりまして、なお、東京都内、こちらにおきましても、ゾーン３０を整備した後につきましては、

平成２７年までの数字になりますけれども、４１.６％事故が減少したという結果が出ているところで

ございます。これにつきましては、前回の対策会議のほうでもご紹介させていただきましたけれども、

こういった安全運動に限らず、いろいろなキャンペーンだとか安全教室、そういったものを通じて、今

後も区民のほうに、地元の場所を知っていただいて、安全活動に役立てていきたいと考えております。 

○あくつ委員  このゾーン３０については、公明党もかなり推進をしてまいりましたので、ぜひ周知

の徹底、これも何度も周知の徹底ということはお願いをしてまいりましたので、今後もよろしくお願い

いたします。４割事故が減ったということがありますので、どうぞよろしくお願いします。 
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 ３５５ページ、がけ・擁壁安全化支援というところで、先ほど、ほかの委員からの質問があったので、

スキームについてはちょっと省略しますけれども、私の地元にも、この４３カ所のうちの１つの地域が

あります。ゲリラ豪雨とか、そういう豪雨の際には、テレビなどで避難準備情報が流れると、結構問い

合わせが来ます、逃げたほうがいいのでしょうかという問い合わせが来るのですけれども。今回の具体

的な対策によって、一歩前進、手が打てるなという感じがするのですけれども、これは、どういう優先

順位でこの４３カ所、先ほど若干の説明はありましたけれども、どんなに危険であっても、あくまで私

有地であって、この中では、その４３カ所の場合は上限５００万円、３分の１のマックスのですか

ら、１,５００万円以上の工事。確かに、私の担当している地域の場所などというのは、これは多

分１,５００万円では到底無理のような工事の感じがするのですけれども、どのような形で、これは働

きかけを行っていくのか、それについて伺いたいと思います。 

○鈴木建築課長  急傾斜地、崩壊危険箇所、４３カ所ございますが、基本的にその中身なのですけれ

ども、やはり一律ではございません。一定、東京都が５ｍ以上、傾斜が３０度以上でかけておりますが、

大きいものから小さいものまで、さまざまでございます。中には、ＲＣ造、しっかり建築確認をとって、

安全性が図られているものもございまして、開発・建築行為の中で、既に擁壁自体がなくなっているも

のもございます。 

 やはり働きかけについては、まず大屋石造、こちらが過去に品川区内で崩壊したケースとして非常に

多いものです。それから自然斜面が組み合わさったもの。こういったものを４３カ所のうちから抜き出

して、アドバイザー派遣等を使って、働きかけをして、助成につなげていきたいというものでございま

す。 

○あくつ委員  まずは大屋石造のものというところでありますけれども、そうは言ってもゆっくりは

していられない話だと思います。ただ、これ、非常に難しいのですが、ぜひ進めて、地道に働きかけを

強めていっていただきたいと思います、よろしくお願いいたします。 

 次、シティプロモーションの観点での遊具についてということで、品川区には、大変ユニークな造形

を持った遊具がある公園がございます。３つ挙げます。神明児童遊園のタコの滑り台、子供の森公園、

通称かいじゅう公園の恐竜像、そして昨年４月にリニューアルをいたしました東品川海上公園のクジラ

の滑り台ということです。 

 タコ公園と言うと、恵比寿のタコ公園が有名なのですけれども、実は品川区のあのタコ公園が全国の

第１号で、発祥の全ての原型になったのがあちらであると、ここであるということで、これは当時の斬

新なデザインが子どもたちに衝撃を与え、すごく大人気となって、瞬く間に広がっていったと。今、全

国に２００カ所、タコ公園があるみたいですけれども、全ての源があそこであるということが１つ。 

 かいじゅう公園なのですけれども、私の地元でもあるのですが、これは８体あるのですけれども、子

どもが乗ったりはできないのですよね、オブジェなのですよ。これが、すごく間隔があって、すごくユ

ニークな空間を生み出しているわけなのですよね。これも、当時としては、相当斬新な設計だったと思

います。シティプロモーションの広報のときに使っているシルエット、この中にも怪獣が入っています

けれども、これも品川区の、ゴジラではないということだと思うのですが、これはやはり品川区の誇る

ものという認識があるかと思います。 

 後に、クジラの滑り台ということです。私もこれ、リニューアルするまで、ずっと横で見ていたの

ですけれども、非常に巨大な海獣、海の獣みたいな形で、特に、今の青色に、 後に着色されるまでが

非常にユニークな造形で、巨大なものが海から上がってきたような。私、個人的にそういうの大好きな
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ものですから。ちょっと私の趣味の話になりますけれども、レイ・ブラッドベリという短編小説家がい

ますけれども、その中で『霧笛』という小説があるのですね。それは、絶滅した首長竜の 後の残り

の１匹が、海の中をさまよっている。１００万年間さまようという孤独な話なのですけれども。それが、

年に１回、海を上がってきて、灯台に向かって、自分の配偶者と思って、霧の中を笛のような声で鳴く

という、すごく抒情的な、幻想的な小説なのですけれども。それを見ていると、私はもう本当にその

『霧笛』の海獣を思い出すというところだったのですけれども。着色後は、大分落ち着いてしまったの

ですが、その流線形の巨大な姿は、大変子どもに人気で、あと、海のぎりぎりまで滑り台があるという

ことで非常に人気があって、いつも子どもたちで賑わっています。 

 さて、この３種類の生き物の造形物について、共通点があるのですが、それについて公園課のほうで

教えてください。また、同じ造形物、タコ公園を除いて、今、かなり真似されていますが、レディー

メードのものがあるのか、それともこれはオーダーメードの１点ものなのか、それについて教えてくだ

さい。 

○溝口公園課長  今回、委員ご紹介いただきました神明児童遊園のタコ、または子供の森の怪獣、ま

たは東品川海上公園のクジラ、いずれにしましても、この共通点という形になりますが、ある１つのそ

ういった造形の遊具等をつくるメーカーがありますので、そちらのほうに一貫して、関連する会社を含

めてお願いして、ずっとつくってきているというのが共通点だというふうに認識しているところではご

ざいます。 

○あくつ委員  私も、この会社、前から知っているのですけれども、この世界では大変有名なところ

で、１９７０年代には、前衛的なデザインで、若手のデザイナー集団で、その世界に新風を巻き起こし

たと。いろいろ、その後、変遷はあったのですけれども。やはり、こういう公園の造形、当時、そうい

う感性を取り入れたという品川区、これは私、当時の品川区のセンスと度量というのを積極的に、これ

は率直に評価をしたいと思います。また、それが再評価されてもいいかと思います。 

 先ほどありましたけれども、子どもたちのアイデアを生かした公園という、これも大変すばらしいし、

人気もあることもよくわかっているのですが、ただ、子どもたちが大人になったときに、例えば品川区

外に出たときに、脳裡にやはり思い浮かぶのは、こういう感性に優れた、デザインに優れた、普遍性の

ある、魂に訴えるというか、命に刻み込むような、そこまでは言い過ぎかな。でも、そういうものとい

うのは、優れたデザインでないと、やはり生まれないと思うのですよ。ですから、こうした品川区が有

する、大人までを魅了するデザインを使った造形物、これは、全てはそうではないと思うのですね。シ

ティプロモーションをやるときに、総花的になってしまうのですけれども、これは絶対に避けたほうが

いいと思うのですが、こういうデザインとか、知られざる歴史をひもといて、実は貴重なオンリーワン

の一点物であるということを、シティプロモーションの１つとして広報していく、こういう手法もある

のではないかと思うのですが、いかがでしょうかというところです。 

 ちなみに、この品川区発祥のタコは、前にも紹介したことがあるのですけれども、今、デンマークに

渡って、そこで大人気になっているそうです。ただ、残念なことに、都市計画で、赤い色には公園を塗

れないそうなので、今、黒いタコになっているのです。これ、外国の方がタコを見たら、これはびっく

りしますよ。ですから、この不思議な造形美を、ぜひシティプロモーションとして活用していただきた

いと思うのですが、いかがでしょうか。 

○中島企画部副参事  公園の遊具、オブジェの、シティプロモーションに関する活用のお尋ねでござ

いますが、委員ご指摘がございました、シティプロモーションのシルエットにも、かいじゅう公園のも



－29－ 

のを取り上げさせていただきました。また、ポスターでも、その公園の恐竜のほうを使わせていただい

たところ、これは何とか、これはどことか、いろいろ反響がありました。そのような形で、ちょっと手

応えは感じているところでございますが、そういう遊具、オブジェは、今の子育て世代のみならず、当

時、今の大人の区民の方にとっても、行ったことがあるとか、愛着があるものだと思いますので、区外

への発信とともに、区民が品川区にさらに誇りと愛着を持てるように、今後のシティプロモーション活

動の中で、さらに活用できるか検討させていただきたいと思います。 

○あくつ委員  今までも、いろいろなところで発信はされていると思うのですけれども、公園課と連

携して。ただ、やはりこういう視点からまとめて発信するというのも１つの手法かなと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

 ちょっと地元要望です。東品川公園、通称交通公園のベンチについてです。昨年の春にリニューアル

オープンをいたしまして、ここも大人気で、大変きれいな公園になりました。 

 １点だけ要望です。リニューアルによって様々なご意見もあると思うのですが、以前のベンチ数が、

大分、ベンチの数が減ってしまいまして、お散歩中の高齢者の方が、座る場所が減ってしまったという

ご要望を受けております。昨年リニューアルしたばかりで、非常にちょっと心苦しいところがあるので

すが、これはぜひ対応はしていただきたいと思いますが、いかがでしょうかというところ。 

 公園の整備事業で、トイレ改修、これはちょっと総括の関係もあるのでお伺いをしておきます。以前

のご答弁で、公園自体が２６６カ所あり、トイレは１２６カ所とあるのですが、洋式化をしているのが

どれぐらいの数なのか、教えてください。 

○溝口公園課長  まず、東品川公園のベンチでございます。これまでも、地域の方からのご要望、お

話もありましたので、増やせる所は徐々に増やしていっているところでございます。今後も、地域の方、

またはご利用者の方の声を聞きながら、ベンチの設置、そういったものは考えていきたいというふうに

考えているものでございます。 

 続きまして、トイレの関係でございます。公衆便所、公園・児童遊園便所、合わせまして。すみませ

ん、公園だけですけれども、公園につきましては、１２７カ所、公園・児童遊園の中にありまして、そ

のうち、洋式のトイレが１カ所でもあるものが３８カ所になってございます。 

○あくつ委員  また詳しくは総括で行いますけれども、公園トイレの改修につきましては、 近、注

目を浴びておりまして、豊島区では来年度、２０１７年度から３年間で、公園にあるトイレを、女性が

利用しやすいように改修をするそうです。公園トイレの利用者は、９割以上がやはり男性だと。昨日は、

千代田区が、やはり３％しか使っていないということもありましたが、改修の際には、明るさやデザイ

ンに配慮をして、清掃も強化をすると。発注方法を変えたり、民間の協力を得たりして、工期短縮や経

費削減を図ると。品川区もこうした工夫が、されていると思いますが、今後、必要になると思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

○本多委員長  次に、吉田委員。 

○吉田委員  ３１９ページ、１項土木管理費、１目土木総務費、シェアサイクル事業、３５７ペー

ジ、６項住宅費、１目住宅総務費、東日本大震災支援費、被災者受入住宅費、３５８ページ、３目区民

住宅費、伺いたいと思います。 

 初に、３１９ページのシェアサイクル事業です。生活者ネットワークとしては、自転車は化石燃料

も使わないし、排気ガスも出さないということで、自転車の活用については歓迎したいというふうに

思っております。しかし、言うまでもなく、安全性の確保が大前提ということを改めて確認したいと思
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います。東京都の自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例では、第２７条に、自転車利用の人が

事故に備えて保険加入が、努力義務ではあるのですけれども、義務づけられております。保険は結構な

のですけれども、この保険加入を義務づける条例は、近年になって兵庫県、大阪府のほうから始まった

ようです。その背景ですね、問題は。それは、事故の増加ということでした。特に、アシスト付自転車

が増えて、事故が重大化しやすくなったこと。それからもう１つが、若年層が加害者になりやすいとい

うことで、はっきり言って、もし加害者になったときに損害賠償が払えないケースが増えているという

ことを聞いております。もちろん、乗る人の意識がまず大切なのですけれども、安全にシェアサイクル

事業を進めるためにも、区として安全性の確保は 優先課題というふうに考えております。 

 先ほども、自転車レーンのことが挙がりましたけれども、例えば自転車レーンのあり方とか、幅のと

り方とか、何かルールがきちんとあるようであれば、教えてください。先ほど、東京都の自転車推奨道

路に品川区も対象の道があるということがありましたけれども、同じ自転車レーンと言っても、区内だ

けでも幅のとり方とか、車道との区切り方が違うように見えるのです。場合によっては、この狭い車道

に、この狭いレーンをつけて、車も自転車も怖いのではないかなと思うときもあります。これはいっそ、

歩道のほうにそういう道をつけたほうがいいのではないかというふうに考えることがあります。その辺

の、自転車レーンのとり方というのは、どのように考えていらっしゃるのか伺います。 

 それから、保険の加入は努力義務ということですし、基本はやはり、自分の身を守るための保険はそ

れぞれの方が入っていただくのが正しいと思うのですけれども、区として、シェアサイクル事業を取り

組むという点では、保険のことをどういうふうに考えるのか。検討する必要があると考えるのですけれ

ども、その辺はどうなっていますでしょうか。 

○多並道路課長  私からは、まず自転車レーンの考え方についてお答えさせていただきます。自転車

レーンにつきましては、今まで、委員のご指摘のとおり、さまざま、道路管理者の中で整備を行ってき

たところなのですけれども、平成２８年７月ですけれども、国のほうから、新たに、いわゆる自転車の

走行空間の整備のあり方ということで、新たにガイドラインの改定が行われまして、その中で、路面標

示の仕様というのを統一しようということで、出されてきたところです。今後の整備の考え方としては、

ナビマークとナビラインと言うのですけれども、ナビマークというのは、白い自転車の形をしたピクト

グラムになっているのですね。それがあるのと、あとそこに、ナビラインと言いまして、弓矢の羽根の

ような形をしたような、平仮名の「へ」のような形ですけれども、それの青色にしたものを、ずっと設

置していこうというのが示されたところでございます。今後の、いわゆる歩道とか車道とかというとこ

ろについても、このガイドライン、東京都の中でもいろいろ示されておりまして、一定の、品川区の場

合は非常に歩道も狭い中でもありますので、基本的には車道の横を走るのを基本とするというのが、考

え方の１つです。そのときに、先ほどあったようなナビライン、ナビマークをつけて、人が、自転車が

そちらの左をこの方向に進むのだというのがわかるように、わかりやすく整備していこうと。それは、

品川区だけではなくて、全体的に、国全体で同じような、今後は進めていこうというのが示されて、区

としてもそうやっていきたいというものでございます。 

○本多委員長  保険について。 

○安井土木管理課長  シェアサイクルにおける保険でございますけれども、事業を運営する、既に

やっている他区のほうでは、事業者自体が入って、利用者の安全を図るということでやっているという

ことなので、品川区としてもその方向で進めていきたいと考えているところでございます。 

○吉田委員  では、レーンのほうは、昨年７月ということですよね、国からガイドラインが出された
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のは。では、今、整備中と言うか、整備の途上にあると考えてよろしいのでしょうか。シェアサイクル

事業は始まってしまいますので、それまでに、他区との連携も図られているように伺いましたので、そ

れまでにきちんと整備されるように要望したいと思います。 

 それから保険のほうは、これも事業を動かしていくのは事業者ということだったので、事業者が例え

ば保険に入っていない人の分もきちんと守るような形で入っていく。損害賠償の分も含めて入っていく

ということでいいでしょうか、確認させてください。 

○多並道路課長  路面標示についてでございますけれども、今の委員のご指摘のように、昨年、平

成２８年７月に示されたところでありますので、今後は品川区でも、その国の基準にのっとってやって

いきたいと。勝島一丁目で整備した、今年度行った工事についても、この路面標示に従って整備したも

のです。今後もこのような形で、警視庁ともよく協議しながら進めていきたいという内容でございます。 

○安井土木管理課長  利用者のを別にかけるということではなくて、自転車そのもの、それぞれにか

けていくというような形になろうかと思います。 

○吉田委員  わかりました。保険のほうは、全員、それで乗る人の分はカバーできると考えていいで

すね。 

 レーンのほうなのですけれども、標示はわかりました。さっき、伺うのを忘れました。幅のとり方と

いうのが、どうなっているのかなと。一律でも、品川区の場合、それは無理だよねという、そういう道

もあるように思うのですけれども、その辺どうなのか、もう１回お答えいただけますか。 

○多並道路課長  幅の件でございますが、一定の幅員、１.５ｍとか、幅員がとれる道路であれば、

警視庁と連携して、自転車の通行帯という規制をかけていくのですけれども、品川区の場合、なかなか

そういう場所がないということで、車道の横を通っていく、そこの場所を通るのですよという。幅では

なくて、この左側に、先ほど申したような矢の羽根の形をしたものが、幅が０.５ｍもしくは０.６ｍと

か、そのような標準である形がありますので、それを描いていくということで、あくまでも、そこの青

色で示したところの幅を通っていかなければいけないということではなくて、こちら側をこの方向に進

むというのを、標示で示していくというのが内容でございます。 

○吉田委員  この問題、あまり長く聞いていると時間がなくなってしまうので、この辺にしますけれ

ども、やはり道路交通法も改正になって、自転車への罰則が強化されたり、それは自転車の事故が多い

ということが背景になっています。そのルールとかも、自転車に乗る人だけではなくて、乗らない人も

きちんと徹底して知っていないと、道路交通法が改正になった後、車道を走ることが原則となっても、

歩道を走ってもいい人もいますよね。そのことを知らない歩行者の方から、せっかくルールを守ってい

るのに、自転車は車道を走らないといけないのでしょう、というふうに言われたとか、やはりみんなが

知っている必要があると思います。その辺のことも、シェアサイクル事業を始めるに当たっては、徹底

をお願いしたいと思います。 

 次に行きます。３５７ページの住宅総務費で、東日本大震災支援費の被災者受入住宅費と、東日本大

震災支援費の中で住宅原状回復費ですね。それぞれ減額になっておりますので、減額の理由をお知らせ

ください。それから合わせて、現段階で、東北から避難してきて品川区に住んでらっしゃる方の状況を

教えてください。 

○今井住宅課長  ３５７ページ、東日本大震災支援費と、３５９ページの同じく支援費でございます。

私ども住宅課のほうで、被災自治体の要請によりまして、国の災害救助法の適用を受けて、国に全額求

償できるという制度の中で行っております、被災者受入の住宅費、まずこちら、３５７ページですが、
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こちらにつきましては、以前は借上型の区民住宅に入居されていた世帯があるのですけれども、その借

上型が、２０年間をもちましてオーナーに返還いたしましたので、その後、民間住宅となりまして、こ

ちらの部分は、その民間住宅のほうにお住まいの方の受入住宅費でございます。 

 続きまして、３５９ページの住宅原状回復費と申しますのは、また別途、建設型の区民住宅等にお住

まいの方、ご利用の方がいらっしゃいますので、こちらのほうの住宅の部分につきましては、使用料等

は国のほうが全額求償するわけですけれども、こちらは、原状回復費を事業者等に支払う経費という形

になっております。 

 現在の状況でございますけれども、私ども、これが減額された理由は、第一義的には転居等に伴うも

の、また来年度につきましては、福島県の一部地域におきます避難解除指示等に伴いまして、入居の期

限等が今年３月までということになった世帯がございますので、そちらのほうの減額分でございます。 

○寺嶋木密整備推進課長  木密整備推進課で実施しています密集事業の中で従前居住者用住宅という

ものがございまして、３３９ページの下から６行目になります。こちらに計上されているのですが、こ

ちらの住宅のほうに、今現在２名の方、宮城県から１名、福島県から１名の方が入居しております。状

況としては以上でございます。 

○久保田総務課長  区内へ避難されている方の全体の数でございますけれども、私どもで今、把握し

ているものにつきましては、合計で３６世帯８３人、これが２月の時点での数字でございます。内訳で

ございますけれども、福島県が２９世帯７４人、宮城県が４世帯５人、岩手県が２世帯２人、茨城県

が１世帯２人という状況でございます。 

○吉田委員  国と福島県は、今月末、帰宅困難区域を除くすべての避難指示を解除して、原発事故避

難者への住宅無償提供を終わらせようとしております。もうすぐですね。東京都は、該当者にヒアリン

グをしているのですが、品川区はこの状況を把握していらっしゃるのか、教えてください。福島県の調

査では、この住宅支援費の打ち切り後、どうするのか決まっていない避難者が７割以上に上るというこ

となのですが、品川区ではいかがでしょうか。 

○今井住宅課長  初めに、現在、帰還を求められている方でございますけれども、福島県のほうにつ

きましても、一定の避難指示区域以外の部分で、平成２９年３月末までに、住宅確保ができない特別の

事情がある場合には延長するということになっておりますけれども、それ以外の対象の方が、品川区

内５世帯いらっしゃるというふうな認識でございます。 

 今、東京都というふうなお話がございましたけれども、具体的には、東京都のほうに出向している福

島県の、事情をよくわかっている福島県の担当者が、東京都の情報提供のもとに、私どもも、入居者の

方に、区の職員も同行して、区民としていらっしゃる方もいらっしゃいますので、区としてのサービス

の、住宅などの情報提供も行いながら、相談に努めてきたところでございます。 

 なお、今申し上げました５世帯につきましては、転居または福島県にお戻りになることを含めまして、

全て４月以降のお住まいの先は確保されている状況でございます。 

○吉田委員  わかりました。それから、今回の無償提供を打ち切られる人以外にも、避難者の方がい

らっしゃるということなわけで、そういう方たちの状況というのは、把握していらっしゃるのでしょう

か。例えば先行きがなかなか決まらないで、不安定な立場の人が相談したいと考えたときに、品川区に

はそれを受け止める窓口はあるのか、伺いたいと思います。 

○久保田総務課長  私ども、区営住宅に入っている人以外から何かあれば、総務課なり、相談を受け

まして、然るべき部署にもご相談をということを考えているところでございます。 
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 それと、私ども、避難者の方には、２カ月に１回程度、各世帯に郵送で、例えば社会福祉協議会主催

の東日本大震災避難者交流会のお知らせとか、品川区内の避難者向けのコンサートやイベントの招待、

また、避難元の件ならびに東京都からのお知らせ等を、定期的に、２カ月に１回ですけれども、郵便で

お知らせをしているということでございます。ただ、住民票等を移されて区民等である方は、通常の区

民の方と同じように、いろいろなご相談には応じているというところでございます。 

○吉田委員  わかりました。避難者の方たちへの支援というのは、私は、第一義的には、やはり国と

東電が 後まで責任を持ってもらいたいというふうに考えています。しかし今、なかなかそれが難しい

状況では、品川区が、そこに住んでいる人たちのために、ぜひ貧困とか孤立に至らないような施策を

とっていただきたいと思います。具体的には、実は１例聞いております。実質的に、まだ離婚は成立し

ていないのだけれども、実質的に母子家庭で、ということで、ちょっと先、困っているなという方がい

らっしゃいます。 

 それから、もう１個、民間で支援のための活動をしている団体があるのですけれども、そういう人た

ちは個人情報を把握するわけにいかないので、働きかけが直接できないのですよね。だから、そういう

方たちに対して、そういう団体もあるよということも、ぜひ伝えるようなことも検討していただければ

と思います。その辺はぜひ要望させてください。もし何か見解があったら伺います。 

 次に行きます、３５８ページの区民住宅費です。これのことについては、以前も質問しております。

この区民住宅ということで、もともとは所得のある方たちが住んでいらっしゃると思うのです。納付促

進の費用が大変急増していて、どういう趣旨の急増かなということで伺いたいと思います。 

 先に言ってしまいますけれども、前も、決算審査意見書をずっと年ごとにたどってみますと、区営住

宅の対調定収入未収率は、昨年少し改善されているのですけれども、区民住宅のほうは、相変わらずじ

りじり増えているのですよね。この状況を、何とか払えるようになっていただく、そのためには、品川

区が、しごと応援センターですか、あそこで家計相談をしているので、その機能をぜひ活用してほしい

な、その活用が生きているのかなという視点で質問させていただきますので、よろしくお願いします。 

○今井住宅課長  ご質問にありました、滞納使用料等の納付促進委託でございますけれども、こちら

の納付促進委託につきましては、これまで指定管理者等が、日常的な滞納が、１カ月、２カ月の場合に

は、故意ではなくて遅れている場合もありますので丁寧に対応しているとともに、長期にわたる、また

は継続性があるという方につきましては、弁護士に委託する形で、何とか回収できないかということで

検討してまいりました。これまでは、もう既に退居した方に対しての納付促進委託を計上化しておりま

したが、今回計上いたしましたのは、退居者だけではなく、現在お住まいの方につきましても対応する

ものでございます。委員ご案内のとおり、暮らし・しごと応援センターなど、生活困窮者の自立支援相

談窓口等ありますので、関係各課と連携しながら、相談等に対応していきたいと思っております。 

○吉田委員  私は、暮らし・しごと応援センターで、家計相談、設置する必要がないのに始めたとい

うことを大変評価しております。その機能をぜひ有効に生かしていただきたいと考えています。 

○本多委員長  会議の運営上、暫時休憩いたします。 

○午後０時１６分休憩 

  

○午後１時２０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。 
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 ご発言願います。南委員。 

○南委員  ３３１ページ、下水道管耐震化推進事業について、そして、その後に八潮地区まちづくり

検討経費、立会川・勝島地区まちづくりビジョン策定費について伺います。 

 まず、下水道管です。大震災が高い確率で予想されています。下水道管耐震化事業で、対象は避難所

はもちろんですが、公共施設、ターミナル駅など、そういった施設から排水を受け入れる下水道管への、

この接続部分だと思いますが、その耐震化が現在どこまで終了しているのか、どの程度残っているのか、

これからはどういうふうに進めていくのか、いつまでに終わらせる予定なのか、一連の作業工程、プロ

セスについて伺いたいと思います。 

 また合わせて、上水道についても知っている範囲で、この計画についてお答えいただきたいと思いま

す。 

○和田河川下水道課長  区内の下水道管の耐震化の進捗でございますが、区内の避難所１８５施設あ

るのですけれども、その施設の耐震化は平成２５年度に終了しております。引き続き、災害復旧拠点、

それから福祉避難所、保管避難所、マンホールトイレ設置公園の下水道の耐震化を進めておりますが、

この災害復旧拠点等の耐震化も、平成２９年度に完了の見込みでございます。また、地区内残留地区の

耐震化も進めてございますけれども、これにつきましては、区内は、五反田地区、それから東品川地区、

勝島地区、八潮地区が対象でございますけれども、この耐震化につきましては、鋭意、現在進めている

ところでございます。この地区内残留地区の耐震化が今、残っているわけなのですけれども、地区内残

留地区の全下水道を耐震化するものでございますので、これにつきましては非常に時間がかかるという

ことで、現在のところ、いつまでという目標を立てていない状況でございます。 

○本多委員長  上水道は大丈夫ですか。 

○安井土木管理課長  東京都の水道局のほうから私たちが得ている情報では、経年管、比較的強度が

低い材質の年数の経っているものなのですけれども、そういったものについては、平成２６年末には、

ほぼ、強度の強いダクタイル鋳鉄管に切り替えられているというところでございます。また、水道管路

の耐震継手１０カ年計画という事業が行われておりまして、東京都全体では、平成３７年度末までに、

都全体で６１％を目標に、現在、品川区では３８％のところまで来ているというところでございます。 

 それから、三次救急医療機関とか、首都中枢機関等への供給ルートの耐震強化等ですけれども、昭和

大学病院、ＮＴＴ関東病院、旗の台脳神経外科病院、品川区役所等については既に完了しておりまして、

その後、第三北品川病院、東芝病院、警察・消防署等の施設が、この後、平成３１年度ぐらいまでに完

成する予定ということでございます。 

 それから、主要な駅、対象５駅、乗車人数１０万人以上のところですね、平成３４年までには完了と

いうような予定になってございます。 

○南委員  それぞれありがとうございます。公共施設等々については、一定の期間の中で終了してい

くという方向に、具体的になっているというところです。しかし、もっとその速度も早めていただいて、

要請をしていただきたいとちょっと思っております。それと同時に、公共施設が終了すればいいという

問題ではないと思うのですね。一般の住宅、そこのところが大事だし、大震災が発生したら避難所に逃

げられるからいいのだというのではなくて、やはり、できれば自分の家で過ごしていきたい、そういう

のは、誰でも共通する思いですから、きちんとした耐震化を進めていくという、そういう方向で捉えて

いただきたいというふうに思っておりますけれども、この一般住宅、東京都の資料もいろいろ見せてい

ただいたときに、指導も含めて、そういう計画は持っているというふうに聞いておりますけれども、そ
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のあたりはどういうふうな状況になっているのか。現在の終了しているところが何％ぐらい、これから

どういうふうにしていこうか、いつまでにやっていこうかという、そこのところの内容を教えてくださ

い。 

○和田河川下水道課長  下水道の耐震化ですけれども、先ほど私申しましたとおり、公共施設の耐震

化についてはほぼ来年度終了するわけなのですが、今後、地区内残留地区を行った後、一般の下水道に

順次展開していくということは、東京都も考えているところでございますが、先ほど申しましたとおり、

この地区内残留地区も非常に広いエリアを抱えてございますので、これが終わるのが、ちょっと目標年

次が立たないぐらい広いものですから、これを、まずは集中的にやらせていただいて、いつになるかわ

からないのですけれども、その後、一般の住宅、一般のエリアへの展開に移っていくというふうに考え

てございます。 

○南委員  資料を見ると、地区内残留地域後に取り組むということなのですけれども、今現在１５％

程度だというふうになっていると思うのですね。やはり、これではもう全然話になりませんので、やは

り広域になるし、お金もかなりかかるという、そういう問題であっても、やはり命を守る、そういう点

で、災害復旧も早くしていけるという点で、やはり必要なところに必要な予算をかけてやっていただく

という、そういうことで、スピードを速める、そういう状況をやはりつくっていただきたいし、必要な

発言はしっかりとやっていただきたい、こういうふうに思っています。 

 もっと、ちょっといろいろ教えていただきたいところがありますけれども、次に行きたいと思います。 

 八潮地区のまちづくり検討経費が５１５万円計上されましたけれども、ようやくこの具体的に、八潮

のまちづくりについての動きが始まったかなという印象を持つのですけれども、この勉強会とは、どう

いう内容をどのように勉強するのか。また、参加する方は、プレス発表等々を見てみると、住宅設置者、

住宅供給公社や都市再生機構、こういうところも入ってというふうなことですけれども、私は、もう少

し対象者を、例えば住民はどの程度入るのか、自治会の会長というか自治会関係者みたいな書き方をさ

れていましたけれども、それだけではなくて、まち、住宅の問題に特化した話を進めるときは、管理組

合もやはり必要だというふうに思っておりますので、管理組合も含めて、やはりできるだけ多様な形で、

八潮の住民、関係者が入っていける、そういう設定にしていただきたいというのが１つあります。 

 それから、長寿命化や集約建替余剰地活用というふうな表現がありますけれども、集約建替余剰地活

用というのは具体的にどういうことなのか、ちょっと教えていただきたいと思います。 

○中村都市計画課長  この勉強会でございますけれども、この八潮地区が抱える、地域の皆様が意識

されている、そういった課題がどういうところにあるのか。今、区のほうで押さえておりますのは、高

齢化ですとか、また人口が横ばいから若干減少傾向にも、今までもあったというようなところがござい

ます。そういった中で、地域の皆様がどういったことをお考えになっているのか、こういったものの意

見をお伺いする場として、まずはお互いに、どういったところが課題であるのかといったものを含めて、

お互いに意見交換ができればというような、そんな考えでおります。 

 それからメンバーでございますけれども、これもそれぞれ、この八潮、今６９棟ございますけれども、

それぞれ自治会もございまして、また管理組合、こういったところ。それから賃貸もあるというところ

で、所有者、関係権利者もさまざまございます。こういった幅広い権利者の方から、可能な限りご意見

を伺える、そういった場にしていければというふうに考えております。 

 それから長寿命、また、この集約型というところでございますけれども、これは今後、まちづくりの

手法といたしまして、今、既存６９棟、様々な権利者がいる中で、建物の再編などは非常に難しいとい
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うところがございますけれども、ただ、長い将来を見据えた上では、１つはリフォームですとか、ある

いは建物の建替え、こういった様々なケースに応じて検討していく必要があると考えております。こう

いったリフォームの中では、長寿命化という、そういった方法もございます。また、建物再配置などを

する場合には、エリアを定めて、適切なところに集約、あるいは分散、こういった考え方、さまざまご

ざいます。こういったところで、今後検討していく内容の１つの可能性として、掲げております。 

○南委員  できるだけ多様な、様々な立場の方々に参加していただいて、いろいろな多様な意見を出

していくと。その中で集約をしていくと、そこは厳格にとっていただいて、進めていただきたいという

ことを、ちょっと要望したいと思います。 

 それぞれの、例えば分譲、あるいは賃貸も含めてですけれども、これからもう少し、２０年、３０年

と経っていく中で、いろいろな方向性が出てくると思うのですね。その際に、再配置だの分散だのと

おっしゃっていましたけれども、そういうことも出てくる、あり得ることだというふうには思いますが、

そういうことについても、しっかりとした専門的な知識、いろいろな知見、そういうものもぜひ紹介を

していただいて、みんなが自分のものとして考えていける、そういうことはしっかりとキープをしてい

ただきたいと、改めて今からお願いをしておきたいと思います。 

 ちなみに、賃貸住宅は全体の、都営住宅は別としても、賃貸住宅は全住戸の２８.３％。分譲

は４４.４％なのですね。やはり、こういうところもよく見ていただいて、賃貸住宅の部分は、撤退な

どということもあるかもしれませんよね。そういうことがないように、本当に、若い人から高齢者まで、

今、私たち努力して、いいまちづくりを進めていますけれども、安心して住み続けられる、そういうま

ちにしていけるように力を貸していただきたいと、そういうふうにお願いをしておきたいと思います。 

 それから、ちょっと時間がなくなってしまったのですが、立会川・勝島のまちづくり、これについて

は、区は、課題に対応した今後のまちづくりの方針となるビジョンというふうにしていますけれども、

どのような課題があるのか、まず区の課題の認識を伺いたいと思います。あそこの地域は、スーパー、

利用する、しないは別として、あるし、公共施設はないですけれども、八潮のところに行こうと思えば

行けるし、南大井も行こうと思えば行ける。あるいは、交通機関もそれなりにありますよね。先の委員

会で、羽田に近いので、競馬場の集客をもっと考えろ、みたいなご質問が出されて、私はちょっとびっ

くりしたのですけれども、やはり住民の声、現状の課題を踏まえたまちづくり、ビジョンを策定すると

いうふうにしていますけれども、大事なことは、そこで生活をする住民が何を願っているのかという、

そういう視点でのまちづくり、ビジョンづくりが大事だというふうに思うのですね。そこも握って離さ

ないでいただきたいと思っておりますけれども、改めて区の見解をお願いします。 

○中村都市計画課長  まず、この立会川・勝島、今後、２０２０年オリンピック・パラリンピックに

向けまして、この大井競馬場前駅に次ぐ至近駅として、立会川駅がございます。また近年、勝島地区に

おきましては、倉庫がマンションに建て替わる等、そういった人口の変化も出てきております。また、

委員が先ほどご指摘されました、公共施設へも行こうと思えば行けるというところで、こちら、特に利

便性のほうは悪いというところではありませんけれども、こういった利便性のところも考えていかなけ

ればいけないというふうに考えております。そういったところが課題というふうに認識をしております。

そういった中で、商店街の賑わいですとか、あるいは、住宅エリアにおきましては、安心・安全に住み

続けられるようなまちで、生活施設がそこにバランスよく配置される、そういったようなものが、まち

づくりの中で目指していくべき方向だと思いますが、ただ、具体的な内容につきましては、やはりこち

らも地域の皆様のご意見も伺いながら進めていかなければいけないというふうに考えてございます。 
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○本多委員長  次に、沢田委員。 

○沢田委員  ご心配をおかけいたしました、もう大丈夫です。心配していなかった、すみません。よ

ろしくお願いいたします。 

 ３３８ページの都市計画総務費、特定整備路線のことと、それから３４０ページの公園管理費で、公

園の防犯カメラのことを聞いていこうと思います。 

 まず、都市計画総務費の特定整備路線ですけれども、ちょっとずつ進んでいるかと思うのですが、

今、２８号、２９号、それと放射２号と、それぞれ買収というか、都のほうで買っていると思うのです

けれども、今の状況と言うか、何カ所ぐらい、それぞれ購入をされたという報告を受けているのか、お

聞かせください。 

○中村都市計画課長  この特定整備路線の進捗率でございますけれども、具体的に今どこが契約を済

んだというようなところは、これは東京都から情報が来ておりません。ただ、進捗率ということで確認

をしておりまして、その中では、２９号線につきましては、今、６つの区間に区切って、東京都のほう

では土地をお譲りいただくというものを進めているというところで、その中の進捗率といたしまして

は、２％から９％までというところでございます。それから放射２号線につきましては６％、また、補

助２８号線につきましても６％というところでございます。 

○沢田委員  パーセンテージということで、何％済ということですけれども、実際、見ていても、何

カ所か買収というか、買われたのだろうなというのがわかるところも何カ所か出てきましたけれど

も、２０２０年までということでしたけれども、相当それは難しい状況だなとは思いますが、実際、都

のほうで、その土地をもう購入されて、今、買った場所がどうなっているのかなというところで、僕の

見たところでは、黒いアスファルトで、緑の柵がされているところがそうなのかなと思っているのです

けれども、そのあたりの状況というか、そういうふうな形で、そういう土地がこれから増えていくのか。

見ていて、いい感じはあまりしないですね。柵で囲まれていて、アスファルトでというので。なので、

もう少し、ここの活用ということを、区としても何か考えていけないかなと思うのですけれども。例え

ば２６号のときには、そこの部分を畑、菜園みたいにして、区で一時的に、そういったことで貸し出し

たということもあったと聞いておりますけれども、一時的な、２０２０年までの間での活用の方法とか

を考えられないのかなと思うのですね。その菜園でもいいですけれども、ちょっと休めるようなスペー

スと言うか、公園までいかないけれども、少しそういうスペースにしていくとか。どうせまだ、当分

ちょっとできそうにないので、その辺の活用を考えていってはどうかと思うのですけれども、その辺の

ところのご検討というのはどういうことをされているのか、お聞かせください。 

○中村都市計画課長  まず、用地をお譲りいただきましたところの管理でございますけれども、こち

らは、まずは敷地の中の安全を確保するためにも、舗装すると。そして、そこに入れないように囲いを

するという、これは一般的な管理方法として、入られなければ、中でけがをする可能性はないわけです

が、万が一、入ったときのためにも舗装をするというところがございます。 

 また、その活用でございますけれども、こちらは今、平成３２年、東京都の目標で行きますと、平

成３２年までに完成をさせるということになっております。そういった意味からいたしますと、もうそ

の１年から２年前には工事に着工しなければいけないというところを考えますと、実際に着工するまで

には、かなり短い期間ということになると思います。そういった中では、建物を建てるというのは、こ

れは現実的ではございませんけれども、何かいい活用方法があるかどうか、ここは東京都と調整をして

いきたいというふうに考えております。 
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 また、この管理の方法も、ある程度まとまった時点で、道路の工事に着手するという、そういった可

能性もあるというふうには聞いてございます。 

○沢田委員  今の状況が、ああいう形で増えていくと、あまりよくないなと、見ていてそういう気が

しますので、一時的な活用というか、確かに道路になるわけで、いずれは、それはもうわかっているわ

けですけれども、一時的に、それまでの間でも、平成３２年と言っても、まだ、工事が始まったらすぐ

ということですけれども、その間だけでも、何か有効的に。ちょっとやはりあの黒いアスファルトと緑

の柵というのは、あまり見ていてよくないなと思うので、その一時的な活用はぜひ考えていっていただ

いて、都のほうにも相談を、区からしていただきたいなと思います。地域の人ともそういったことを検

討していっていただきたいと思います。 

 それで、次です。公園の防犯カメラですけれども、ちょっと前にも、去年も聞きましたけれども、今、

品川区内の、去年の段階でですけれども、答弁の中では、１１の公園で３０台、防犯カメラ、公園内に

設置されているということですけれども、実際、その公園内で、事件とか犯罪とか、不法投棄とか、そ

ういったことを、区内の公園の中で、今どういう状況、そういうことがあるのかどうか、実際の状況に

ついてお聞かせください。 

○溝口公園課長  実際、公園内での、ここ 近ですけれども、犯罪が起こっているという話は聞いて

おりません。ただやはり、いわゆる若者が騒ぐとか、そういった苦情は入っているものの、公園内で何

か犯罪が起きて、防犯カメラが必要となったというようなケースは、ここ近年ではございません。 

○本多委員長  不法投棄。 

○溝口公園課長  すみません。不法投棄につきましては、やはり公園内、マナーの問題というのもあ

るとは思いますが、何件か、不法投棄されているという所はあります。それにつきましては、発見し次

第すぐ、速やかに撤去する、または張り紙により注意喚起を行う、そういったもので対応しているもの

でございます。 

○沢田委員  公園内、今のところ、大きな犯罪とかはないということでしたけれども、やはり地域の

中で、これだけ防犯カメラが増えてきていて、それは町会のほうの支援の形で増えているわけで、これ

は公園にも、決して、防犯カメラがあっても、おかしいということはもうないと思うのですよね。それ

なので、ぜひ積極的に、実際、地域での犯罪抑止につながっているという、この間の一般質問の中でも

聞かせていただきましたけれども、区内の犯罪抑制には大変貢献しているということで、今の防犯カメ

ラはずっと見ているわけではないですから、犯罪があったときに使うといった形ですので、ぜひ、こう

いった防犯カメラの設置というのは増やしていただきたいなと思います。 

 昨日もトイレにということで、僕はちょっといなかったですけれども、トイレのほうに防犯カメラと

いう話を聞きましたけれども、トイレ等で犯罪が起きやすい近くの所で、しっかり防犯カメラとかが設

置されていれば、安心・安全に寄与していくと思うので、そのあたりのことはぜひ考えていただきたい

なと思います。 

 実際、巡回警備とかで、区のほうは今、警備されていると思うのですけれども、巡回警備は委託して

やられているかと思うのですが、そういったところに、その分の予算というのは、どれぐらいかかって

いるのかということを考えたときに、防犯カメラとの予算との関係もありますけれども、そういった課

題と言うか、公園に防犯カメラを設置することに対する課題というようなところは何かありますか。 

○溝口公園課長  防犯カメラの設置についてでございます。防犯カメラにつきましては、高性能のも

のもさまざま出てきておりますが、やはり広い公園内、全部を見渡すような形で設置すると、やはり相
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当数のカメラの設置が必要になってきます。そういったことを考えると、コスト的にも少し高くなる。

また、かなりの設置をするというところもありますので、そういったところを今後どのように考えてい

くのか、そういったところも十分踏まえながら、また地域の防犯の取組み、そういったところの一環の

中で、そういう必要なところには設置していくという考えもあるとは思います。 

 ただ、やはり、今、通常でありますと、委員のお話にありましたように、これまでどおり、人による

巡回警備、また、すぐ、即日に警備員が対応できるような対応をとっております。また、公園の整備に

合わせまして、見通しのいい公園の整備、そういったものも行ってきておりますので、そうしたところ

をして、より安全にご利用いただけるような公園づくりというのを目指していきたいというふうに考え

ているところでございます。 

○沢田委員  ぜひ、安心・安全に、公園もですけれども、地域もそうですけれども、しっかりとでき

るように、整備をしていっていただきたいと思います。今は、地域につけている防犯カメラのほうは、

都からも助成がいっぱいありますけれども、今、公園につける分には、きっと区費だけでやってらっ

しゃるのかなと思うので、そのあたりも考えながら、あと巡回の警備にかかるお金とか、そういったこ

とも予算を考えて、ぜひ整備していっていただきたいと思います。 

○本多委員長  次に、いながわ委員。 

○いながわ委員  私、３４１ページ、公園管理費、しながわ水族館運営費全般について。それに絡ん

で、公園整備事業のしながわ区民公園改修工事全般、３４３ページですね。それと、３５３ページの住

宅・建築物耐震化支援事業の、除却工事というところで触れていきたいと思います。その中で、ま

た、３４９ページの不燃化１０年プロジェクトに多少絡む感じにはなると思いますが、よろしくお願い

いたします。 

 まず、しながわ水族館について、私も 近、よく行く機会がございまして、その都度、あちらこちら

見てくるのですが、まず運営ということなので、チケットを販売する窓口があります。そのチケットを

販売する窓口、おそらく１カ所あって、あとは自販機になっているのですが、非常に混んでいるのを目

にします。大体、窓口で、何となく後ろから聞いていると、言われているのが、区民である証明書です

から、免許証とか保険証とか、いろいろ出してくださいということで、本当にしながわ水族館に行こう

と思って行く人は、そういうものをもしかしたら用意しているのかもしれないのですが、やはり、ふ

らっと行って、ああ、水族館があるのだという感じで来ると、そういうものを持ち合わせていない方も

いる中で、その辺の仕組みをどうつくっていくかというのは、ちょっと僕もわからないのですけれども、

柔軟に対応していくほうがいいのではないのかなというのが１点。 

 あと、私もちらっとしか見ていないのですが、自販機のほうが、結構、家族連れで来た人が、１回１

回買っているような気がするのですよね。よく、切符の自動販売機、電車の自動販売機ではないですけ

れども、ちょっと確認、これはもしかしたらそうなっているかもしれないですけれども、要するに、大

人何人、子ども何人というので、一括で買えたほうが、またその列が短くなるのではないかなというの

が１点です。 

 あと、ペンギンランドの改修ということであります。ちょっと私、この間、５日、６日ぐらい前に、

土曜日だか日曜日に行ったのですけれども、本来アザラシがいるところにペンギンが泳いでいて、既に

ペンギンランドの改修が始まっているのかなと、これはもう、課長に聞いたら、まだ始まっていないで

すよということなのですが。アザラシは、そのとき、バックヤードにいらっしゃるということなのです

けれども。要するに、ペンギンランドが改修しているときというのは、おそらくアザラシがいた所にペ
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ンギンを泳がせているわけであって、そうすると、アザラシはもうずっと日の目を見ないというか、

ずっとバックヤードにいるような感じになってしまうのかどうなのか。やはり、ペンギンランド、ペン

ギンが好きな子も多いと思いますので、そんなに期間はかからないと思うので、その工事をする期間を、

例えば夜間工事にするのか。そうすると、また動物に影響があるとかがあるかもしれないですけれども、

なるべく、いらしていただいた来館者がしっかり見られるような、そういった環境をつくっていただき

たいということです。 

 あと、公園整備に絡んで、まず、レストラン横に、結構大きなパーゴラがあって、下に机、椅子が並

んでいます。非常に、土・日とか行くと、天気がいい日は、あそこでみんなお弁当を食べたり、売店で

おうどんを買ったりして、すごく賑わっていたのですよね。ただ、そのパーゴラ自体、ぱっと見ると無

機質と言うか、何かもうワンアクセントあってもいいのではないかと。例えば春夏秋冬に合わせて、

ちょっと何かハワイアンチックにするでもいいですし、何かそういうものも必要ではないかなというの

で、ご意見をお伺いします。 

 そして、あと公園、今、改修を中央ゾーンから水族館側、ぎりぎりの所まで改修をして、外からち

らっと見ると、非常にバーベキュー場もきれいな仕上がりになるのではないかなと期待をしているとこ

ろなのですけれども、今後、それからもっと北側と言うのですか、水族館側の整備をお考えであるかど

うか。私は、先ほど、勝島の海とおっしゃったか、池があって、まず聞きたいのが、水族館のあそこの

池のコンセプトは何なのか。ちょっと私、波打ち際と言うか、下までおりると、江戸時代の波打ち際を

表現しているのか、それとも旧東海道の六郷の渡しというのではないですけれども、葦が生えていて、

そういうのをＰＲというか、それを表現しているのかというのが、あまりピンと来ないものがあります

ので、その辺をどうお考えなのか。できれば、水際、親水公園とは、もう水辺が近くにあるので、親水

公園をつくるというのはナンセンスなことだと思うのですけれども、ただ、水に親しめる、近くまで行

ける、例えば砂を敷くとか、そういうのも含めて、水に親しめる設計とか、創造性の中で設計をしてい

ただきたいのですが、いかがですかという。 

 あと、これは本当に小さなことなのですけれども、釣りするべからずという看板が立っていますが、

もうぼろぼろになって字も読めないで、その釣りするべからずが池のほうを向いているので、何のため

の看板なのかというのがわからないですし、あと、もう１個、津波が来たら逃げてくださいか、結構大

きな看板もあるのですけれども、それももう朽ち果てているような状況の中で、それももしかしたら演

出なのかもしれないですけれども、その辺もお聞かせいただきたい。 

 あと、ここに健康器具が１つ設置されています。また、ここに健康器具が設置されてしまうと、当初

のコンセプトとずれてしまうのではないかなという部分で、これを撤去するのか、どうなのか。 

 あと、要するに、今、土木ですので、土木屋さんの美学というのは、やはり構造美と言うのですか。

構造物に対する美学というのがあって、やはりこの水族館とか公園というのは、今後、都市型観光を牽

引するに当たって、重要な位置づけであるわけでありますので、やはりこの観光の視点と、おそらく多

少ずれがあるのではないかなという思いが僕はあるのですが、実際、今、観光課長いらっしゃらないで

すけれども、観光課が、水族館はこうあるべきだという考えもあろうかと思いますし、土木の所管の方

が、いや、水族館、こういうのが都市型の水族館なのだよという部分の、そのすり合わせとか連携はど

うなっているのかをお聞かせください。 

 そして次、住宅・建築物のほうに行きます。まず、プレス発表の７２ページを絡めていきたいのです

が、住宅耐震緊急促進アクションプログラムに基づく耐震化促進ということで、これは要は、現行の助
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成、除却工事助成、ちょっと除却に絞っていきますが、除却、建築課がやられている除却工事助成、要

するに東京都が定めている推進計画の整備地域、または新防火地域が既にある中のうちの１１地区を

ピックアップをして、そこに助成を拡大していくのか、これは確認です。 

 またこういったプログラムの中でやるという、除却もちょっと進めていこうというのであれば、ここ

の３５３ページに書いてある除却工事助成の木造一戸建て２００棟、アパート５０棟というのは、これ

は多分、昨年度のスライドで件数と棟数が来ているので、これはちょっと何かまた考え方を変えていた

だいたほうがいいのではないかなと思っていますが、いかがお考えですかということ。 

 あと、促進プログラムについては、平成２８年度策定予定と書いてありまして、その策定の進捗状況。

あと、今年度も数十日しかないので、どういう状況なのかということをお聞かせください。 

○溝口公園課長  まず、しながわ水族館に関する質問にお答えさせていただきます。チケット窓口、

または自動販売機の件でございます。窓口については、やはり人が多く集まると混雑する、そういった

ところがあります。そういったところにつきましては、運営しておりますサンシャインのほうでは、人

員的な対応をとって整理をしている。また、窓口と発券機に分かれる場合がありますので、そういった

場合には、事前にお声かけをして、発券機のほう、または窓口のほう、そういったところの誘導を行っ

ているというふうに聞いているところでございます。 

 あと、自動販売機につきましては、今年度、平成２８年に、新しい物に変えて、今までは１人１枚し

か買えなかったのですが、複数人数が買えるような形で改修を行っているところでございます。 

 続きまして、ペンギンランドの改修、平成２９年度に予定しておりますが、今現在、ペンギンがアシ

カの水槽のところにいるところは、鳥インフルエンザ対策として、外に、屋外に置いておけないもので

すから、屋内にということで、一時やむをえず避難という形でやっております。工事の際も同様な形に

はなると思いますが、なるべく工事期間を短くして、少しでも皆さんへ、今までどおりの、普段どおり

の展示が行えるように、工事の調整等は行っていきたいというふうに考えているものでございます。 

 続きまして、レストラン横のパーゴラでございます。これにつきましては、その先の公園整備にもつ

ながっていくところはありますが、平成２９年度予算の中では、区民公園の南側ゾーンと言って、勝島

の海を中心とした部分の改修工事の詳細設計を予定しております。また、水族館のレストラン周辺、そ

ういったところも合わせて、どのようにしていくのかというのを考えていきたいと思っておりますので、

その中で、どういう形にすれば、来館したお客様、また公園に遊びに来たお客様、そういった方々が、

休息をとれたり、休めたり、そういったものができるのか、そういったところについては十分検討して

いきたいというふうに考えているものでございます。 

 あと、勝島の海の、池のコンセプトでございますが、これにつきましては、水に親しめるということ

で、オープン当初から池を、もともと運河を埋め立てしてつくった公園でございますので、そういった

ところの記憶、またそういったものを残す。そういった観点から、水に親しめるということで、池の整

備をしておりまして、全体的としましては、旧東海道の入口というか、出口というか、接している所で

ございますので、そういったところをコンセプトにして整備をしてきているものでございます。 

 また、看板の古いものにつきましては、しっかり私どもも見直している、見ているところではござい

ますが、古いものについては新しいもの、またはわかりやすい形、そういったものに順次変えていきた

いというふうに考えているものでございます。 

 あと、健康遊具につきましては、基本的には、もうかなり設置してから古くなってきておりますので、

撤去して、新しいものにしていきたいと思います。これはやはり、朝お散歩している方たちが、健康遊
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具を使っている方たちも多くいるというふうに聞いておりますので、また、周りの景観等も配慮した中

で、どういった形で整備していくのか、そういったものを考えていきたいというふうに考えております。 

 あと今回、しながわ水族館も、しながわ区民公園も含めてですけれども、整備と観光の観点でござい

ますが、これにつきましては、やはりしながわ水族館というのは、１つの品川区の観光の拠点だという

ふうに思っております。そういった中で、しっかり観光を推進する部署と連携を図りながら、より観光

の品川区のまちづくりに一緒になって取り組んでいきたいと考えているものでございます。 

○鈴木建築課長  耐震の除却に関するご質問でございますが、委員にお話しいただきましたとおり、

新規事業ではございませんで、除却と改修工事費、上限１５０万円に対して、整備地域内１１地区、重

点地区を定めまして、３０万円上乗せ加算を行っていくと。この地域につきましては、戸別訪問も合わ

せて実施していくという内容のものでございます。 

 それからご質問の２点目でございますが、昨年度と除却の件数が同じだということでございますが、

例年、鋭意努力しているのですけれども、なかなか予算化した実績に届いていないという状況がござい

まして、戸別訪問と、この３０万円を加算をして、予算に合った実績を積み重ねていきたいというとこ

ろの予算計上でございます。 

 それからアクションプログラムの策定状況でございますが、こちら、午前中もご説明しましたように、

何か冊子になって分厚い冊子になっているものではございませんで、国の補助を受けるに当たって、重

点地区ですとか、あるいは戸別訪問の計画、あるいは実施状況のホームページでの公表などを謳う基本

的な内容になっておりまして、今こちら、職員のほうが検討して、策定、まとめているところでござい

ます。こちらを取りまとめましたら、議会のほうにも、事業の実施前に報告させていただきたいという

ふうに考えてございます。 

○いながわ委員  しながわ水族館、しながわ区民公園に関しては、しっかりコンセプトを用いてつ

くっていただきたいと思います。 

 それで耐震に関しては、ちょっと木密の今回のと絡めると、耐震の、今回、今、質問したものに関し

ては、助成額が増額をされる。もう一方では、燃えにくいまちということで、不燃化率を上げるという

ことで、要するに、ここは対象事業の拡大、対象建築物の拡大ということになっております。これはぜ

ひ、建築課がやる事業でも、こうした拡大を考えていただいたほうが、僕はもっとその実績が上がるの

ではないかというふうに思っております。やはり相乗効果で実績は上がっていくと思いますので、エリ

アの拡大ということを今後考えていただきたいと思いますが、いかがでしょう。 

○鈴木建築課長  除却の区内全域への拡大のご質問でございますが、まずやはり、木密地域の、木造

の不燃化、これは何か方向が違うわけではなくて、地域の防災性の向上というところでは共通した内容

でございますので、まず除却については、本当に木密地域内の防災性の向上の観点から、ここで重点的

にまず行っていって、それ以外の地域については、既存の診断、設計、耐震工事、これらで周知に努め

てまいりたいというふうに考えてございます。 

○本多委員長  次に、塚本委員。 

○塚本委員  私から、３２３ページの道路点検システム導入費。それから、３５３ページ、住宅・建

築物耐震化支援事業。今、いながわ委員のほうからもありましたけれども、住宅耐震研究促進アクショ

ンプログラムに関して、ちょっとお伺いしたいと思います。 

 初めに、３２３ページの道路点検システム導入費ということで、プレス発表のほうにも、これは詳し

くというか、載っておりますけれども、この道路の維持管理に関わるいろいろなお話というのは、区民
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の方からよく伺うところでもありますので、こういった形で点検作業に力を入れていただけるというと

ころでは、大変に歓迎したいというふうに思っているところでございます。 

 まず 初に、この３２８ｋｍ、区が管理する道路が対象となっておりますが、これは、いわゆる一般

的に区道というものが、ほぼ全て対象となるということでいいのかという確認が１つです。 

 それから、この点検の頻度ですね。月に１回は必ずなのか、年に１回なのか。そういう１つの面とい

うか、道路が、どういう頻度で点検されるのか。この２つ、まず２点お伺いをさせてください。 

○多並道路課長  道路点検システムでございますけれども、今の委員のお話のとおり、区の管理する

道路が約３２８ｋｍということで、全部の区道の総延長ということでございます。ということで、今回

の点検システムは、全区道が対象となるところでございます。 

 現在の点検というか、巡回を先ほどお話ししましたが、３地区に分けながら、今の巡回の点検という

のを、人の目で行っているところでございます。頻度といたしましては、月１回は必ず巡回をしまして、

また主要な道路につきましては、頻度の高いところは週２回行っているところで、今度新しく点検する

システムについても、このような頻度で行っていくというものでございます。 

○塚本委員  大変に、頻度としてもかなりの数、やっていただけるということであると、かなりの形

で、この大きな、何か道路に穴が開いてしまったとか、亀裂が入ってしまったとかいうのが、もう、こ

の点検の中で、どんどんわかってくるのかなと思うのですが。 

 この、いわゆる路面のでこぼこを、車で走って検知するという、このようなことで説明されておりま

すけれども、どの程度、でこぼこを検知するようなシステムなのか。もちろん、大きな、道路として支

障を来すような穴などは、もちろん検知するのだと思うのですが、そうではない場合も含めて、どの程

度のものを検知するものなのか、教えてください。 

○多並道路課長  どの程度かというお話でございますけれども、実は、スマートフォンに登載されて

いる加速度センサーというものが、段差を感知して、データ化していくという内容です。その加速度セ

ンサーの取っている数値というのは変わらないのですけれども、どれぐらいが、加速度があったものが

でこぼこを感知するかというのは、設定によります。 終的なデータの読み込みの設定の頻度によって

検知できるということで、実は今度、新しく契約した後すぐにでも、本当にここを通ったら、でこぼこ、

我々が発見したいというようなでこぼこであったり、今後注意したほうがいいだろうというのを、実際

に通ってみて、それを実際に拾えるような形ですね。設定しながらやっていきたいというのが、どちら

かと言うと、そういう形のものがやっていきたいという内容でございます。 

○塚本委員  わかりました。その辺の、どれぐらいの対象のでこぼこを検知するようなデータの収集

をしていくかというのは、やりながら、ひとつ調整していくというのが、よくわかりました。 

 その上でなのですが、ここにも書いてありますけれども、穴ぼことかを見つけたら、緊急で、直ちに

現地対応で対応していくと、こういういわゆる応急処置。これは各段に今後進んでいくのではないかと

思うのですけれども、一方で、今言ったように、データとしてそういう路面の、要するに区道全体の状

態のデータが取れるわけですね。そうすると、区として今、道路の定期的な、応急処置ではなくて、き

ちんと計画的に舗装している計画もあると思うのですね。多分、耐久年度とか、そういうのでやってい

るのではないかと思いますが。このデータを取ることによって、今、道路の状態が、ここちょっと傷ん

でいるねとか、ここはちょっとまだ直したばかりだけれども、意外とまずいのではないかとかいうのが

わかってくると、そういう定期的な全面舗装みたいなことの計画にも生かしていけるのではないかと思

うのですが、そういうお考えがあるかどうか、お聞かせください。 
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○多並道路課長  今後の改修についてでございますけれども、実は、このシステムを先行して取り入

れているところ、柏市が実は取り入れているところなのですけれども、そこの柏市が、今のような長期

的な、もしくは改修計画の１つの目安にしていると聞いているところでございます。私たちも、段差を

感知するという、いわゆるそこで対処しなければいけないものもありますけれども、その次の、改修に

もう少し経過観察をしながらも、改修しなければいけない、そういうものも拾いながら、いわゆる改修

時期も、数値化を１つの目安にしながらやっているところも、もともと想定しているところもあります

ので、そのような考えで進めていきたいと思っているところでございます。 

○塚本委員  いわゆる、そういった、今の道路の状況に応じて、適切に、より効果的に道路の維持管

理というのができて、ちょっと大きな言い方をしてしまうと、税金の有効活用みたいなことに、より寄

与できるシステムかなとも思いますので、ぜひそういった形で進めていっていただきたいというふうに

思いますので、よろしくお願いをいたします。 

 次に、住宅耐震化支援事業、住宅耐震緊急アクションプログラムですけれども、幾つかこれまでも質

疑がございました。まず、アクションプログラム策定に当たっては、国が義務づけて、助成金を受ける

に当たって、国の義務づけがあるので、まとめると。こういったプログラムを策定するというご答弁が

ありました。国が、こういった義務付けをして助成をしていこうというふうに定めた狙いというか、理

由ですね、これをまず１つ伺いたいと思います。 

 それから、今回プレスにも出ておりますけれども、１１地区がこの対象として定められたということ

で、対象が約４,０００棟ということですけれども、この地域内には、品川区内の木密地域というのは、

似たような地域はほかにもたくさんあるかなというふうに思います。その中で、倒壊危険度というのが

高いというところで、この１１地区が選定されてきているということですけれども、この倒壊危険度と

いうものの高い、低いというのを、どんな形で見たのか、具体的に、詳細なご説明をいただければと思

います。よろしくお願いします。 

○鈴木建築課長  まず、アクションプログラムを策定して、国のほうが、これは平成２８年度の補正

予算の拡充事項として打ち出しているものでございますが、その狙いについては、やはり熊本地震のほ

うを受けて、特に住宅の耐震化について力を入れていこうというところでございまして、東京都と区の

ほうで協調補助でやっていくわけですけれども、これはほかの自治体、やらないところもございます。

区としては、積極的にやっていくという姿勢で、今回、予算計上をさせていただいたものでございます。 

 それから、あと１１地区についてでございますが、これは東京都が平成２５年に、火災危険度、ある

いは倒壊危険度、地域危険度を公表してございます。その中で、火災と耐震、倒壊のほうは、１から５

までランクがありまして、５に行けば行くほど倒壊危険度が高いと。これは、地域内にどれだけ老朽木

造住宅があるかという指標で、総合的に東京都が判断しているわけでございますが、この１１地区につ

きましては、倒壊危険度が４と。倒壊危険度５の地区は、品川区内はございません。次に高い４地区が、

この１１地区でございますので、そこで重点的にやっていくというものでございます。 

○塚本委員  すみません、もうちょっときちんと聞けばよかったと言うか、聞き方がちょっとあれ

だった。その倒壊危険度を、１から５とあって、４だというふうに判定するわけですけれども、これは

どうやって判定するのか。人が歩いて建物を見てとかなのか、何か違うデータ等があってなのかという

ところを、ちょっとお伺いしたいというのが１つと。 

 それからあと、今回、戸別訪問を行うと、対象は約４,０００棟ということになっていますけれども、

委託費としては５１０万円が計上されておりますが、この戸別訪問ですね。４,０００棟に対してどう
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いう形、全棟に対して１回戸別訪問をするぐらいの予算規模なのか、あるいは何回も何回も行けるよう

な感じなのか。ここは特に事業として、倒壊危険度が高いし、何とか改善できないだろうかというとこ

ろで定めたというか、やってほしいようなところには何度も訪問するような、そういったことも可能な

範囲の予算規模なのかというところでの、戸別訪問について、どれくらいの戸別訪問ができるのかとい

うところを教えてください。 

○鈴木建築課長  倒壊危険度のランクづけなのですけれども、基本的には、その地域ごとで想定する

地震力、地盤の強さに合わせて地震力をまず設定して、１軒１軒、東京都が委託先に頼んで回っている

わけではございませんで、その地盤の設定と、それからあと、地区内の古い建物、旧耐震の建物がどれ

ぐらいあるか。あとは木造、あるいはＲＣの建物、そういったところから総合的に判断をして出してい

るものでございます。 

 それから、戸別訪問のやり方、予算に対するやり方なのですけれども、基本的には、１軒１軒まず

チャイムを押して訪ねて、いる方に、事業のＰＲですとか、耐震化の必要性、そういったところを説明

しながら、簡単なアンケートもその場でとりたいというふうに考えてございます。それで、もしご不在

の場合は、後々郵送していただけるようなアンケートをポスティングして、全体的な、地区内の耐震化

に対する考え的なところを 後取りまとめて、場合によっては、重点的に回るところも、その後考えて

いきたいというところでございます。 

○塚本委員  わかりました。では、その委託の先ですね。これまでも、ちょっと似たような事業で、

建築士事務所協会の協力をいただいたりとかしながらやっていたところがありますけれども、その委託

先がどういうところになるのかというのをお聞かせいただきたいのと。 

 あと、これは提案なのですが、感震ブレーカーが今、品川区で、今年も対象拡大ということでやって

いますけれども、倒壊危険度、建物が倒壊すると、火災というものを防ぐために感震ブレーカーという

のが、品川区でも助成を始めていただいていますけれども、この戸別訪問のときに、ぜひこの感震ブ

レーカーの普及と啓発と一緒にやっていただけると、大変に効果的なのではないかなと。地域的には、

おそらくこの１１地区、かぶっていると思いますので、その点もいかがでしょうかということで、お伺

いいたします。 

○鈴木建築課長  戸別訪問の委託先でございますが、今現在、プロポーザルで事業者を選定する方向

で、調整というか、準備を進めているところでございます。 

 それからあと、感震ブレーカー等の周知、ＰＲ、合わせて、これもしっかり行っていきたいと思いま

す。木密地域、不燃化のエリアでもございますので、そういった戸別訪問もしております。区民の方か

ら、耐震化なのか、不燃化なのかというご相談もいただいております。そういったところも、不安を解

消しながら、しっかりＰＲを進めていきたいと思います。 

○塚本委員  よろしくお願いをしたいと思います。 

 ちょっと 後に時間があるので、１つだけお聞かせください。３３９ページ、可動式ホーム柵整備助

成で、今年度、荏原町ということでございましたけれども、今後の予定等、何かあれば、一言だけお聞

かせいただきたいと思います。 

○中村都市計画課長  荏原町、来年度を予定しております。それ以降は、今、東急大井町線の中で下

神明ですとか旗の台、そういったところも働きかけていきたいと考えております。 

○本多委員長  次に、西本委員。 

○西本委員  まず、１つ目、３１９ページの大森駅の水神口の駐輪場です。これは完成に近づいてま
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いりました、前回、建設委員会で見させていただきましたけれども。公園の中につくるので、子どもた

ちが喜ぶデザインにしてほしいのだけれども、という話をしておりましたが、スケルトンになって、非

常におもしろいなと思いました。これは、子どもたち、本当に喜ぶのではないかなというふうに思いま

した。あの形状にした理由を、ぜひお知らせください。 

 また、この周辺の駐輪場の事情がどうなっていくのかという見通しについて、お知らせください。 

 また、自転車対策についてですが、品川区のこれまでの方針は、なるべく公共交通機関を使ってくだ

さいということだったのですけれども、やはりシェアサイクルなどを始めますと、自転車に対する対策

というものを総合的に考えていくべきではないか。それで、水神口のような形は、なかなかスペースが

ないので難しいかとは思いますけれども、やはり大きな突破口になるのではないかなというふうに思い

ますので、そういう考え方ではいかがでしょうかということについてのご見解をお聞きします。 

 次に、３４１ページの、八潮地区まちづくり検討。これは、勉強会で課題の洗い出しだということな

のですが、これは、ゴールは何を目的とされているのかなということです。ただ単に話し合いをして、

課題を出して、ではどうするの。やはり、これは専門的な知識も必要でしょうし、それから、大きなビ

ジョンを持ってまちづくりを検討していかないと、とても先行き、ちょっとわからないですよね。今ま

でも八潮地区については、いろいろな議論がなされていて、意見も大分出されていると思います。でも、

なおかつ、あえてこの検討会というのを計上され、進めていくというのには、何か目標があるのだろう

と思いますので、それについてのお考えをお聞きします。 

 ３つ目は、３５８ページの区民住宅です。これは家賃なのですけれども、フラット型、傾斜型があり

ます。フラット型は３棟あるということなのですが、１棟はファミーユ下神明、あと２棟の助成金の期

間はいつになっているでしょうか。そして、なぜこのフラット型を適用されたのかということについて

お聞きします。 

○溝口公園課長  まず、私のほうからは、大森駅水神口の地下機械式駐輪場の工事をやっている関係

で、入庫ブースのスケルトンの関係についてお答えさせていただきます。 

 これにつきましては、やはり自転車が地下におりるところ、そういったところを皆さんに見ていただ

きたい。まして、委員お話しのように、公園の中に出庫ブース、駐輪場を設けているものでございます。

そういった中で、楽しんでもらえる、そういったものも含めて、デザインというかコンセプトを入れて

整備を進めてきているというものでございます。 

○桑波田交通安全担当課長  自転車の活用につきましては、区のほうでも、条例のほうで、近い方は、

なるべく自転車のご利用は控えてくださいということで、これまでも訴えてきたところでございます。

また今後につきましては、昨年の新聞報道等で、自転車活用の推進法というのが、国会のほうで出され

たということが発表がありましたので、そういったものの、今後、また具体的な案等が出てくると思い

ますので、東京都だとか国の進度を見て、そういったものを十分に見極めて進めていきたいと考えてお

ります。 

○中村都市計画課長  八潮のまちづくりでございますけれども、こちらは今まで、地域の皆様からも

いろいろ意見をいただいてきました。その中には、高齢化の問題であったり、あるいは交通の問題で

あったり、それからこの八潮に人がたくさん来てもらいたい。あるいは逆に、静かに暮らしたい。こう

いった相反する意見等もございました。ただ、こういったものが単発で地域の皆様から出されている中

で、今回さらに幅広くご意見をお伺いをして、そしてそれをまとめて、将来を見据えたまちづくりを

行っていきたいというところでございます。 
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 このまちづくりと言いましても、さまざまございますけれども、１つは、この八潮団地の老朽化も見

据えなければいけないというところもございますし、そういった中で、建替えや、あるいは再配置、こ

ういったものも視野に入れて、これは、それこそ２年、３年というような単位ではなくて、５年、い

や１０年、２０年、こういったスパンの中で考えていく必要があると考えております。そういった長い

スパンの中で考えつつも、短期的なまちづくりの中で、一定程度の結論を出しながら進めていかなけれ

ばいけないというふうに考えております。 

○今井住宅課長  建設型区民住宅のフラット家賃に対するお尋ねでございます。ファミーユ下神明に

つきましては、助成期間の終了期限が平成３０年２月。そして、ファミーユ西五反田西館、９８戸ござ

いますが、こちらにつきましては平成３０年１２月。 後に、ファミーユ西五反田東館、総戸数４００

戸でございますが、平成３１年の３月となっております。フラット家賃の導入でございますけれども、

こちらのほうを導入しましたのは、やはり傾斜型家賃では、なかなか入居が、経年化とともに入居率が

下がるというふうな点で、国のほうが、このフラット家賃制度の導入に対して、設定をしたということ。

それから、やはり住み替え制度というところを活用していきたいという中から、この制度をとったもの

でございます。 

○西本委員  駐輪場の件ですが、いろいろな動向がある中で、さらに考えていただければと思います

が、大森周辺の駐輪場の状況がどうなっていくのかだけ教えてください。 

 それと八潮のまちづくり、老朽化対策という、まちづくりということもあるのでしょうけれども、や

はり八潮地区の魅力というものを見直していくということも必要だと思いますので、そうなると、専門

家の方々のご意見も必要でしょうし、課題、課題とやっていくと、問題ばかり出てきて、将来の希望と

いうのができにくくなるのですよね。なので、夢があるようなビジョンが描けるような方向づけをつけ

て、新しい手法を使ったり、あとは民間の力を使うなりとかして、やっていただきたいなというふうに

思っておりますので、そのご意見をお聞きします。 

 区民住宅のほうですけれども、これはどうするのですかね。多分、わかって入ってられると思うので

すよね。こういう条件ですよと、わかってられるのですよね。だけど、ぶつっと切られた場合に、助成

金がなくなるわけですから、相当金額が高くなるということになると思うのですね。それをどのように

考えていくのでしょうか。いずれはこうなるよというのはわかっていたはずだと思うのですね。その対

策を、もうちょっと早いうちに手を打つべきではなかったのではないか。やはり、経過措置等々も含め

て考える必要もあるのかなと思いますが、この住民の皆様方の気持ちも踏まえ、ただ、税金ですので、

やみくもにそこに税金を投入するということもできないことだと思いますので、今後の考え方について

お聞きします。 

○桑波田交通安全担当課長  大森駅周辺の駐輪場の整備状況ですけれども、大田区のほうについても、

大田区側のほうに幾つか駐輪場のほうは整備されているところでございますけれども、また新しくつく

るというような状況は今のところ把握しているところではございません。 

○中村都市計画課長  今、委員ご指摘のとおり、課題、課題と言うだけではなく、というところでご

ざいます。この地域の皆様と一緒に話し合いをしていく中で、様々な課題が上がってくると思いますけ

れども、そういった中でも、然るべき適切な時期に、専門家を入れて、そういった意見も聞きながら、

取り込みながら進めていきたいと考えております。これは非常に短期間のまちづくりの意見集約という

わけではなくて、ある程度、一定程度の時間をかけて、十分に検討していきたいというふうに考えてい

るところでございます。 
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○今井住宅課長  フラット型家賃の１５年間終了に伴います対策についてでございますけれども、こ

ちらのほうは、入居時、そして毎年の助成額の決定のときに通知を差し上げているところでございます。

私ども住宅課のほうには、お声等、届いておりません。 

○本多委員長  委員皆様にお願いです。答弁時間ご配慮して質問をお願いいたします。 

 次に、渡辺委員。 

○渡辺委員  ３３７ページ中心に、水辺の利活用を伺います。それと、今出ていたので、３４１ペー

ジ、八潮地区のまちづくり、この辺をもう一度伺います。 

 初めに、八潮地区のまちづくり検討、もうそれぞれの委員が触れていて、重複するのはもう省きます

が。まず、課題整理というのは、八潮に限らず当たり前です。今のご意見が出ていたように、課題は課

題で解消を、どうプラスのエネルギーに変えていくかという、それとやはり、まちづくりは中長期の視

点が入るので、その辺は当然ながら重視されるかなと。具体的に言えば、今も出ていましたけれども、

交通１つとってみても、現状の中で、バスが中心であると。あるいは自家用車という中では、これから

先を考えたときに、ではこれだけでいいのかと。駅の設置等も、まず議題にする。そして地域の方の意

向も聞く。そして、地域とはどこかとなったときに、地元という括りもありますよね。全区的なものの

見方もできるし、ましてやご当地もあるし、という中で。あるいは賑わいのこと。これまでもさんざん、

地域の方、商業施設という意味で、お買い物のことでは悩んでらして、危機もありました。これから

だってそうです。やはり大型店と言いますか、総合スーパー的なもの、これだって、今の現状を行けば、

他の課題から商業施設、厳しくなってくる。そのもとは何かと言ったら、やはりにぎわいという形の、

やはりゾーンですよね。地区計画はじめ、規制もあります。そういう意味では、その辺は十分、この賑

わいというもの、商業施設というのもキーワードになってくる。それによって、やはり、そこに住みた

い、あるいは住み続けるという構成も変わってきますから。 

 もう１点が治安。これは、やはり今もご答弁が出ていましたが、静かな町並みがいい、一方で賑わい

も欲しいという中で、静かな中、やはり通勤・通学のときに、静かはいいけれども暗い、そういうお声

も多々いただいています。そういう中で、イメージというのも、これはもう全体的な中で必要になって

くるであろうと思います。そういう中で、団地再生の実例調査を踏まえて、先ほど再配置を視野に入れ

ながらということで、どんなことを、委託ですから、調査に当たっての、まず基本オーダー、こんなと

ころが留意点であるよと、今までのご答弁以外であれば教えていただきたいと思います。 

 それと水辺のほう、 初に基本的なことを伺います。賑わいの検討委託ですね、２,０００万円。そ

の中でどんなことをオーダーするか、やはり区の 初のオーダーがとても大事になってくるので。おそ

らく、オール品川が望ましいかと思っています。主要なエリアが、五反田であり、天王洲であり、京浜

運河でありと、主要なエリア、ポイントがあってのオーダー、どんな形の委託オーダーを出されるのか、

教えてください。 

○中村都市計画課長  まず、このまちづくりに関して、地域の皆様からご意見を伺う場合に、我々行

政といたしましては、まずニュートラルな状態でご意見をお伺いする必要があると考えております。今

まで様々な要望は、個別に伺っているところでございますけれども、例えば賑わい１つとりましても、

この賑わいの意味が、例えば外からたくさんお客さんが来てほしいのか、あるいは、そうではなくて、

その地域に住む人を増やしていきたいのか、こういった様々な賑わいの種類などもございます。そう

いった意味から、同じ、今まで要望が出てきた中でも、それが本当はどういう意味なのか、そういった

ところまで、さらに深く掘り下げる形で、皆様の意見をお伺いしながら進めてまいりたいと考えており
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ます。そういった中で、交通、賑わい、治安、先ほど委員がご指摘されました項目、個々に、皆様の意

見をお伺いしていきたいと思います。 

○和田河川下水道課長  水辺の賑わい創出構想検討委託についてでございます。どんなオーダーをし

ていくのかということでございますけれども、先ほども答弁したように、品川区内のいろいろな水辺の

それぞれの性格によって、どんな賑やかしができるかどうかということを、現状を踏まえて検討してい

きたいと考えてございます。そういう意味では、まずは課題、それから現状を整理してから考えていく

ということですので、どんなオーダーと言いますか、予断を持たずに、課題等を検証して考えていきた

いというものでございます。 

○渡辺委員  それぞれありがとうございます。まず、八潮のところ。ご答弁いただいて、もう１回、

先ほどの南委員と、これはほぼほぼ一致の要望的になりますが、勉強会、あるいはこの意見集約のとき

に、幅広くというご要望が出ていましたが、私もやはりそこは同様で、世代別のニーズの違いというの

は、非常に、今後やはり、このまちづくりとなると、かなり先も含めて視野に入れる。今、子育て世代

の方が、同じく、老後を意識し始めたりとかもあると思うので、世代別のニーズというのは、特にこだ

わっていただきたいなと。 

 あと、意見を集約するときに、軸は自治会の連合会、あるいは、先ほど南委員がおっしゃっていた管

理組合等も、当然必要だと思います。軸はそこなのですが、ところがどうしても、これは八潮だけに限

らず、世代別のニーズを汲み取るというのが非常に難しいかなと思います。こちらは勉強会が中心には

なっていますが、勉強会の設定の仕方も、やはり時間的な、あるいは日時的な考慮が必要である。ある

いは、こういうときの意見集約で、僕もあまり得意ではないのですが、メール等で、匿名とかは必要な

いと思います。明確な相手先が見える場合の、メール等でのご要望、意見交換というのも手段だと思う

ので、そうした幅広い、現状と、あとご要望を聞き取るというのが、こういうときはなかなかチャンス

が少ないと思うので、大きな節目だと思いますので。 

 あと、もう１点、そういう意見の汲み取り方と、スピード感ですね。これで今、喫緊の課題も多々あ

ると思います。また後ほど触れますが、水辺等がやはり非常に魅力な地域資源でもある中で、スピード

感、必要だと思います。これで、勉強会あるいはまちづくり検討をして、スピード感を持つべきと思う

中でのスケジュール観、これを教えてください。 

 あとは、水辺のことを伺います。今、先入観なくという中で、それぞれ議会のほうでも、あるいは

我々自民党も含めて、かなり勉強し始めた中で、やはりキーワードとして舟運事業、これはもう誰もが、

水に親しむ、乗れる船に乗るという魅力。その中で、やはり観光の観点もあるでしょう。そして、観光

もいろいろな観光が、交通として使うのか、周遊に使うのか、あるいは通勤・通学でやっている事例も

多々あります。こんなところで舟運が１つ。 

 それとやはり、一番わかりやすさで言えば、桟橋拠点。これは、トイレ、飲食。まさしく今、東品川

の整備もそうです。水の駅という言い方もあるように、やはりお休み処であり、あるいは、本当にファ

ンを大事にという意味では、カヌーだとか、本当に趣味で拠点になり得る。倉庫だとか艇庫もぜひ必要

になってくる。この辺は、地域要望も多いと聞いていますので、拠点づくりの、今の内訳も含めた要望

が結構あると思いますが、ぜひ検討いただきたいのが１つ。 

 ２つ目が、景観ですね。我々議員団も、あるいはオリンピック・パラリンピックの特別委員会でも視

察に行って、水辺の景観、これは大変範疇が広いのと、あとは東京都や国との絡みも出てくる中で、ま

ずできること、そして中長期的にやることが整理されると思うのと。もう１つ、あと昼と夜。また、夜
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も真っ暗では、大変もったいない。そういう中で、どんな考えで、それこそこれもオーダーの１つにな

るかと思うので、モノレールからの視点で品川を見てもらうというのもあるでしょうし、あるいは、か

もめ橋とか勝島橋、これは拠点ですね、やはり。日常の区民の方の往来も多い中で、ここはやはり明る

くなってほしい。それは、昼であれば、いろいろな絵もそう、壁画もそう。そして、夜であれば、イル

ミネーション。やはり、八潮のあたりもという要望も聞いています。それとあと、緑道護岸なども、や

はりウォーキングとか、健康志向が高い中で、これは東京都との絡みの中で、ギラギラするネオンでは

なくていいのだと。やはり足元を照らす中で、古風な、少しセンスのいいものというものもよく聞きま

すので、この辺も具体的に、区がリーダーシップをとって研究される必要性も含めて、お考えを伺えれ

ばと思います。 

○中村都市計画課長  八潮のまちづくりにつきまして、地域の皆様から様々なご意見を伺う中で、喫

緊の課題については個別で取り組んでまいりたいと思います。ここで今、八潮のまちづくりというとこ

ろで取り上げていますところは、まち全体をどういった方向で住みやすくしていくかという、そういっ

た課題でございます。そういった中では、建替えなども、これはまだ１５年、２０年単位で、実際、先

のような話になります。他地区でもこういった団地の中で建替えが達成するまでに、２０年ほど検討に

要したというところもございます。ただ、区といたしましても、必要なものは必要なときまでにやって

いくという、こういった中で、地域の皆様と一緒に連携して行っていきたいと思っております。 

 そういった中では、このまちづくりに関しましては、今２、３年ということではなくて、やはり５年、

それから必要であれば１０年というような、そんなスパンで考えていかなくてはいけないというふうに

考えてございます。これも、地域の皆様のご意見も伺いながらというところになるかと思いますけれど

も、そのような進め方で考えております。 

○和田河川下水道課長  水辺関連でございます。舟運事業ですけれども、ご質問はおそらく、舟運事

業を観光で使うのか、それとも通勤で使うのか、交通で使うのかということでございますが、基本的に

は、我々、観光で使いたいなというふうに考えてございます。通勤に使うには定時運航が必要ですけれ

ども、定期運航というのはちょっとハードルが高過ぎて、地元の舟運事業者が結構負担になるというご

意見も伺っておりますので、基本的には観光ベースで舟運事業を推進していきたいというふうに考えて

いるところでございます。 

 次に、カヌーの拠点づくりと言いますか、艇庫等の設置でございますけれども、これも地域の方々か

らご要望をいただいているところでございますので、水辺の拠点としてどこがふさわしいのか、検討し

てまいりたいと思っております。 

 それから 後に、水辺の景観に関しまして、いろいろなご意見、ご提案ありましたけれども、我々、

今年度、目黒川の河口部で、橋のライトアップを試験的にさせていただきました。これについては、舟

運事業者のみならず、地域の方々からも好評を得ております。前回の答弁と同じようになってしまうか

もしれませんけれども、こういうライトアップ等の手法を、調査研究していきながら、様々な方法で、

水辺の景観をどのように向上していくかというものを、委託の中で考えていきたいと考えております。 

○渡辺委員  それぞれありがとうございました。舟運も観光を軸で、当たり前のように受け取れるか

なと思っています。それとあと、幅が広い、範疇が広い中で、優先順位があるべきかなと。手をつける

順番と言うのですかね。これも八潮と同じに、やはりスケジュール観、スピード感というものをちょっ

と意識して、水辺のことも伺えればと思います。やはり五反田リバーステーションという拠点が、もう

計画が見えてきて、陸上から一般の方も含めて行きやすいと、これが軸でいいと思う、当然ながら。そ
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して天王洲がある。そして、という、何となくストーリーがある中で、計画と実施の、もう一度、スケ

ジュール観と言うのですかね、この構想の検討の後どう生かしていくか。具体的なエリアを言っていた

だければうれしいなと思います。 

 それと、安全対策。ちょうど、目黒川等の安全対策会議の運営費があります。これはやはり、地元、

目黒川協議会、住民視点であり、あるいは利用者全体を踏まえて、何かを制約だけではなくて、とにか

くマナーアップを中心に、大変強い要望があって、速やかに、この年度内、会議体が招集されて、こ

の４月にということで。この辺の進捗状況と、あとこの協議会はとてもいい事例になると思うのですね。

これから水辺の中での、やはりマナーアップというのは、どこでも鍵を握る中で、非常にモデルケース

と言いますか、その辺をもうちょっと詳しく教えてください。 

○和田河川下水道課長  水辺の今後の展望で、優先順位ということでございますけれども、委員ご指

摘のとおり、五反田リバーステーションが、オリンピック・パラリンピックまでに整備をいたします。

それから天王洲につきましては、東品川二丁目桟橋が今年度中に設置、それから天王洲ピアや寺田倉庫

のWATERLINE、この辺もございますので、まずはやはり、五反田リバーステーションと天王洲というの

が有力な軸になるのかなというふうに考えてございます。 

 この舟運事業の試験、舟運の社会実験をやってきたわけなのですけれども、我々のやった社会実験は、

区内の桟橋を自由に使っていただいて、ルートは事業者に考えていただくということで、先ほど申しま

したように、２１７の運行をしたわけなのですけれども、しながわ水族館とか大井競馬場のご利用の提

案がありませんでした。そういう意味で、そこがちょっと弱いのかなというところですので、まずは五

反田・天王洲を軸に、その辺の弱みを強みに変えていくような構想を、委託の中で考えていきたいと

思っております。 

 マナーにつきましては、昨年の桜の時期に、マナーを守らない水上バイク等が上ってきたということ

で、舟運事業者から、マナーを向上させるような対策をしてくれないかというご要望があったことから、

我々事務局となって、舟運事業者等を委員としたマナー向上委員会を立ち上げて、今度の４月１日と２

日に、警視庁それから海上保安庁のご協力もいただきながら、河口部でマナーの啓発活動を行うという

ものでございます。 

○本多委員長  次に、のだて委員。 

○のだて委員  私からは、３４１ページの東急大井町線連続立体交差化事業と、３４９ページの戸越

公園駅周辺まちづくり事業について、いろいろ伺いたいと思います。それに関わって、補助２９号線道

路計画についても伺います。 

 まず、戸越公園駅周辺まちづくり事業についてですけれども、事項別明細書を見ると、沿道における

再開発等の協働箇所を検討とあります。既に進んでいるところはあるのか、これから検討するところも

含めて何棟あるのか。駅の北側と南側、それぞれ伺います。 

○東野まちづくり立体化担当課長  お答えいたします。今現在、戸越公園駅周辺におきまして、再開

発計画があるところにつきましては、駅南側の部分ですね。こちら、五丁目１９番地区というところに

なります。こちらで再開発準備組合が立ち上がっているところでございます。また、駅の北側におきま

しては、ただいま、五丁目１０番地区におきまして、再開発等の勉強会等が行われているということで

伺っております。 

○のだて委員  その北側の五丁目１０番のところは勉強会ということですけれども、具体的な高さで

すとか、階数とか、用途というのは、わかりますでしょうか。 
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○東野まちづくり立体化担当課長  五丁目１０番地区につきましては、まだ勉強会というところでご

ざいます。具体的な高さ等につきましては、今後、地権者の中で詰めていくような形になります。 

○のだて委員  明細書には、過年度の検討成果などを踏まえ、都市計画として誘導する方向性を、沿

道まちづくり計画としてまとめるともあります。過年度の検討成果とは何か、誘導する方向性とは何な

のか、この計画をいつまでに作成するのか、手続きなど、スケジュールも合わせて、それぞれ伺います。 

 そして、北側のところの勉強会は、どんなことを検討しているのかも伺います。 

○東野まちづくり立体化担当課長  私どもの所掌している戸越公園駅周辺におきましては、補助２６

号線から大原通りまでの区間となっております。この区間におきまして、まちづくりの勉強会、それか

ら再開発計画が進んでいるところがございます。再開発計画が進んでいるところにつきましては、その

計画についての支援を行っていくということでございます。また、勉強会等が行われているところにつ

きましては、そちらの情報を注視しながら、区としての支援を今後考えていきたいというふうに考えて

おります。 

 また、南側のところの六丁目の部分に当たりましては、現在、こちらについてもまちづくりの勉強会

を立ち上げているところでございますので、その辺の情報についても収集しているところでございます。 

○のだて委員  どういう検討をして、勉強会でやっているかというのもお聞きしたので、わかる範囲

でそれをご答弁いただければと思います。あと、過年度の検討成果もお聞きしましたので、伺いたいと

思います。あと、スケジュール観もぜひよろしくお願いします。 

○東野まちづくり立体化担当課長  五の１０につきましての勉強会の内容につきましては、まず、地

権者の中で検討されていることでございます。今、進んでおります五の１９の再開発に類似した、再開

発計画の勉強を行っているところでございます。また、五の１０の地区につきましては、今後、戸越公

園駅の立体化を踏まえた駅前広場等の整備も考えられておりますので、その辺も合わせて勉強を行って

いるところでございます。 

 スケジュールですけれども、五の１９につきましては、今後、都市計画決定を、来年度予定している

ところでございます。また、それ以外のところのスケジュールにつきましては、まだ未定でございます。 

 それから過年度の検討成果というところでございますけれども、こちら予算書に出ております戸越公

園駅周辺のまちづくり事業につきましては、これまで、特定整備路線沿道まちづくり推進費という中で、

この地区についても考えられてきたところでございます。具体的に言いますと、平成２６年につくりま

した戸越公園駅周辺のまちづくりビジョン、こちらが過年度の検討の成果だと思っておりますので、そ

れらをもとにまちづくりを進めてまいりたいと思います。 

○のだて委員  具体的に、戸越五丁目１９番地の再開発についても伺いたいと思います。直近で事業

化が予想されているということで、組合の認可や建物の解体・着工、完成などのスケジュールを伺いた

いと思います。 

○東野まちづくり立体化担当課長  現在、協議・調整中ではございますけれども、平成２９年度都市

計画決定を予定するということになりますと、大体、権利返還計画が翌年度、それから組合の認可につ

きましても、同じ平成３０年度が予定されます。また、解体・着工につきましては翌年度、平成３１年

度ぐらいを目指すというような形になろうかと思います。建物の竣工につきましては、平成３３年度か

ら、遅くとも平成３４年度ぐらいにはなってくるのかと思います。 

○のだて委員  計画内容はどうなっているでしょうか。階数、高さ、用途、延床面積、そして総事業

費、補助金、公共施設管理負担金、委託会社を伺います。 
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○東野まちづくり立体化担当課長  まだ協議・調整中ということを前置きしまして、私どもで知り得

ている情報についてお話ししたいと思います。まず、階数ですけれども、地上２４階、地下１階建てに

なります。高さにすると約９０ｍになります。それから用途につきましては、住宅と店舗、店舗につき

ましては、１・２階部分に入れていきたいとのことです。延床面積が約２万１,０００㎡、それから総

事業費、補助金、公共施設管理者負担金など、金額的なところは、まだ情報については入ってきており

ません。それから委託会社、こちらは事業協力者という意味でいきますと、大成建設が事業協力者に

なっております。 

○のだて委員  事業化が予想されるということは、準備組合が今できていると思うのですけれども、

この参加人数ですね。土地、建物、借家、借地などの権利者について、全体が何人で、何人が参加・加

入しているのか伺います。先ほどの大成建設は、参加組合員ということでよろしかったでしょうか。 

○東野まちづくり立体化担当課長  大成建設につきましては、事業協力者ということになりますので、

参加組合員ではございません。準備組合員の内容でございますけれども、土地建物所有者につきまして

は１３件、それから借地権者が８件となっております。また、借家人につきましては、増減あるところ

なのですけれども、私どもに届け出がある範囲では７５人というふうに聞いております。また、先ほど

の土地建物所有者、借地権者２１件のうち、１９件が今、参加を表明しているところでございます。 

○のだて委員  この１９番地の再開発と、２９号線はどう関係しているのかも伺いたいと思います。 

○東野まちづくり立体化担当課長  五の１９番のところの再開発の範囲につきましては、今、０.３

ｈａほどございますけれども、２９号線のところに一部かかってございます。この一部かかっていると

ころにつきましては、先ほど委員からもお話がありました、公共施設管理者負担金という中での処理を

していくというふうに、私どもは聞いております。 

○のだて委員  この１９番地のところを、２９号線から立ち退かなければならない方の入居先にしよ

うというお話もあるのか、伺いたいと思います。 

○東野まちづくり立体化担当課長  こちらの五の１９番地の再開発計画の１つのコンセプトとしまし

て、補助２９号線、またはほかの特定整備路線にかかる方の住居の受け皿としてつくっていきたいとい

うようなことも聞いておりますので、そういう可能性があると思います。 

○のだて委員  事項別明細書にも、２９号線によって、既存の商店街の分断や地域商業機能の低下な

ど、課題が生じていることを認めています。まちを壊して、この超高層９０ｍを進めていくということ

は許せません。この商店街の分断で、住民にどういう影響を与えるのか伺います。また、地域商業機能

の低下も、住民にどういう影響を与えるのか伺います。 

○東野まちづくり立体化担当課長  ２９号線自体がこの戸越公園駅の周辺の商店街のところを通過す

るというような形になっておりますので、地域としては大変危惧しているところでございます。また、

ただ単純に危惧しているだけではなくて、今後のまちづくりを地域の中で考えていきたいというところ

で、この再開発計画も出てきたところでございます。区としては、そういったまちの声に対して、支援

をしていきたいというふうに考えてございます。 

○のだて委員  地域の方も危惧しているところで、この２９号線を、それが原因なわけですから、こ

れをやめていけば、そういった課題はないわけでありまして、この２９号線を、そういった面からもや

めていくべきだと思いますが、いかがでしょうか。 

○中村都市計画課長  この、今、戸越公園の南北、商店街の皆様のご意見を１つ取り上げてみますと、

この戸越公園の周辺まちづくりについて、地元の協議会の皆さんが、もう１０年以上前から、今まで
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様々な検討をされていらっしゃいます。その中で、この２９号線の整備に当たりましては、この道路自

体に反対ばかりしていても前へ進まないと。これをいい機会と捉えて、この道路の整備を前提に、これ

からもますますまちをよくしていこう、そういった取組みの中で、協議会の方針として、今、地元の

方々と、そして区と、また東京都が連携して進めているものでございます。 

○のだて委員  この高さが９０ｍということで、戸越公園駅にこんな高い建物ができてしまうと、周

りは大体５階までしかないですね。そんなところに超高層がふさわしいと思うのか、伺います。やはり、

この駅周辺のまちは、親しみやすく、お店で日常会話を楽しんで、顔の見えるつき合いができる、こう

いったまちのよさがあると思います。この面からも、超高層はふさわしくないと思いますが、いかがで

しょうか。 

○中村都市計画課長  まず、この駅前の再開発につきましては、地元の皆様方がこのようにしたいと

いう考えの中で、区としても支援をしているものでございます。また、地域の皆様の判断の中には、そ

ういった高層住宅の中に、この地域の皆様も入れますし、また、新しい方々も呼び込めるというところ

で、そういった中では、この高さ自体が、すなわち皆様のコミュニケーションの障害になるという、そ

ういったご意見は伺ってはいないところでございます。 

○のだて委員  区がどう考えているかということもお聞きしましたので、これがふさわしいと思うの

か、伺いたいと思います。 

○中村都市計画課長  区といたしましても、地元の皆様のそういった意向も踏まえて、また可能な限

りの支援をしていくという考えでございます。そういった中で、商店街の分断だとか、こういったもの

を前向きに受け入れられる地元の方々の意思を尊重して、これからも支援を 大限続けていきたいと、

そのように考えているところでございます。 

○本多委員長  次に、木村委員。 

○木村委員  私は、３１７ページの交通安全啓発費、それから３２７ページの道路バリアフリー事

業、３２１ページ、ＬＥＤからの質問をいたします。 

 初に、この３１７ページの交通安全啓発費ですが、年間を通しての普及啓発経費、１,４３３万円

余ですけれども、この中には１１の事業が紹介されていますが、このようなイベントを行い、区民の皆

さんの安全を守っていただいているわけですけれども、どれも大変大事な事業ですが、これはというイ

ベント、また、何かアピールをすることがありましたらお聞かせを願いたいと思います。 

 そして、その下から６行目の、しながわ交通安全フェア、３３１万円余ですけれども、この事業は新

規事業とのことですけれども、交通安全宣言から５０年ということでありますが、この事業の説明もお

願いをしたいと思います。 

○桑波田交通安全担当課長  交通の啓発の関係についてのお尋ねですけれども、まず、区内の交通状

況でありますけれども、平成２８年中は７３０件ということで、平成２７年と比べますと２２件の減少、

また死者についても１人ということで、平成２７年と比べますと３人の減少ということです。負傷者に

ついても同じく減少しているということで、着実に交通事故の対策の成果は表われているところでござ

います。 

 また、この事業の中で、今回、親子の自転車教室ということで、年間、毎年やらせていただいていま

すけれども、平成２９年度につきましては、また新たに区独自で安全教室を実施しようということ

で、２回ほど実施する計画を、予算を入れさせていただいております。それにつきましては、上大崎の

ほうにあります自転車普及協会、こういったところがありますので、ここと連携を図りながら、区とし
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ても安全の教育を実施していこうということで、追加させていただいております。 

 また、新規事業として交通安全フェアということで載せさせていただいております。これにつきまし

ては、昭和４２年７月に、品川区において交通安全宣言を実施しました。その５０年目ということで、

新たに、これを機にさらに交通安全の普及と意識の浸透を目指しまして、フェアを開催するというとこ

ろでございます。 

○木村委員  自転車というもの、本当に私たちの身の回りにあって、誰しもが愛用するものです。そ

して、自分も本当に気をつけなければいけないのですけれども、信号無視というか、ちょっとしたこと

ですよね。そういうことが大変多くありますので、本当に警察、また行政としても、しっかりとまた監

視をしていただきたいと思っています。 

 次に、３２１ページの下にありますけれども、街路灯やＬＥＤについてです。現在、区内に

は、１,７０６基のＬＥＤがありますけれども、今年は１,７０４基を予定をしております。蛍光灯、そ

して白熱灯、それから水銀灯とありますけれども、３種類の中からどれを取り除き、ＬＥＤに変えてい

くのでしょうか。その変えるわけというものもお聞かせを願えればと思います。 

○多並道路課長  街路灯につきましては、国際条約の水銀に関する水俣条約に基づきまし

て、２０２０年までには水銀ランプ等の製造が禁止されるということを踏まえまして、平成３１年度ま

でに、今の水銀灯をＬＥＤ化をしていくというのが、計画的に行っていこうというものでございます。 

○木村委員  蛍光灯、白熱灯、それから水銀灯と比べて、このＬＥＤというものは、よく話には聞く

のですけれども、何がすばらしい電球というか、私たちの生活に必要なものかというのをお聞かせくだ

さい。 

○多並道路課長  ＬＥＤの効果というところでございますけれども、一番大きいのは、水銀が含まれ

ていないという、安全性が高いということが一番大きいです。また、安価だということで、ランニング

コストのほうが、蛍光灯よりも、発熱が半分で済むということなので、単純に言えば、電気料金が半分

で済むというのが、 大のメリットと考えているところでございます。 

○三ツ橋環境課長  ＬＥＤの効果でございますけれども、まずは、今、道路課長が申し上げましたと

おり、またそのほかに、白熱灯と勘案しますと、かなり４分の１ぐらいの消費ができると、エネルギー

効率がいいと。４倍ですね、４倍効率がいいという部分がございます。またそのほかに、ＬＥＤ、寿命

がかなり長いことがございまして、価格としても大分減って、安価になってきているので、寿命が４万

時間というふうに記憶しておりますけれども、かなりの長寿命という部分もございます。その点でかな

りメリットがございます。 

○木村委員  いずれ、区内の街路灯というのは、水銀灯はなくなるということですし、いつまでにこ

の水銀灯は全て、先ほど、平成３１年とかと言っておりましたけれども、平成３１年に全てこの水銀灯

がなくなるということでありますが、あと、それ以外の蛍光灯とか白熱灯、これらも全て交換をしてい

く予定なのかどうかというのもお聞かせください。 

 そして、平成３１年を目途に取り替えるということですけれども、先ほどのをお答えください。 

○多並道路課長  水銀灯をＬＥＤ化していくのは、平成３１年度までに進めてまいります。その以降

ですね。蛍光灯も、中には水銀が微量ながらも含まれているところもございますので、今後の動向を見

ながら、水銀灯が全部終わった後に、今度は蛍光灯と、ほかの水銀が含まれない製品についても、対象

として考えていきたいというのが、今の考えでございます。 

○木村委員  このＬＥＤなのですけれども、家庭の中で、普通の生活の中でも十二分に使えるものな
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のかどうかということも、お聞かせください。 

○多並道路課長  我々、街路灯でやっているものは、かなり大きい製品でやっているものなのですけ

れども、それ以外、民生品についても、電気会社に聞くところによると、かなりエネルギー効率が高い

ということで、環境課のほうでも一般家庭のほうに普及啓発しているところでございます。 

○木村委員  次に、３２７ページの上から２行目、道路バリアフリー事業ですけれども、大井町駅周

辺バリアフリー工事、７,０００万円、計上されています。平成何年にこの大井町が終了するのか、そ

して、大井町が終われば、次はどこになるのかもお聞かせください。 

 そして、私たちが歩く歩道、この頃、大変よく、道路のことに気がつくのですけれども、一度掘り起

こした所、それを応急処置的に埋めた所ですよね。そういう所が、意外とでこぼこしていて、本当に歩

きづらい所が大変あります。これは、高齢者の方々にとってみれば、大変なバリアになると思いますけ

れども、これはどうしてなのかもお聞かせください。 

○多並道路課長  道路のバリアフリーという観点でお答えさせていただきます。道路のバリアフリー

につきましては、大井町周辺では、バリアフリー基本構想に基づく特定道路の整備ということで行って

おります。その中でも、短期でできるものについては、平成２７年から平成２９年の間と。中期ででき

るものは、平成３１年度までということで、計画的に進めているものでございます。 

 ただいまの掘り起こし、もう１つの点の掘り起こしという点ですけれども、これも、いわゆる下に埋

まっているガス管だとか水道管を、工事が入った際には、それを仮で埋め戻していただきます。ただ、

埋設物のほかの企業者が行うなど、連続的に行う場合、 終的には仮復旧で、途中でありますけれども、

終的には、 後、きれいに平坦化の整備をしていくと、そのような感じでやって、よりよい使い方が

できるような形で行っているものでございます。 

○本多委員長  次に、石田秀男委員。 

○石田（秀）委員  私は、３３９ページ、京浜急行連続立体交差化、北品川駅前広場整備等検討委託

について、お伺いをいたしたいと思います。 

 京浜急行連続立体化案がやっと発表されたと思っております。地元の先人の方々の５０年来の願いが、

ここへ来てやっと動き出したのかなと思っております。歴史を少し語らせていただければ、私の中学生

の頃までは、自分の手で踏切のバーを上げて渡る踏切もあって、残念ながら、一級下の私の幼なじみが

中学生のときに死亡事故があったなどということもあって、それは本当に、そういう意味でも、立体化

という話がありました。新駅の話もあって、新馬場の駅ができて、なおかつ北品川も上げようという話

があったのだけれども、当時は、品川駅まで行くには、技術的にも難しい、ＪＲとの折衝も難しい、な

おかつ費用も莫大だということで、新駅ができてきた品川は今の位置ということになりました。当時、

そのときでもう我々の大先輩でもあります菅家議員が、あの勾配は、当時では一番きつい勾配だという

ことで、議会でも大きくもめた記憶があると。そういう形の中で、今の状況ができて、さまざま反対も

あったのだけれども、やっと今になってみれば、あれができてよかったという評価のほうが高いと思っ

ています。その中で、今回発表された。そうしたら、これは誰がやったかわからないけれども、もう既

に立体化反対だという怪文書みたいなのが回ったりしている地元でもあります。だけれども、先人たち

の思いを考えれば、やはりこれはしっかり進めていただきたいなと思っております。 

 その中で、駅前広場の整備等検討していく、私は前へ進める中で話をしたいと思っておりますが、そ

の中で１つ、これもオーダー的な話なのだけれども、やはり旧東海道の道幅は今のまま守ってほしいと

いう意見は非常にあります。これは、どうしても、踏切のところから入ってきても、旧東海道の入り口
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で、これはファサード整備をするにしても何にしても旧東海道の道幅は守っていくのだ。これは、非常

にオーダー的には、一番、私もそれは正解で、私もそう思っています。そう考えると、そこの清水横丁

のところまでは広場になっていくということで、今、計画案があるわけでありますと、私は、その旧道

に面している部分については、両サイドから、広場からも入れる、旧東海道からも入れる。それ

で、２、３階建ての店舗を並べていく。それぐらいの計画をするべきだと思っています。だから、これ

もオーダーを出すときに、そういうことも検討してくるよというオーダーがあっていいと思っていまし

て、そういう考えもオーダーの中に入れていただきたいと思っておりますが、そのお考えをお願いした

い。 

○東野まちづくり立体化担当課長  北品川の駅前広場につきましては、先般行われました京浜急行の

連続立体交差化事業の素案説明会と合わせまして、地元のほうに説明をさせていただきました。まだ、

区としまして、駅前広場の形、大きさ、そういったものが、形状、あと使い方等につきましては、まだ

地元の意見を聞きながらという形で進めているところでございます。今、委員がおっしゃったようなこ

とを、地元のほうからも実は要望として受けているところでございます。地元というのは、旧東海道ま

ちづくり協議会、そちらのほうから同じようなお話がございました。そういった地元の要望を聞きなが

ら、今、進めているところでございますので、委員のご提案につきましても一考させていただきたいと

いうふうに思います。 

○石田（秀）委員  これぐらいにしておきます。ぜひよろしくお願いします。南地域のことについて

は、今日は立体化だけなので、話をしませんが、ぜひよりよいものにしていきたいと思っておりますの

で、ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

 それから、先ほどうちの渡辺委員からもちょっと話がありましたが、３３７ページ、水辺の賑わい創

出構想検討委託、これはすごく私も期待をしています。本当にいいものになってほしいなと思っており

まして、渡辺委員が非常にいろいろ質問したので、私からは１つだけ、ここには水辺景観地区があって、

都の屋外広告物条例、これに何でひっかかるのかよくわからないけれども、力士のあの絵が、もちろん

わかっていますよ、大きさがどうのこうのというのはわかっているのだけれども、何でそれが、大きさ

も含めて広告物みたいなところの規制が入ってしまうのかというのがよくわかりません。それはわから

ないけれども、そういう、例えば条例だとかそういうものをとりあえず考えずに構想してもらうと。こ

のまちには、どういうことが必要で、こういう賑わいをつくるなら、こういうことが必要だ、そういう

ことを実現するために、何をクリアすればいいというのは、後、考えればいいわけで。だから、国家戦

略特区だとすれば、あれは国の法律だけれども、ここで言うと、条例の特例みたいなのをどうやって

とっていけばいいと、後で考えればいい。せっかくやるのだったら、夢を語って、こういうことをやっ

ていけばいいだろうということを、これもオーダーベースなのだけれども、そういうものをしっかり書

いてもらう。それは、条例等は踏まえるのはもちろんですよ。踏まえたけれども、それを超えてどうい

うふうにしていくというぐらいの、せっかく提案してもらうのなら、そういうことを１つ。 

 それから、ハードの部分については、私も、先ほど渡辺委員もちょっと言ったけれども、例えば水の

駅だとか、昨日は私、清掃作業所の話もしたり、例えば勝島の憩いの場、例えば水上レストラン等、い

ろいろあるけれども、ハードについては、相当、区がリーダーシップをとっていただいて、オーダーを

していかないと、これは多分出てこない、こういうところに。この辺のところを踏まえていただいて、

オーダーベースをぜひしていただきたいと思うのだけれども、その辺の考えを教えていただきたい。 

○和田河川下水道課長  水辺の賑わい創出構想検討でございますけれども、法令を超えて夢を描いて
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というお話なのですが、先ほど都市計画課長からも答弁ありましたけれども、一方で、水辺景観ビュー

ポイント抽出という委託もありまして、現在の守らなければならない景観というものも一方であります。

そういうものも勘案しながら、我々のこの構想のほうもやっていかなければならないというふうに考え

てございまして、夢は夢で描きたいとは思っていますけれども、そういうところも心に置きながら、検

討を進めてまいりたいというふうに考えてございます。 

 それからハードについての、桟橋の後背地であるところの開発的なところだと思うのですけれども、

五反田リバーステーションにつきましては、後背地の大崎橋広場児童遊園に建屋をつけて、観光案内所

等でご利用していただくことも考えてございますし、また、五反田ふれあい水辺広場までの一連のとこ

ろを整備をして、賑わい創出のハード整備をしたいとも考えているところでございます。 

 また、東品川二丁目桟橋、あそこについては、仮設でございますけれども、待合所とトイレの整備を、

東京都の土地をお借りしてやらせていただこうというふうに考えてございます。そういう意味で、桟橋

だけではなく、後背地のハード整備も含めながら、賑わい創出の構想を考えていきたいと思っていると

ころでございます。 

○石田（秀）委員  先ほど、我々も何度も船に乗らせていただいて、ここへ来て何度も乗らせていた

だいていろいろ見ているのだけれども、本当に寂しい。特に、天空橋からこっちへ来て、いろいろ全部、

目黒川も上がったりしているのだけれども、京浜運河からいろいろな所を回っていますけれども、もち

ろん水族館のあたりも入ったり、いろいろ回っているのだけれども、本当に寂しい。これを、寂しいの

をどうするのだと言うと、例えば護岸があったりして、ただコンクリートの護岸があって、ではこれ、

若い人たちを呼んでアートでみんな絵を描いてもらってしまったほうがまだいいのではないかとか、こ

こを全部、桜を植えてしまえばいいのではないかとか、いろいろな話は出ます。そうなってくると、今

言ったような条例にひっかかるなというのは、すぐ、みんな話が出てくる。みんな、それなりに詳しい

人がいるから。そうすると、先ほどモノレールの橋脚ということもあったけれども、何かいろいろなこ

とをしようと考えると、必ず出てくるのが、今の都条例みたいな話が必ず出てくる。だけど、寂しいの

は寂しいのですよ。ここをどうやって、芸術、アート、そういうもので賑わいをつくっていくかと言っ

たら、やはりそこは超えなければならない部分があるのだろうなと、すごく感じています。だから、そ

の辺のところも、やはり出してもらうときは出してもらう。クリアするものはクリアしていく、そうい

う考えをしないと。それはもちろんわかっていますよ、お金を使って、税金を使って、例えば条例違反

みたいなものを出していいのかというのは、もちろんそれはわかるけれども、そういうことも踏まえて、

やはり両面で出してもらうということも、私は水辺の場合だったら、相当規制がかかっているから、あ

りかなと思うので、もう一度、ちょっと考え方を聞かせてもらっていいですか。 

○和田河川下水道課長  京浜運河のところですよね、非常に寂しいということで、先ほどから、渡辺

委員からも、護岸の周景とかモノレールの柱ですかね、あそこを塗ったらどうだとかいうお話ありまし

たけれども。東京都のほうも、舟運社会実験を今やっております。その委員として品川区も参画してい

るわけなのですけれども、東京都も相当、危機意識、問題意識は持っていまして、我々と同様、天空橋

から天王洲までの長い区間の寂しさと言うのですか、殺風景さ、この辺は問題意識を共通して持ってい

るところでございます。 

 あと東京都も、基本的には定期航路を、ルートを拡張していくという目的を持っているわけなのです

けれども、定期航路とはいえ、途中がしっかりと賑やかでないとだめだという意識も持っていると。 

 そういう意味で、何が言いたいかと言いますと、課題は同じく持っていまして、東京都の舟運社会実
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験にも参画し、しっかりと議論を深めて、先ほど来からおっしゃっている東京都の条例も、彼らも崩し

ていかなければならないという課題意識は持っているでしょうから、その辺を議論を深めていって、検

討していきたいというふうに考えてございます。 

○石田（秀）委員  ぜひよろしくお願いします。 

 後に、かむろ坂の桜の話をちょっとさせていただきたいと思います、３２３ページ。これは、どう

ということではなくて、頭の片隅の話をします。桜の木を切る、例えば台場小学校で切ったときは、

後の 後になって気がついて、輪切りにしてもらって、椅子にして残した。変な話、大きい話をすれば、

伊勢神宮、あれは２０年間に１回建て替えて、それで地域経済を全部回す。 後はそのお札にしたりし

て、それを全部販売する。そういう形の中で、頭の片隅でいいですよ。せっかくここで今１９本も切ら

れるということだとするならば、空洞が５０％以上あるにしたって、生きている所はあるわけですよ。

それこそ、かむろ坂にはそれなりの材木屋もいらっしゃるから、その辺にちょっと持っていって製材し

てもらったりして、板にしておけば、いつでもそういう札にするとか、何らかの形はとれるわけですよ。

だから、地元のご意見を聞くというのは、もちろんそのとおりでいいのです。それはいいのですが、そ

ういうことで、では今度逆に、頭の片隅にあれば、そういう提案をして、例えば第四日野小学校の卒業

生に記念で配るとか、その板を何枚もつくっておいて。そういう話を、地元の方とするときに、では第

四日野小学校で配りましょうと。どうしてこんなことを思ったかと言うと、台場小学校は今、卒業生に

木札を配っています。東海道の木札を配って、それをいつも持っていてもらう。それが桜の木の札だっ

たら、変な話、ずっと持っていただければ、非常にいい色になってくる、手あかとかで。そういう発想

も持って、提案をして、そういう木札を残そうとかという、頭の片隅の案でいいので、地元の方と話す

ときに、そういう片隅を持っていてほしいなと思うのだけれども、考えをお聞かせください。 

○多並道路課長  今の委員のご提案のとおり、やはり育ってきた学校の周辺でもありますし、やはり

地元でも親しまれてきた桜ということですので、よくその辺は、地元もありますが、あと小学校も含め

て幅広くご意見をお伺いして、有効活用できるのであれば図っていきたいと思うところでございます。 

○本多委員長  会議の運営上、暫時休憩いたします。 

○午後３時２０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。こんの委員。 

○こんの委員  私からは、３２３ページ、道路安全施設費、それから３５７ページ、公営住宅等長寿

命化計画改定費、時間があれば、３３１ページ、月見橋の家等復旧実施設計委託をお聞きしたいと思い

ます。 

 まず、区営住宅の、この長寿命化計画に関して、区営住宅の老朽化への対応という観点を、まずお聞

きしたいと思います。現在、既存の区営住宅ですけれども、約半数以上が昭和５６年以前に建設をされ

たもので、築年数約３５年が経過しているという状況かと思います。一応、きちんとこれは耐震化を進

められて、耐震改修工事は完了しているというふうに認識をしております。しかしながら、かなり老朽

化が進んでいるというふうに予測をしておりますし、現にそうしたところを目にいたします。こうした

状況は区でも認識をされていると思いますけれども、こうした老朽化に対する対策、今後、具体的な方
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策をとっていくと思われますけれども、今後のこの老朽化への対策をどのように考えていらっしゃいま

すでしょうか。今回、この公営住宅等長寿命化計画の改定費が計上されていますけれども、計画はどの

ように改定をされていくのか、それについても改めて、行財政改革特別委員会でも少しお聞きしており

ますけれども、改めてご説明願います。 

○今井住宅課長  初めに、区営住宅の老朽化への対応でございますが、こちらにつきましては、委員

ご指摘のとおり、３５年以上経過している住宅、都営住宅からの移管住宅が多いということも踏まえま

して、私ども、日常の管理を適切に維持管理するとともに、計画的に修繕を行いまして、今回も計上し

ておりますけれども、例えば水回りですとか、そういうふうな共有部分、そして個別のお部屋の部分を、

居住者の方に周知しながら、適切に進めているところでございます。まずは日常管理を適切、計画的に

することで、長寿命化を進めていくというのが考え方でございます。 

 ただし、次の点でございますけれども、品川区の公営住宅等長寿命化計画につきましては、平成２５

年３月に、こちらのほう策定いたしまして、今、委員ご指摘のとおり、老朽化をあらかじめ防ぐ視点に

立った維持管理重視への転換ということで、住宅の長寿命化という観点から、国のほうが制度化したも

のでございます。昨年、平成２８年８月に、この公営住宅等長寿命化計画の策定指針が改定されたこと

から、こちらのほうの計画を改めて改定することによりまして、今後予定されております長寿命化の改

修または建替え等を踏まえまして、計画を立てていきたいというふうに考えております。 

○こんの委員  国の制度化された老朽化の観点で長寿命化という策定指針が出た、それに基づいて区

としても進めていきたいというお考えを伺いました。 

 では、それを踏まえて今後、この老朽化とともに、やはり利便性を高めていくという、建物の１つ考

え方があると思いますが、いわゆるバリアフリーの考え方ですね。この区営住宅に入居者がいらっしゃ

る。高齢化はどれぐらいの状況になっているのか、わかりましたら、割合ですね。かなり高齢化が高い

というふうに予測しておりますけれども、区営住宅の高齢化がどのような状況かというのが１つ。 

 また、今後ますます、やはり社会的にも高齢化が進んでいくということになりますと、この区営住宅

にお住まいの方は、極端な言い方をすると、１００％に近いぐらい、いわゆる高齢化が進むのではない

かということも考えたときに、このバリアフリーの考え方は、区営住宅のバリアフリーは待ったなしの

課題であると私は考えているのですけれども、その点についてもご見解をお聞かせください。 

○今井住宅課長  区営住宅の入居者の高齢化の状況でございますけれども、区としても、高齢化だけ

ではなくて、特に単身入居の高齢化について、指定管理者とともに状況を確認しておりまして、その数

値で申し上げますと、今、高齢化の単身入居者の率というのが、６０歳以上の場合、４３９戸中、今、

単身高齢者、６０歳以上が１８８世帯を占めますので、４２％。これに、高齢者のみの世帯も加える

と、４５％以上になるような数字で把握しているところでございます。 

 やはり高齢化に伴いまして、一定の段差とか、そういうことに対しましては、手すりの設置ですとか、

そういうもので対応してきたところでございますけれども、やはり今後、緊急の見守りのシステムなど

もあるというところですので、ほかの事業とも連携しながら見守りをしていきたいと思っております。 

 バリアフリーにつきましては、なかなか、耐震工事は終わっておりますので、適切なところから行っ

ていきたいとは思っておりますけれども、一定、大規模な建替えや大規模な改修の時期に合わせて、大

きなバリアフリーは進めていきたいというふうな考えでございます。 

○こんの委員  ４５％、高齢者だけの世帯も含めて４５％、今現状があるということで、これまでも

段差、手すり、そうしたことで、バリアフリーの対応はしてくださったということですが、今後は、耐
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震化がもう終わっておりますので、大規模改修などのときに考えてくださるということで、大変にあり

がたいと思います。 

 それで、個別具体的な案件に入るのですけれども、このバリアフリー、区営住宅のバリアフリーにつ

いては、平成２４年の予算委員会で私もこの課題を取り上げさせていただいたときに、南大井五丁目、

六丁目にあります区営住宅、ここは耐震工事のときに、エレベーターをつけて設置ができたというとこ

ろでありますけれども、ここの建物の周りと形状は、いわゆる建物の両サイドに階段、いわゆる建物に

入る入り口の階段が２カ所あって、そして周りは線路だったり、公園だったり、周りはマンションだっ

たりという、こうしたことで、比較的、周りはゆったりというか、さほど密集しているところではない

ところで、いろいろと建築基準法なども検討していただいて、エレベーターを設置をしていただいた経

緯がありますが、例えば南大井六丁目のほうは、２つある階段の１つをエレベーターに設置をし、五丁

目のほうは、階段はそのままですけれども、真ん中にエレベーターをつけるという、そうしたやり方で

したわけですけれども。ここはこういうやり方で、区営住宅のほかのところでは様々な、それぞれの形

状と、周りの様相等で、建て方、つけ方は違うと思うのですけれども。 

 二葉一丁目、ここの区営住宅。これに関しても、実は平成２４年のときに、エレベーターの設置をと

いうふうに提案をさせていただいたときに、残念ながら耐震工事のときに、日影の問題でつけられませ

んというご答弁だったのです。これ、日影の問題。そのときには、ああ、そうなんだということでご答

弁を承ったのですが、よくよく考えてみると、この日影の問題でつけられないというのは、どういうこ

とだったのかなということで、改めてその点の理由についてお聞きしたいのですけれども。その当時と

今とでは５年経っていますので、状況が変わっているかもしれないですが、ここの住宅に関してのエレ

ベーターの設置の可能性というのは、どのようにお考えでしょうか。 

○今井住宅課長  今、委員、南大井のところで設置した場合には、周りが公園ですとか、広いスペー

スがあったからというご指摘はそのとおりでございまして、二葉一丁目につきましては、現在、日影規

制につきましては不適格という形にはなっております。私どもも、エレベーターの設置につきましては、

種々検討を重ねているところでございますけれども、日影につきましては、建築審査会の同意等により、

増築は可能なところです。ただ、中につけるのは、住戸をつぶさなければいけないので、外づけエレ

ベーターという形で今般検討したのですけれども、その場合にも、やはり複合施設であることから、１

階の保育園、そして２階の図書館等々、協議はしてきたのですけれども、なかなかその辺のところが難

しい。それとあと、二葉一丁目の場合、こちらのほう、ご案内のとおり、２カ所の大きくエレベーター

を設置できる場所といっても、図書館側の部分しかございませんので、ここについて、エレベーターの

設置というのは、なかなか今、協議はしていますけれども難しいというふうな状況でございます。私ど

もも、複合施設ですので、入居者の皆様だけではなく、ほかの利用者の方々の状況を考えながら、検討

は進めて、今後も続けていきたいと思っております。 

○こんの委員  理由を改めて伺ったのですが、日影の問題で、感覚的に申し上げると、あの辺は密集

をしていない、それこそ周りは、日影どころか、どこが日影の影響なのかというところもありますが、

確かに複合施設ではあるのですけれども、住宅に上がる階段、ご存じかと思うのですが、ものすごく段

差が高いのですよね、あそこ。両サイドにある階段が。住宅は３階以上にありますので、そこを上って

いかれる入居者の方たちは、とても大変な思いで、これまでも、介護のご相談だとか、あるいはおけが

をされた方のご相談だとか、お受けしたときに、あの階段、本当にバリアで大変なところなのです。ご

認識いただいている、そういう階段で、そういう入居者の方の高齢化というところでも大変だというこ
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とは、ご認識いただいているところではあると思うので、今後ぜひ可能性を見つけていただいて、ぜひ

ここの点は、速やかにエレベーターをつけていただく方向性でご検討をいただきたいと思いますが、簡

単で結構です。ご答弁もう一言お願いいたします。 

○今井住宅課長  複合施設であるということを踏まえて検討するとともに、私ども、区営住宅等につ

きましては、日常生活に著しい支障を来す場合には、住替えという形、区営住宅の中の住替え等もやっ

ておりますので、例えば下の階、または別の住宅等への住替えなどについても、またきちんとご案内で

きるように進めていきたいというふうに思っております。 

○こんの委員  すみません、これで終わろうと思ったのですが、その住替えが、今出てしまったので、

一言だけ。住替え、確かにそういう措置は大事だと思うのです。ですけれども、例えばあそこの二葉一

丁目に関しては、３階からですので、住替えと言ってもそれは難しいですし、またほかのところにご案

内と言っても、区営住宅の申込みで何十倍も待ってらっしゃる方がいる中で、住替えは不可能と考えま

す。ですので、そうしたお考えよりも、エレベーターを設置をする方向性で、ぜひお願いしたいという

ふうに思います。要望で終わります。 

 ２点目の、道路安全施設費ですけれども、こちらは先ほども質問が出ておりました、自転車推奨ルー

ト整備ですけれども、南大井のここにするということですけれども、南大井、この桜新道は、もう早く

から自転車レーンを、走行レーンをつけていただいているので、ここの中に設置をしているほかに、確

認ですけれども、先ほどのご答弁でいくと、場所は、新たにできるところは、桐畑隧道を出てきた水神

町会のお祭り広場の所を言っているのでしょうか。それとも、もっと先の歩道橋がある所をおっしゃっ

ているのでしょうか。 

 それと、走行レーンをつけてもいいのですけれども、つけてもいいと言うか、つけていただきたいの

ですけれども、ナビマークのほうを特に、方向を指示しているのに、逆走してくる人がまだまだいるの

です。ここの徹底をどうされているのか、またしていただきたいのですけれども、いかがでしょうか。 

○多並道路課長  自転車レーンの整備につきましては、桜新道の歩道橋のほうから、国道のほうに抜

けるほうが、平成２９年度、行おうと思っています。予定ですと、その後に、今、委員のご指摘にあっ

たような場所を、今後やっていこうというところで、考えています。ただ、ナビマークにつきましても、

設置した後、警視庁と連携しながら、そこの有効性というのは検討していきたいと、やっていきたいと

思っているところでございます。 

○本多委員長  次に、高橋しんじ委員。 

○高橋（し）委員  ３１７ページの有料自転車駐車場運営費と、関連して、３４１ページの立会川・

勝島地区まちづくりビジョン検討、それから３４３ページの公園整備関係についてお尋ねします。 

 まず、自転車の駐車場で、先ほど来、いろいろなお話が出ていますが、人口増加の地域の勝島地区、

そしてその周辺のマンションがたくさんできているということで、人口増加地域と自転車駐輪場の関係

で、勝島にお住まいの方々は、京浜急行の立会川の駅、あるいは大井競馬場の駅、あるいはシーサイド

のほうに行かれる方もいらっしゃったり。そして、別の地域ですが、東品川の人口増加に伴って、ご利

用される方は青物横丁駅、あと品川シーサイドということです。そちらの、今の４つの駅の駐輪場の稼

働率と言うのでしょうか。駐輪場全体で結構ですので、その現状と、それから利用状況についてのご見

解と、あと、ここの人口増加の中で、やはり駐輪場をご利用される方が増えていくと思われるのですが、

それに対する今後の見通しについてお伺いいたします。 

○桑波田交通安全担当課長  ただいまのご質問ですけれども、まず、それぞれの各駐輪場の利用状況
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でございます。まず、青物横丁につきましては全体で５８.４％。立会川につきましては８３％。大井

競馬場につきましては３２.８％。品川シーサイドにつきましては７４.９％ということで、それぞれの

場所によって、需要、利用について大分差があるところでございます。 

 また、今後につきましては、それぞれ場所によって需要の必要、利用が全然違いますので、その場所、

場所を含めまして、場所的な増設となればいろいろ難しいところもありますので、そういった需要を含

めまして、民間を含めて、今後また設置に向けて考えていくことが必要であると考えております。 

○高橋（し）委員  立会川のほうが８３％、あとシーサイドも、かなりマンションも多いということ

で、７４.９％ということであります。特に立会川は、勝島地域の方が増えた場合、こちらの駐輪場の

ご利用の方が増えると思われるのですが、ちょっと今、京急の下を使われているところですが、今、見

通しで、少し探していくというお話でしたが、見通し的にはどのような状況でしょうか。 

○桑波田交通安全担当課長  場所につきましては、いろいろ協議やお願い等もしています。民間も含

めてやっているところでございます。また、近くの大森のほうも地下の駐輪場が開設いたしますので、

そういったところも含めましてご案内して、ご利用いただくように進めていきたいと考えております。 

○高橋（し）委員  ただ、ちょっと勝島から大森駅まで自転車というのは、かなり距離があるのです

が、立会川のほうも、ぜひ今後の増加に備えて、用地の取得について動いていただきたいと思います。 

 先ほど来、ほかの委員の方からも出ていますが、立会川・勝島まちづくりビジョンというような、そ

の中で、そこのビジョンの策定の中で、このような駐輪場、特に人口増加地域の駐輪場について、立会

川・勝島まちづくりビジョン策定の中でどのような観点で計画案を立てていかれるのか、お教えいただ

きたいと思います。 

○中村都市計画課長  このまちづくりのビジョン策定の中では、地区内での自転車ですとか、そう

いった利用については、当然考えていく必要があると思っておりますが、ただ、その利用される方がさ

まざま、周辺の駅までご利用されるというところにおきましては、所管と十分調整をしながら進めてい

きたいというふうに考えております。 

○高橋（し）委員  今、私、立会川と勝島のお話が出たので、それで先ほど青物横丁のお話がありま

した。青物横丁に関しては、東品川地区の方々の人口増加、それの影響を受けると思います。立会川・

勝島と、あと八潮に関しては、いろいろまちづくりの計画等が進められていますが、一般質問でもお尋

ねしたのですが、マスタープランの中ではあまり具体的には出てきておりません。この人口増加につい

て、東品川地区のまちづくりについて、改めて具体的にどのような取組みをなされるのか、お教えくだ

さい。 

○中村都市計画課長  まず、勝島、八潮以外に、この東品川地区でございますけれども、こちらのほ

うは今、四丁目で再開発が進められておりまして、このまちづくりマスタープランの中では、広域都市

活性化拠点ゾーンということで、また、その周辺につきましては、産業居住環境調和ゾーンということ

で、現在、産業・工場ですとか、あと居住、マンションなども建替えも進んできているというところで、

この辺を調和していくべき町並みの誘導を行っていきたいというふうに考えております。 

○高橋（し）委員  旧東海道の地域と、マンションの融合した地域、様々な商業施設もありますけれ

ども、地域の方々が、今後この辺の東品川の地域をどういうふうにしていくかという、そういう話し合

いの場を、あるいは勉強会みたいものを設置していただければというお声がありますので、これは要望

としてお伝えしておきます。 

 それでは、公園のほうに移りたいと思います。３４５ページに浜川公園の整備について、それから、
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同じように東大井三丁目児童遊園について、それから、大井水神公園の改修について、そして、３３１

ページには月見橋の家等復旧にこれは関連して、南大井三丁目児童遊園の復旧についてだと思います。

これらの５つの公園についてお尋ねします。 

 まず、浜川公園は、これまでにも、子どもたちがボールを使って大変な活動ができる、上にネットが

あったので非常に使いやすかったのですが、そういったことも含めて、復旧は今までどおりの状況に進

めていっていただけるのでしょうか。 

 それから、東大井三丁目児童遊園に関しては、ここは、公園から子どもたちがぴょんと道に飛び出し

て、非常に車にぶつかりそうになって危険だという、ちょっと飛び出しやすいというか、ジャンプして

飛びやすいようになっているのですが、バリアフリーで公園を直していただけるということですので、

そのあたりは、そういったことができないように改善できるのでしょうか。 

 それからあと、水神公園は、下水道関係の工事の後、回復するわけですが、排気塔ができると伺って

います。それが、どのぐらい公園の前の状況を防いでしまうのか。従前の状況にできるのか。近くに歴

史的な施設があるので、イベント等が行われます。そのためのスペースの確保もお願いしたいと思いま

す。 

 それから、南大井三丁目児童遊園は、これは東京電力から借りているのだと思うのですが、今の月見

橋の家が元に戻った場合、そこの場所をどのようにしてまた復旧していくのでしょうか。南大井保育園

と児童センター等があって、お子さんたちが利用する公園が早く復旧されるといいという状況なのです。

よろしくお願いします。 

○溝口公園課長  私のほうからは、浜川公園と東大井の公園の、公園整備についてのお答えをさせて

いただきます。 

 まず、浜川公園につきましては、平成２９年度に設計を行っていきますので、そういった中で、どの

ような形で復旧していくのか、地域の声も聞きながら、検討していきたいというふうに考えているもの

でございます。 

 続きまして、東大井三丁目児童遊園のバリアフリー事業でございます。これにつきましては段差をな

くすという観点で工事を行いますので、階段等はないような形での工事を考えているものでございます。 

○和田河川下水道課長  私は、水神公園のところにできる下水道の換気塔のことについて答弁いたし

ます。一番北側にございますトイレの横に、高さ４ｍの六角柱、直径で言いますと３ｍぐらいの換気塔

を作る予定でございます。これにつきましては、れんがづくりで、景観に配慮したもので、意匠を考え

てございますので、公園等の景観には配慮して作りたいというふうに考えているものでございます。 

 それから、月見橋の家の、現在、仮施設がある場所でございますが、あれは東電から、浸水対策事業

用地として買い上げまして、今、仮施設を建てているものでございますが、その後の用途につきまして

は、今後検討してまいりたいと思っているところでございます。 

○高橋（し）委員  今、課長もお話ししていただきましたが、地域の皆様の声を聞いて、それを反映

させていただきたいと思います。バリアフリー以外は受託事業ということでありますので、様々な補助、

受託事業でそれを使って、従前、あるいはそれ以上の公園にしてい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、伊藤委員。 

○伊藤委員  私は、３２１ページ、道路維持管理、それから、３４１ページ、東急大井町線連続立体

交差化事業、それから、３４３ページ、公園整備事業費に関連して質問します。 
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 まず、道路維持管理ですけれども、これはお願いです。鈴ヶ森めばえ幼稚園近く、第一京浜国道脇の

歩道橋の下に、今ホームレスがいます。前、対応していただいたのですけれども、住み心地がいいらし

くて、またいらっしゃるようなので、ぜひ対処をお願いしたいということで話がありました。通学路に

なっているのです、ここね。だから、児童・生徒の安全の配慮をして、対応をお願いしますということ

でしたので、よろしくお願いいたします。 

 東急大井町線のほうは、これは、区役所の入り口の交差部が、当然、将来拡大される。その角の非常

に目立つ場所にあるわけでありまして、１つの提案なのですけれども、例えば角の場所を品川区が借り

入れをして、イメージは渋谷のスペイン坂スタジオってご存じでしょうかね。ＦＭ放送のスタジオが

入っている、ガラス張りのスタジオがあるのですけれども、そこまで行かなくても、つまり目立つ場所

が品川区の入り口になりますから、そこに例えばケーブルテレビのサテライトスタジオを設置するとか、

それから品川区の観光情報を発信するブースをつくっていくとか、様々な形で、区役所の入り口の角を

有効に使う計画を、今から、まだ間に合うと思うのですけれども、検討すべきと思うのですが、いかが

でしょうかという質問です。ご答弁をお願いいたします。 

○多並道路課長  初の国道については、わかりました。また国道事務所と連携しながら進めてまい

ります。 

 あと、今のご提案につきましては、今後、事業を進めている中で、ご提案の趣旨も含めながら、可能

なのかというのは、全体的な中の、総合的に検討してまいることだと思っているところでございます。 

○伊藤委員  もちろんすぐ答えが出るとは思ってはいないのですけれども、ただ、せっかく人があっ

て、区役所の入り口で、しかも目立つ角の場所ですから、あそこを例えば、できればなのですけれども、

品川区が何らかの形で手を入れて、もしくは借り入れをして、そこをいろいろな形で、区民の方々に活

用していくなり、それからケーブルテレビもそうですけれども、一つ言ったけれども、そういう有効な

品川区の施策をつくっていったほうが、おそらく品川区にとってプラスになると思うし、品川区役所の

イメージアップになると思うので、ぜひ検討をお願いをしておきます。よろしくお願いいたします。 

 公園整備事業ですけれども、これは、私たちも自民党で勉強させていただく中で、しながわ水族館の

ことを随分と議論させていただきました。あのロケーションは非常にもったいないということが、私た

ちの思いであります。つまり、公園の中なので、公園に入る時間が限定されていますから、夜間の水族

館の営業や、それから夜間の水上レストランの営業等ができないわけですよね、ご承知のように。今後

の展開を考えると、それはもったいないのではないかということ。大胆な発想の転換が必要と思う中で、

例えば近隣住民の方々に十分な配慮をした、それから理解をしてもらった上で、旧日産モーターの入り

口のところから独立した通路や道路をつくって、そして公園にも、一部の公園にしか入れないのをつ

くった上で、時間をオープンにして、水族館の方に行ける。結果として、夜間の営業、それから様々な

ものの販売、それから夜の水族館やデートコース等々、いろいろな構想ができると思うのですが、構想

として持っているのですが、いかがでしょうかという提案です。ご答弁をお願いいたします。 

○溝口公園課長  区民公園の中の水族館ということで、ご質問いただいております。区民公園につき

ましては、夜８時までで閉園するような形での、夜間閉鎖型の管理をしているところでございます。こ

れにつきましては、公園開設時より、近隣の方たちからのご要望、またはご理解、そういったものをい

ただきながら、公園の管理を進めてきているというところではございます。今後、そういった中ではご

ざいますが、来年度より南側ゾーンの改修工事も行っていくところでございます。また、今後の水族館

のあり方、または運営の仕方、そういったものを考える際に、委員ご提案のものも含めて、どのような
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形で行けば一番いいのか、公園の管理も含めまして、検討していきたいというふうに考えているもので

ございます。 

○伊藤委員  そこがずっとネックになってきたのですよね。公園の中にある水族館であり、レストラ

ンであるから。私たちが、いろいろなところの水族館やほかのところへ行くと、やはり夜も営業されて

いて、ライトアップされて、きれいな魚が泳いでいる夜の水族館、それだけでもすごくイメージがいい

のはたくさん見てきたわけだし、そういう立地がうまく展開していけば、そこに新しい企業立地も来る

だろうし、水辺環境の利活用にもなるだろうし、勝島の海のすばらしい環境が整備されてくる可能性が

ある。 

 確かに当初から、午後８時までの約束があることは、私もよく知っているけれども、これからもっと、

品川区も、そういうことを克服する努力と言ったらいいのか。多分、騒音や、それから人の声や、それ

から光の問題だろうと思うのですね、マンションの方々の苦情からすれば。そういうものを、品川区が

具体的な提案をする中で、例えば設計の意匠の中で、独立した道路をつくっていくとか、それから一定

の、うまく言えないけれども、公園内に入れないようにするとか、いろいろなアイデアができると思う

のですよ、今の技術を持ってすれば。そういうようなことを展開していった上で、近隣の方々にも十分

ご理解とご協力をいただいた上で、迷惑をかけない形で、水族館の魅力をアップしていく。結果として、

しながわ水族館の名前が、さっき三十何位と言ったかな、全国の中で。それが上がっていく可能性があ

るわけではないですか。今でさえ頑張っているしながわ水族館なのだから、それをさらに向上させてい

くということは、品川区にとってもプラスになると思うので。もちろん、私たちもすぐにはできると

思っていませんよ。でも、これが、今回は勝島の海の改修工事がある。その将来は、当然、この品川区

民全体を考えていくこともあるでしょうし、水族館だって、毎年何千万円もかけて運営していくわけで

はないですか。そんなことを考えていくと、やはり、５年、１０年、計画を持って、こういうものを具

体的に計画していったほうがいいと思うのですが、いかがでしょうか。 

○溝口公園課長  水族館につきましては、やはり一定、計画からもう２５年以上経過しているところ

があります。そういった中で、施設の老朽化というのは避けられないところ、また一方で、入館者数が

どういうふうに今後推移していくのか、そういったところも踏まえながら、今後のあり方というのは検

討していかなければいけないというふうに考えているところでございます。 

 そういったところの１つとして、やはり水族館をどういうように今後していくのか、そういったとこ

ろの中で、やはり公園も、場合によっては夜間も使えるような形、そういったのも１つの方策だという

ふうに思っております。そういったものも含めまして、今後の水族館のあり方というのは、運営してお

りますサンシャイン、または近隣の方のご理解をいただきながら、十分検討していきたいというふうに

考えているものでございます。 

○伊藤委員  今、思い出しましたけれども、この水族館、閉園も含めた議論、相当されたではないで

すか、内部の検討会をつくって。結果として、これは続けていこうと決めたわけですよね。今のところ

は、昼間や夕方までの時間帯で、そこそこの入場者数を確保しているわけでありますよ。それはすばら

しいことだと思っています。だけど、それが今、まさに課長おっしゃったように、これから老朽化して

いって、同じ施設を見ていく中で、やはりそれは様々に営業形態を変えていかざるを得ない。これはど

この水族館も痛感しているところだから、だからこそ夜間の営業だと私どもは思っているわけでありま

して。もっと言うならば、例えばここで、夏だったら、花火まではいかないかもしれないけれども、ビ

アガーデンとか。それから、バーベキューも近くでできるからいいかもしれない。そういうふうなこと
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を考えていって、あそこを、何と言ったらいいのか、レジャーまで行かないか、どう説明したらいいだ

ろう。楽しめるスポットにして、年齢層も拡大して、それから大人の方々が集まっていただいて、しか

も水族館の場合、デートもできるような、やはり新しいこともしていきたいと思うのですが、そのこと

のご答弁をお願いしたいのと。 

 それから短期的には、今の販売スタンドと言ったらいいのか、ちょっとした物を売るスタンドは、１

つしかないですよね。物を売る、例えばホットドッグとか何か売っているのか、記憶があれだけれども、

そういう店が確か１カ所しかないので、これはやはり複数化していってもいいのではないかということ

と。 

 それから、ほかの委員さんからもありましたように、ベンチや、それから休憩所等も少ない感じがし

ます。やはり新しくリニューアルしていくことを考えていくと、そういう販売スタンドの複数化、それ

からベンチ、それから休憩する場所等の拡大も検討していくべきだと思うのですが、いかがでしょうか。

ご答弁をお願いいたします。 

○溝口公園課長  まず、水族館の夜間利用でございます。これまでもさまざま、運営しておりますサ

ンシャインシティと協議していく中で、８時までという営業にはなりますが、ビアガーデンをやってみ

たり。または、団体客特定になりますが、パーティーを開いてもらったりとか、そういったところでの

夜間利用はしているところでございます。今後も夜間、また入館者数を増やすための取組み、どういう

形でやっていったらいいのか、そういったところは、今回一つ、来年度に勝島の海の周辺の改修工事の

詳細設計も行っていくところでございます。そういったところも含めて、いろいろ検討していきたいと

いうふうに考えているところでございます。 

 また、外の販売車、または昼食等、皆さんが食べられるベンチとか、そういう休憩施設につきまして

も、レストランも含めまして、どういった形でお客様に楽しんでいただけるのか、そういったところも

含めまして、平成２９年度に少し検討していく費用も予算化しておりますので、公園の整備または水族

館の今後のあり方、そういったところも含めて、しっかり検討していきたいというふうに考えているも

のでございます。 

○伊藤委員  それはそれでいいのですけれども、そんなに難しく考えることも、もちろん必要なのだ

けれども。例えば大崎だったか、社会実験で移動販売車をやったではないですか、そうですよね。だか

ら、ああいう形でもいいと思う、短期的には。わざわざ新しいものを入れて、それから事業者を選定す

るのは時間がかかるでしょうから、それは１つのアイデアとして、そういう社会実験の中で、一定期間、

移動販売車をそこに入れて販売をしてみるとか、いろいろな社会資源を使うことは今できるはずですよ。

だから、確かに検討することはもちろん必要、やってほしいけれども、でも、あれだけやはり日曜や土

曜日のことを見ていくと、１カ所の販売スタンドしかないわけだから、それはなかなか利用者にとって

どうなのかなという思いがあるので、短期的には、そういう移動販売車等の活用をすべきと思うのです

が、いかがでしょうか。ご答弁をお願いいたします。 

○溝口公園課長  できることからということで、お話をいただいております。ケータリングカーにつ

いても、導入したりとか、そういったところも取り組みながら進めてきているところでございます。 

 今後も、水族館利用者の方がご満足いただいて、またリピーターとして水族館に来ていただける、そ

ういった取組み、できることから着実に進めていきたいというふうに考えているものでございます。 

○伊藤委員  ちょっと時間が余ったので、そうしたら、立会川と勝島の検討のことについて確認をさ

せてください。私も一般質問でこのことを提案させていただきました。勝島は、ご承知のようにオリン
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ピックが開催されて、人口が相当増える。それからあと、小学校や中学校の数も、将来足りなくなって

くるということを考えていくと、やはりこのまちのあり方はもっと検討すべきということを提案させて

いただいたのですが、現時点で品川区はどういうふうな検討の方向性と、それから構成メンバーとスケ

ジュール観をお持ちなのでしょうか、お答えをください。お願いいたします。 

○中村都市計画課長  現在、この勝島地区におきましては、倉庫がマンションに建て替わるというと

ころで、人口が増加しているというところでございます。ただ、これは新築における増加ですので、住

宅が困窮しているというわけではございません。そういった中では、この増える人口の中で、どうやっ

て住みやすいまちをつくっていくかというところになります。そういった意味からいたしますと、生活

施設ですとか、あるいは公共施設、こういったものの方向性についても含めて検討していく必要がある

と考えております。また、立会川地区と合わせて検討いたしますので、こういった中では、人口が増え

る中で、そういった、新しく来られる方たちの生活の必要なものについて、どういった形で供給をして

いくか、立会川地区との連携の仕方ですとか、こういったものも重要になってくるかと思います。そう

いった中で、まず、来年度、このビジョンまで策定をいたしまして、皆様の意見をお伺いしながら、将

来像をそこで考えていくというところで、来年度中でのビジョンの策定を考えております。 

○本多委員長  次に、石田ちひろ委員。 

○石田（ち）委員  私からは、３４７ページの大井町駅周辺地区再開発事業と、３５９ページの区営

住宅について伺いたいと思います。 

 まず、大井町駅周辺地区再開発事業の広町地区整備検討委託について伺いたいと思います。今、広町

社宅跡の解体工事が進んでいますけれども、今回のこの広町地区整備検討委託で歳出の予算見積書を見

ますと、共同検討業務委託４,５００万円と、単独検討業務委託１,５００万円と、合わせて６,０００

万円とありますけれども、この共同検討業務委託は、誰と誰が、何を検討するのか、そしてどこに委託

をされるのか。そしてもう１個、単独検討業務委託は、誰が何を検討するのか。そして、どこにこれも

委託されるのか、伺いたいと思います。６,０００万円という大きな金額ですので、詳しく教えてくだ

さい。 

○稲田都市開発課長  この広町地区整備検討委託でございます。全部で６,０００万円という予算を

計上させていただいておりますが、まず４,５００万円、これは区とＪＲとの共同検討でございます。

この広町のＪＲ社宅跡地と、区の用地もございますので、このＪＲの開発に合わせながら、この地区の

あり方、まちづくりについて検討していこうということで、４,５００万円を計上しているところでご

ざいます。内容的には、土地利用計画、あと敷地の再編、基盤整備計画等を検討していくというもので

ございます。それからもう１つ、単独検討でございますが、これは１,５００万円、これは区の検討で

ございます。この機会に合わせまして、区の庁舎の再配置の検討や、また導入施設等がどういうものが

考えられるのか、そういうところを検討していきたいというふうに考えております。 

○石田（ち）委員  すみません、どこに委託をそれぞれされるのか、伺いたいと思います。 

 それと、大井プレイス構想での、ここの広町の位置づけなども伺いたいと思います。 

○稲田都市開発課長  委託先につきましては、来年度、決めていくということになります。ＪＲとの

共同検討におきましては、ＪＲと協議しながら、また決めていくということになっていきます。 

 広町地区におきましては、まちづくりの、大井プレイス構想等ございます。その後、大井町のまちづ

くりの構想等も立てておりまして、それに沿った形で、この開発やまちづくりを考えていきたいという

ふうに考えております。 
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○石田（ち）委員  委託先がまだ決まっていないということなのでしょうか。それなのに、これだ

け６,０００万円という金額だけが決まっているというのが、ちょっとわからないのですが、そこを伺

いたいと思います。 

 やはり、大井プレイス構想、具体化ではなくて、住民参加で住民が望むまちづくりを進めていただき

たいと思いますけれども、いかがでしょうか。 

○稲田都市開発課長  委託先でございますが、やはりこれはＪＲとの協議を、今後詰めていくという

ところでございまして、それによって決めていくというところでございます。 

 また、大井町、広町、これもまちづくり構想がございますので、これに沿った形で考えていくという

ところでございます。 

○石田（ち）委員  どこに委託するかも決まっていないのに、これだけの、６,０００万円という金

額が決まっているということが疑問です。ちょっとここは引き続き聞いていきたいなと思いますので、

今はいいです。 

 それで、次に、区営住宅についてですけれども、この区営住宅の浴槽、風呂釜の設置や撤去について

伺いたいのですけれども、区営住宅は現在１３団地、事務事業概要では１３団地４３９戸ということで

いいのか、ちょっと確認させていただきたいのと。 

 あと、この浴槽、風呂釜の設置や撤去、また改修や更新などが、自己負担でされると。自己負担でや

らなければいけないということだと思うのですけれども、この１３団地４３９戸中、それを自己負担で

やらなければいけないのは、どれだけあるのか伺いたいと思います。 

 それと、区営住宅は、住宅に困窮する低所得者向けの公営住宅であると、目的にも書かれていますけ

れども、なぜ大変な人たちが浴槽や風呂釜の設置や撤去が自己負担なのか、理由を伺いたいと思います。

また、設置や撤去にはどれぐらいの費用がかかるのか。そして、設置していない世帯があるのか、伺い

たいと思います。 

○今井住宅課長  初めに、区営住宅の戸数でございますけれども、今、委員ご案内のとおり、１３団

地１６棟という形になっております。そして、そのうち、今現在は、都営から移管されました西五反田

五丁目の１３、１４号棟２棟、それから区のほうで設置しました西大井六丁目第三、それから、西中延

が、こちらのほう、改築いたしましたので、こちらということで、全部で今、４棟につきましては、４

棟１２４戸につきましては、風呂釜、浴槽の設置がございます。今後、建替えいたします中延一丁目に

つきましては、風呂等の設置をしていく考えでございます。 

 次に、住宅に困窮されている方につきまして、なぜ自己負担を求めるかということでございますけれ

ども、区営住宅の多くは、ご案内のとおり、昭和４０年代から５０年代に都営住宅から移管されたもの

でございまして、こちらのほうは、長く入居された方もいらっしゃいますけれども、自己負担で設置し、

退居の際は撤去をお願いするというのがルールで運用してきたものでございます。現在もそのルールで

運用しているところでございます。 

 また、設置費用等につきましては、それぞれいろいろな種類がありますので、具体的に幾らというふ

うなことでは把握しておりません。また、風呂釜の設置が全くないというところの住戸につきましては、

把握をしておりません。 

○石田（ち）委員  設置されている住戸をお答えいただいたのですけれども、設置していないところ。

自己負担でなければ設置できない住戸を聞いたのですけれども、これを引けばいいということなので

しょうか。それで、設置費用や撤去費用を把握されていない。そして、設置されていないかもしれない
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世帯もあるかもしれないのに、それも把握されていないということですけれども、先ほども言いました

けれども、やはり住宅に困窮する低所得者向けの公営住宅が、区営住宅ですね。ですので、都営住宅か

ら移管されたときのルールそのままというのは、どうなのかなと思います。 

 それで、やはり、こうした時代の流れだったり、お風呂がついているのは当然という、そういう中で、

銭湯等もなくなってきているのですけれども、こうした住宅、自己負担でつけなければいけないという

住宅を、区民にいつまで提供し続けるのかと思うのですね。区営住宅は、要は所得が低い人が入ってい

るのに、この自己負担はとても厳しいと思わないかどうか、区の見解を伺いたいと思います。 

 設置費用は、大体、平均で５０万円程度かかると言われています。ですので、その辺の把握もしてい

ただいて、これが厳しくないと思うのかどうかをちょっと伺いたいのですね。 

 それで、東京都では、公社住宅が、浴槽・風呂釜の自己負担の設置や更新を、希望する人には、公社

の責任で設置するということに踏み出しました。ぜひ、区営住宅も、区の責任で設置していくと言うこ

とに踏み込んでいくべきだと思うのですけれども、いかがでしょうか。 

○今井住宅課長  初めに、自己負担の問題でございますけれども、区営住宅に新たに入居する方を対

象に、区の負担で浴槽等を設置する考えは、現在のところございません。建替えを行っていく中で、浴

室の設置を含め、バリアフリー化を進めていく考えでございます。 

 ２点目に、委員、今ご紹介の公社住宅というのは、いわゆる東京都で言いますと、品川区で言う区民

住宅に該当するものでございまして、もちろん品川区のほうも区民住宅については、新しいものも多う

ございますけれども、こちらのほうにお風呂のほうは、浴槽はついているところでございます。 

 また、東京都のほうでございますけれども、計画的に浴槽の設置を進めるというふうには聞いており

ますが、現在も都営住宅で設置をされていないところもあるというのは、現状は、品川区同様でござい

ます。 

○石田（ち）委員  公社住宅も、中堅所得者向けというふうに、今おっしゃられましたけれども、し

かし、居住者も高齢化し、年収も今どんどん下がりつつあって、平均年収３００万円に満たないという

状況だそうです。そういう中で、浴槽・風呂釜の設置や改修・更新、こうしたことが自己負担になるの

はとても厳しいということで、居住者の変化に合わせて、公社責任で、希望者にはつけていくというふ

うになったのですね。それで、中堅層の住宅には当然ついていると。そうすると、低所得者の住宅には

つかなくてもいいということなのでしょうか。 

 長寿命化計画の中でも、 低居住面積水準というのがあると思います、国が定めていますけれども。

これは、健康で文化的な住生活を営む基礎として、必要不可欠な住宅の面積に関する水準を国が示した

ものです。その要件の１つに浴室があります。そして、この 低居住水準を国が定めて、国

は、１９８５年までに全ての世帯でこれを確保するということを目標にしました、まだ達成されていな

いということですけれども。都にもこの目標はあります。区にもこの目標はあるのか、伺いたいと思い

ます。 

○今井住宅課長  今、るるご紹介がございましたけれども、品川区の区営住宅に対する浴槽設置の考

えでございますけれども、それは都営住宅と同じように、こちらのほう、建替えに伴って進めていくと

いうふうな考えでございます。 

 また、こちらの公営住宅等長寿命化計画、平成２５年のほうで策定させていただきましたけれども、

こちらのほうでも、今、実際に、西中延、そして中延一丁目と、建替え等を進めているところでござい

ますので、今現在、風呂釜の設置について、区負担で設置する考えはございません。 
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○石田（ち）委員  今、私は、 低居住面積水準、これに対しての区の目標があるかということを伺

いました。そこをお答えいただきたいと思います。 

 それで、やはり、浴室があっても、床にタイルが張ってあっても、そしてガス管や水道管が配置され

ていても、ここが浴室だというふうに区がしていたとしても、浴槽や風呂釜がなければ浴室とは認めら

れないということを、住宅金融支援機構が、要は住宅を売るためのローンを組む、また保険をかける、

こういった機構が、これがなければ認められない、浴室ではないというふうに言っているのですね。で

すので、こうした面からも、区営住宅のこの自己負担で、もしつけられていない世帯があれば、まるで

この水準を満たしていない住宅を、区が提供しているということになるのではないでしょうか。ぜひ目

標を持って、計画を持っていただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。 

○今井住宅課長  住生活基本法等で、国のほうの目標で行っております面積については、１人当た

り２５㎡というところで、面積が決められておりまして、また、１人ずつ増加している中で、一定の面

積が配分されているものでございます。品川区の区営住宅、そして区民住宅等とともに、この国が定め

ました住生活基本法におけますこの水準をきちんと満たしているところでございます。 

○石田（ち）委員  浴槽について、私、伺ったので、ぜひそこに答えていただきたかったのですが、

残念です。 

○本多委員長  次に、若林委員。 

○若林委員  ３３８ページ、都市計画費に関して、公共交通についてちょっと。それから、３５６

ページの住宅費。それから、時間があれば、３３５ページの目黒川障害物調査について伺いたいと思い

ます。 

 まず、都市計画費のほうで、公共交通の考え方等を伺いたいと思うのですが、この公共交通を考える

上では、まず人の動き、また人が使う交通手段、こういうものをしっかりと現状把握するということが

大事だというふうに思っております。そこで現在、区は、どのような調査、また統計を使って、こう

いった人の動きや交通手段を把握をしておられるか、お聞かせをいただきたいと思います。 

 それから、もう１点は、国土交通省を中心に、およそ１０年に１回と聞いていますけれども、パーソ

ントリップ調査というものをしているそうです。これは、誰が何のために、どこからどこへ、そしてど

んな交通手段を使っているかという調査をしているそうですけれども、こういう調査も合わせて活用し

ているのか、伺いたいと思います。 

○中村都市計画課長  区内の交通につきましては、これは品川区のみではなくて、その周辺区、また

都内全域に関わることでございまして、先ほど委員からご紹介いただきましたパーソントリップ、これ

は東京都が調査を行っておりますが、これが目的別、あるいはその規模、こういったものを、将来の交

通計画を考える上での統計ということで、行っているというところでございます。したがいまして、品

川区もこの統計を参考にして、計画を立てているというところでございます。 

○若林委員  今のはパーソントリップ調査を参考にして計画を立てているという答弁ですので、どん

な計画があるのか教えていただきたいと思います。 

 それと、続けて行きます。やはりこういう貴重なデータというのは、直近、１０年に一遍ですので、

平成２０年が、東京圏で言うと、一番近いという、私の調べたところでは。ちょっとデータが、確かに

古いのは古いのですが。こういう貴重なデータを活用して、公共交通のあり方というのもしっかりと考

えていきたいと思うのです。この活用策としては、さまざま、当然ありますけれども、例えば地区内の

回遊性の向上策を考えたりとか、または自転車の需要の推計を見込んで、駐輪場の整備計画を立ててい
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くとか。こういう、さまざま、いわゆるまちづくりに資する、またはまちの賑わいに資するものに、私

たちの生活に生かされている、そういうデータだそうでございます。私も、ちょっとデータをダウン

ロードして、短時間でざあっと見てみたのですが、区内の移動について、そこだけスポットを当てて見

てみたのですが、ちょっとおもしろいと言うか。 

 大崎と荏原と大井と品川地区というふうに、ざっくりと分けて、ちょっとデータを比較したのですが、

大崎と荏原というのは、この地区の相互で言いますと、非常に、比較的行き来があると。それから荏原

と大井地域も、比較的、相互に行き来があると。行き来というのは、鉄道も、バスも、徒歩も、自転車

も、全部合わせてひっくるめた意味です。それから、あと、品川と大井については、品川地域から、い

わゆる大井地域には、人が比較的来るのだけれども、大井地域から品川へは、比較的少ないと、こうい

う特徴があったり。大崎と品川でも、品川から大崎には、比較的たくさん来るけれども、大崎から品川

には、あまりそれほど行っていないという数字が残っております。一番特徴的だったのが、大崎から大

井には人が比較的行っているのですが、大井から大崎は、非常に少ない。ほかの地域の多い少ないと、

今、列挙しましたけれども、その中でも際立って少ないというのが、大井と大崎の、この行き来なので

すね。 

 そこで、関連して３２５ページの補助１６３号線のＪＲ大崎支線ガード下、今回新たに計上がされま

した。そこで、この延長１００ｍと、幅員１６ｍということだそうでございますが、この目的と成果に

ついて、今の私のデータの分析も参考にしながら、ご説明をいただきたいと思います。 

○多並道路課長  今、委員のご紹介ありましたように、１６３号線の整備につきましては、この区役

所の下の坂をおりたところの大崎支線のところのガードということで、新たにそこの整備をしていこう

と考えてございます。このような都市計画道路を全体的に進める場合には、今の、 初に委員がご紹介

ありました、パーソントリップ調査、 初は昭和４３年から第１回。大体、１０年ぐらいに１回やって、

近ですと平成２０年のデータが 新かと思います。このようなデータを踏まえながら、大体、都市計

画道路は、４段階推計法というのが一般的に使っている手法なのですけれども、そのような工学的な計

算式を使って、計算しているところでございます。ここ 近の例で言いますと、都市計画道路の単体で

やるというよりは、どちらかと言うと、都市開発をこの周辺でやる場合に、この道路計画というのを一

緒に行いながら検討しているデータがございます。そういうのを見ながら、ここの１６３号線の今後の

整備のあり方とか、一緒に連携を図りながら、ここの大井町周辺の基盤整備というのは考えながら一緒

に進めております。 

 都市計画道路の全体的な整備というのは、局所的なところもありますけれども、あとは、全体的な東

京都、全体の街路計画の中の一部というところもありますので、そういう、東京都とも連携を図り、全

体的な調整のところも進めて、総合的な観点で進めていくべきだと考えるところでございます。 

○若林委員  １６３号線について、目的と、特に成果、ここをしっかりとご答弁いただきたいと思い

ます。大崎と大井、ここをつなぐ、いわゆる今まで、ある意味でネックと言われていて、いわゆる路線

バスがなかなか法律上通れない、こういう課題がありましたので、そこはしっかりとご答弁を。 

○多並道路課長  失礼いたしました。大崎と大井町をつなぐところで、今の委員のご指摘のとおり、

道路運送法という法律で、路線バスを走らせる場合は、それが一番大きなところです。国土交通大臣の

認可が必要だということで、バス会社から聞いているところでございます。そのような観点から言うと、

今、私が紹介させていただいた大崎支線のガードのところが、いわゆる曲がるために、ガードを入ると

きに曲がっていくために、どうしても反対車線を侵してしまうということで、安全上の課題があるとい
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うことで、認可をするにはその辺が課題だろうということで、話を聞いているところでございます。今

後の、副都心である大崎と、区の中心である大井町をつなぐ、一番重要な幹線道路でもありますので、

ここのボトルネックの解消に向け、早期整備を進めたいということで、平成２９年度も予算計上させて

いただいたところでございます。 

○若林委員  では、この１６３号線、ＪＲ大崎支線ガード下の工事進捗によって、こういった課題

の１つが大きく進展をするというふうに理解をさせていただきますので、頑張っていただきたいと思い

ます。 

 住宅費はすみません、時間がありませんのでまた別の機会にさせていただいて、目黒川の障害物調査

については、これは、前、予算・決算の委員会でも取り上げたところでございますので、調査、または

工事の概要をご説明いただきたいと思います。 

○和田河川下水道課長  五反田リバーステーションが、オリンピック・パラリンピックまでにできる

ということで、舟運が活性化することが見込まれます。舟運事業者から、目黒川には、今でも護岸建設

時の矢板だとか、それから古い桟橋の残りと思われる杭、それから護岸沿いに岩みたいなものがごろご

ろ転がっていたりとか、そういう舟運の航行に支障となる障害物がたくさんあるという指摘を受けてい

ます。これについて、平成２９年度、１年かけまして、障害物がどこにあるかというものを調査いたし

まして、オリンピック・パラリンピックまで、五反田リバーステーションができるまでには、それを撤

去する工事も合わせて、３年計画でやっていきたいというふうに考えているものでございます。 

○若林委員  しっかり進めていただきたいと思います。そういうものを撤去することによって、

ちょっとこれは素人考えですみません、いわゆる満潮時は、橋と、その水面の高さが非常に狭まって、

一定の大きな船だと通れないという課題もあると思うのですが、その川底、浚渫も含めて、除去するこ

とによって、少しかさが上がるかということは、あるのでしょうか。 

○和田河川下水道課長  喫水の関係で、それはございません。 

○本多委員長  次に、松澤委員。 

○松澤委員  大きく４点聞いていきたいと思います。時間がありましたら、またよろしくお願いしま

す。１点目、３１６ページ、１項土木管理費、１目土木総務費、公共溝渠について。２点目は、３５７

ページ、住宅費、１目住宅総務費に関連しまして、空き家等対策事業に関連して、平成２７年１１

月１３日付請願第２７号、上大崎シルバーセンターに隣接した空き家の土地を品川区で取得することに

関する請願、これが通りましたけれども、その後の経過について。３点目、４項都市計画費、４目都市

開発費、３４９ページ、都市防災まちづくり事業に関連して、イトーヨーカドー戸越店跡地について、

再度伺いたいということ。４点目、これは、３４５ページ、戸越公園管理棟建替基本設計委託につい

て、８５０万円。これについて聞いていきたいというふうに思います。 

 まず１点目、今年の１月２９日に、しながわ中央公園拡張部開園記念式典が行われました。防災広場

が完成し、広々とした空間で、小さな子どもたちを連れた親子連れが散策し、遊具には子どもたちの歓

声が響いています。すばらしい公園の完成だというふうに思っています。私は、そのほか、何と言って

も、今まで囲い込まれていた公共溝渠がきれいに整備され、通路となり、旧戸越橋の欄干が広場に移転

され、保護されていたのを、近隣の方々と喜び合ったところでございます。 

 この公共溝渠、囲まれていた広さ、これは相当長くあって、広いのですよね。これの面積がどれぐら

いあったのかということと、これを直すに当たって、近隣との折衝というか、トラブルがなかったかど

うか、その辺をまずお聞きしたいと思います。 
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○多並道路課長  委員、今のご指摘の所につきましては、インターロッキングブロックの、ずっと整

備を、舗装してまいりまして、１７５㎡ほど、全体的に施工したところでございます。あと、地元の件

でございますけれども、やはり今までご利用いただけなかった所について整備するということですの

で、１軒１軒お話しさせていただいて、ご了解をいただきながら工事を進めたというところでございま

す。 

○松澤委員  公共溝渠は、広い所は、今のように道路として活用する。そして、狭い所は売却すると

いうような方針になっていると思うのですけれども、これは、どれぐらいの広さだったら道路として開

放していくのか。そしてまた、道路として開放するだけの広さがありながら、このように囲い込まれて

いる土地というのはどのぐらいあるのか、その辺、お知らせいただければと思います。 

○安井土木管理課長  現在、公共溝渠と言われる部分は、法定外公共物という位置づけでございまし

て、大体２.５ｍ未満の狭い所というようなことになってございます。こういった所は、法定外公共物

として、路線としては２６１路線ぐらいあるのですけれども、その中で、若干囲い込みされている、不

法占有されているような所が７８路線ぐらいございまして、その辺を順次指導をしているといったとこ

ろでございます。なかなか、通路として開放できるかどうかというところは、やはり道路として、公道

と公道をつないでいるような所については、今まで一般に利用があるというような所については、通行

されているということで、それについては、囲い込みもされていないということで、使われている所が

あるのですけれども。大きさでどうこうというのは、必ずしもなくて、広い所はもう、今年も相当、広

い部分の面積を買い取りしていただいたというようなところもございます。大体は、もともとが水路で

細い所が多いのですけれども、必ずしも一定というわけではないというところが、実態でございます。 

○松澤委員  今の説明、わかりました。大変でしょうけれども、開放できる所は開放する努力をして

いただきたいと思います。問題は、小さな所ね。これが、ほとんどは、やはり私有地として潰されてし

まっているということで、これもやはり、随時、買い取っていただかないと。意識はしていなくても、

不法占拠していることになりますので、その辺のことをしっかりと言っていただきたいと思うのですけ

れども。これはなかなか、買い取るのは実際に大変なのですよね。価格的にも時価だと言われますし。

それにもう、何と言っても測量費。あれを、買いたいと思う人が出さなければいけない。なおかつ、２

軒にまたがっている、当然そうですよね、境ですから。そうすると、２軒が権利があるということ。あ

るいはそこが借地だったら、地主が買い取るので、こちらは売ってもらいたいけれども、相手の半分が、

地主としては買えませんよという話になって、できないでいることになっているのですけれども。この

辺、何か要件が緩和されているということはあるのでしょうか、その辺をお聞きしたいと思います。 

○安井土木管理課長  法定外公共物は、両側が別の所有者ということがほとんどでございますので、

両側の所有者の方にお話をして、両側、お互い買いたいということであれば、ちょうど真ん中あたりで、

それぞれ筆を分けて売却するなり、何なりというやり方もしております。あるいは、片方はこれはもう

必要ないということであれば、もう片方の方に、その面している部分を全部買っていただくというよう

な個別の話を、それぞれに行いながら、不法占有の解消、そちらのほうを対応していると。 

 さらに、昨年から、所有者ではなくて、借地人の方も買い上げることができるような形で、普通財産

の処分については処理を進めることができるようになりましたので、そういった点でも、さらに進めて

いけるような形になってございます。 

○松澤委員  丁寧なご答弁、ありがとうございました。 

 大井三丁目の方からの話なのですけれども、自分の家の境、公共溝渠があるのだけれども、品川区が
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測量をしに来たと言うのですね。立ち会いを求められたと言うのですけれども。これはどういうことな

のですかね。今の話ですと、公共溝渠は、買いたい人が、自分たちで測量するということなのですか。

その辺、お聞きしたいと思います。 

○安井土木管理課長  私どもとしては、不法占用の早期解消ということで、測量を積極的に、区のほ

うで負担いたしまして、さらに、測量するということで、不法占有の状態にあるということをご認識い

ただくということで、少しでも不法占有の解消を進めるという形で、事業を進めてございます。 

○松澤委員  近、そのようなことが耳に入ったものですから。わかりました。 

 それでは、２点目に行きたいと思います。平成２７年１１月１３日の請願第２７号、上大崎シルバー

センターに隣接した空き家の土地を品川区で取得することに関する請願。これは、こういう請願ですと、

ほとんど趣旨採択ということが多いのですけれども。他人、ほかの方がいるものですからね。この請願

に限っては、議会意思で、全会派一致で、これはやはり買うべきだねということで、本会議では採択に

なったのですね。これについて、その後、どのような形で、地権者の方にお話をして、交渉が進んでい

るのでしょうか。お聞きしたいと思います。 

○今井住宅課長  本請願につきましては、採択を受けまして、平成２８年の一定のときに、区として

処理経過につきましては、空き家対策や公共施設の有効活用の観点から、総合的に検討してまいります

ということで、処理経過を差し上げたものでございます。まずは、私ども空き家対策担当のほうが、請

願をされた代表者、または近接の町会長含めて、まずはお話を十分お伺いしました。請願の趣旨を。そ

して、その後で、実際の建物・土地所有者の方と私どもお話をしまして、それは近隣の方も同席の上な

のですけれども、その方のご意思を確認しましたところ、やはり今の建物に対して大変愛着があるので、

ご親族も複数いらっしゃるので、なかなか区としての活用ですとか、そういうことを含めて、今判断で

きないということで、お話を聞いているところでございます。空き家対策担当としましては、請願の中

にもありましたけれども、庭木の雑木ですね。その辺が、近隣の方へのご影響があったということです

ので、その部分の不適切な部分については改善していただくようお願いいたしまして、実際に、所有者

の方が対応していただいたところでございます。 

○松澤委員  対応しているというお話を伺いましたけれども、これはできれば、手紙でも何回でも

送って、区は買う意思がありますよということを、常にお伝えをしていただければというふうに思って

います。 

 ３点目にまいります。都市防災まちづくり事業に関連して、イトーヨーカドー跡地をもう一度伺いま

す。地元にまた回ってまいりましたら、売却先の不動産業者が、今週からボーリング調査に入るという

ふうに聞いたのですけれども。区や地元が要望している店舗というもの、改めて見つかったのでしょう

か。お聞きしたいと思います。 

○東野まちづくり立体化担当課長  同店跡地につきましては、解体工事前の地盤調査を先行して行う

というふうに聞いております。また、店舗探しにつきましては、歳入でもお話ししましたとおり、立地

上、収益性上から、難航しているというふうに聞いてございます。 

○松澤委員  歳入で質問の際に、区が借りることも検討しているというお話を伺いました。私は、こ

ういう民間のものを、トラブルがあったときに区が借りるというのは反対ですよというお話をしたので

すけれども、どんな検討をしているのか、この辺をちょっとお聞きしたいと思います。 

○東野まちづくり立体化担当課長  店舗が見つからないという場合に備えまして、地元のほうからの

要請もありますので、全部賃貸マンションにするよりも、地域にある行政ニーズに応えられるためのス
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ペースを区が借りまして、施策展開していくというところを検討しているところでございます。 

○松澤委員  地元を回りますと、改めて、店舗が入らないのであれば、区の施設に入ってほしいとい

う声がたくさんあったのですね。そこでちょっと伺いたいのですけれども、商店街が近い上に、昨今の

保育事情などを考えると、小規模認可保育所や、あるいは在宅で子どもを育てる方たちのための子育て

支援、オアシスルームみたいなものが、子どもを預けた親たちが、帰りに商店街に立ち寄って買い物を

するというものも、これは賑わいにつながるのではないかなというふうに思っているのですが、この辺

はいかがでしょうか。検討の余地はあるのでしょうか。 

○東野まちづくり立体化担当課長  まず、地元の要望につきましては、賑わいの観点から店舗を入れ

てほしいということですので、私どものセクションとしては要望を続けてまいりたいと思います。また、

区が借りる場合につきましては、地域需要を踏まえまして、区としての施策展開ということになります

ので、委員ご提案も含めまして、担当所管とも調整してまいりたいと思います。 

○松澤委員  わかりました。これで止めておきたいと思います。 

 ４点目です。３４５ページ、戸越公園管理棟建替基本設計委託について、８５０万円。公園の管理棟

などというのは、もう、今、直営でやっているわけではないので、要らないのではないかという声もあ

りますけれども、なぜこれが基本設計委託、直すのでしょうか。あるいは何か、直してほかの使い方と

いうものを考えているのでしょうか、その辺お聞きします。 

○溝口公園課長  まず、戸越公園の管理棟でございます。こちらにつきましては、一括管理委託とい

う形でやっておりまして、業者の方が張りついて、戸越公園、文庫の森含めて、維持管理をお願いして

いるところでございます。そういった観点から言って、事務所、または作業するための倉庫、そういっ

たものが必要になってきております。戸越公園につきましては、その管理事務所も老朽化、倉庫も含め

て老朽化していることから、建替えというのを考えているものでございます。 

 さらに、一応、今後の計画になりますが、保育園の仮園舎とか、そういったところの利用、または環

境としていろいろ展示ができたりとか、啓発ができる、そういったものも合わせて併設していきたいと

いうふうに考えているものでございますので、そういったものも含めて総合的に戸越公園の管理事務所

の使い方を考えるために、設計の費用として、予算計上しているものでございます。 

○松澤委員  そうしますと、これは、管理棟のこちら側に車庫もありますから、それを含んでの大き

な敷地というふうに考えたほうがいいのでしょうかね。保育園等の建替えのときという話を今、伺いま

したけれども。荏原第四中学校の跡地に、今後２つですか。保育園に変えてやっていくということなの

で、それでは建て替える期間が足りないということで、ここにしましょうということなのでしょうか。

その辺、またしっかりとお願いいたします。 

○溝口公園課長  仮園舎の関係でございます。現在、戸越公園の管理事務所、委員ご指摘のように、

今ある倉庫も含めて、全体のところを見直し、改修をしていきたいというふうに考えているところでご

ざいます。戸越公園のところにつきましては、一応、今のところ、予定で行きますと、三ツ木保育園の

改修に合わせて必要なものということで聞いているところでございます。 

○松澤委員  三ツ木保育園の改修に合わせて、そこに仮園舎をつくる。それはいいのですけれども。

そうすると、その後、先ほども言われたように、その後の転用策を考えなければいけないというふうに

思うのですね。それについて、この建物そのものが、プレハブ的につくって、また新たに直していくの

か、あるいは恒久的な施設としてやっていくのか、その辺が本当に重要になると思うので、その点につ

いてお聞きしたいと思います。 
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○溝口公園課長  現在、設計等、基本計画を進めている中、また、来年から設計を進めていく中では、

あくまでも、平成３３年、平成３４年、２カ年の仮園舎としての使用を考えているところでございます。

ただ、今後どういう形で、それ以降使っていくのかというのも、合わせて検討していきたいというふう

に考えているところでございます。 

○松澤委員  プレハブ式ですと、やはり、またやり直すのではもったいないですから、その後の使い

道も考えて、恒久的につくってもらいたいということと。やはり、地元で集会施設も足りないので、人

が集まれる施設も欲しいというお話もありますので、その点、入れてもらいたい。何か首を横に振って

いますけれども、ひとつよろしくお願いをしたいというふうに思います。 

 それと、まだ時間がちょっとありますので、実は、大崎駅のところの百反通りから隧道と言うのです

かね。地下をくぐって、 初は右に曲がれたのですけれども、左側に一方通行になりました。その向こ

う側が、歩道と自転車が通っているのですけれども、現状、あそこの真ん中に杭が打ってあるのですね。

おそらく、傾斜が急ですから、自転車がスピードを出して歩行者にぶつかってはいけないというふうな

ことなのでしょうけれども、あれ、怖いのですよね、車で運転していると、自転車が飛び出してくるの

ですね、それがある所。あるいは、車道におりてくるということで、これは事故につながらないかなと

いうふうに思っているのですが、あれを立てたのは、当然、品川区でしょうから、その点の考え方とい

うのを聞いておきたいと思います。 

○多並道路課長  今、委員のご指摘の百反のところですけれども、隧道ですね。おっしゃるとおり、

自転車が歩道を、スピードを出して通るということで、地元の方からご要望がありまして、また警察と

も協議して、今ご指摘いただいたような形にしてございます。ただ、更なる安全対策ということで、も

う少し様子を見ながら、また警視庁とも連携しながら、またよりよい形があるのであれば進めていくと

ころなのですけれども、なかなかハード的な対策というところですと、なかなか限界があるのかなとい

うのは感じているところでございます。 

○本多委員長  次に、藤原委員。 

○藤原委員  ３５９ページ、借上型区民住宅、これは特優賃の状況をお願いします。 

 ３３７ページ、治水対策の関連なのですけれども、西大井五丁目、課長と一緒に、ようやく完成しま

したねと、地域の方、喜んでいますよと言いたかったですが、あともう２週間ぐらいしかないですけれ

ども、これがどういう状況になるか、お答えください。 

 それともう１つ、３３５ページ、河川費になるかもしれないのですけれども、なぎさ会館の工事のと

ころの壁に、オリンピック・パラリンピックの競技の写真が大きく飾られていますが、これはどういう

経緯でああいう形になったか、お答えください。 

○今井住宅課長  借上型区民住宅、いわゆる地優賃で建設または借り上げた住宅でございますけれど

も、こちらのほう、今回の定例会のほうに、２０年間の借上げの満期を迎えました２住宅のほうの返還

ということで、議案のほうを上程させていただいております。 

 また、今後でございますが、平成３０年度に１住宅、平成３１年度に１住宅、それぞれ返還いたしま

して、平成３１年度には、この地優賃の住宅はゼロという形になります。 

○和田河川下水道課長  委員ご指摘の工事は、西大井五丁目の浸水対策工事でございまして、これは

東京都下水道局が施工している工事でございます。この工事でございますが、私、狼少年のようになっ

てしまいまして、大変申し訳なく思っているところでございます。これにつきましては、経緯といたし

ましては、平成２４年に着工したものが、ルート上に障害物等があって、ルートを変えて設計し、平
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成２６年１０月に工事着手にこぎつけたわけなのですけれども、その新ルートにも、障害物、また軟弱

な地盤が見つかりまして、これの再設計に時間を要していたところでございます。このたび、２月末に、

この設計変更の設計が完了いたしまして、３月いっぱいで家屋調査を行い、４月に工事を再開する見込

みというふうに、下水道局から聞いているところでございます。 

 後に、オリンピック・パラリンピックのパネルでございますが、あの工事も、立会川雨水放流管工

事と言いまして、東京都下水道局が施工しているものでございます。このパネルにつきましては、これ

も工事遅延の話で恐縮なのですけれども、立会川の工事も２年ぐらい遅れるという報告を受けたところ

で、遺憾の意を伝えたところでございますが、下水道局としても、何か協力できることがないかという

申し出がございまして、そういう意味で、あの仮囲いの所に、何かオリンピック・パラリンピックの気

運を醸成する、何かパネルができないかということで、下水道局とオリンピック・パラリンピック準備

課と調整をいたしまして、あのように設置をしたものでございます。 

○藤原委員  住宅課長、整々粛々とルールにのっとってやってください。 

 それと、あと、オリンピック・パラリンピックのパネルの件なのですけれども、品川区内にいろいろ

な壁がありますけれども、これは企画調整かもしれないのですけれども、その壁、いっぱいあると思う

のですけれども、何か活用して、オリンピック・パラリンピックでしていくのでしょうか。 

 あと課長、狼少年なんて全く思っていませんので、思っていませんが、もし東京都に帰られても、次

の方に、これはやってほしいと伝えてい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。 

 それと、３４３ページのトイレ改修が出ているのですけれども、トイレと出ていますけれども、法的

には便所ですよね、出てくる言葉というのは。トイレというのは出てこないと思うのですけれども。こ

れはトイレですか、便所ですか。これの確認が１点。 

 それと、いわゆる便所と言えば、私は臭いだと思うのですけれども、この臭いの対策をどういうふう

にするのか、教えてください。 

 それと、３４３ページの天王洲公園の改修とか、３４５ページの八潮北公園の改修が出ていますけれ

ども、この工事について、目的を教えてください。 

○柏原企画調整課長  オリンピック・パラリンピックの機運醸成に向けてということであろうかと思

いますけれども、区有施設等々、たくさんございますけれども、区の施設、区を挙げて、このオリン

ピック・パラリンピックに向けての機運醸成ということでは、全力を上げたいというふうに思ってござ

います。そういった区が持っている施設を有効活用するというのは、これは大きな効果があろうという

ふうに思ってございますが、景観の問題であったりとかありますけれども、なるべくそういうところを

うまく使いながらということで、進めていければと思ってございます。 

○溝口公園課長  まず、トイレの件でございます。トイレか便所かというところでございますが、公

衆衛生法の観点から行きますと、やはり公衆便所という形になりますので、法律上で行けば、便所とい

うのを使うという形になってくると思います。 

 あと、臭いの対策でございますが、これまでも、清掃をこまめにやるというのが一番有効だというふ

うに考えております。そういった中で、全てのトイレを１回、利用者が多い所については２回、清掃し

ているところでございます。それでもやはり、臭いがひどいというところにつきましては、高圧洗浄、

または薬剤を使った特殊洗浄、そういったものを使いながら、利用者の方が利用しやすいトイレのため

に、日頃から維持管理を行っているところでございます。 

 また、天王洲公園、または八潮北公園の整備でございますが、天王洲公園につきましては、人工芝が
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経年の利用で劣化しておりましたので、それの張替え。また、八潮北公園につきましては、新たにス

ケートボードができる場所の整備をしたいということで、スケートボード場の整備をしていくものでご

ざいます。いずれにいたしましても、オリンピック・パラリンピック機運醸成に向けた、公園課として

の取組みの一環として行ってきたというのが、実情でございます。 

○藤原委員  公園のほうから行きますけれども、やはり東京大会という形、オリンピック・パラリン

ピックが出てくると思うのですけれども、従来に増してスポーツが注目を集めていますよね。まず、区

は、このスポーツの動向の高まりをどう捉えているのでしょうか。 

 また、これからスポーツ行政が、特に東京のオリンピック・パラリンピック以降にどう反映させてい

くのか、お考えを教えてください。 

 それと今、公園課長が便所の臭い等についてお話ししていただきましたけれども、公園課長でも、毎

日、公園の便所を使っているわけではないですよね。基本的には、この庁舎内の便所を使っているわけ

なのですけれども、その辺において、庁舎の、僕は何回も言っているのですけれども、便所の臭い。こ

れについてちょっとお伺いしたいのですけれども、この便所に関して、どう臭いを感じられているのか、

教えていただけますか。 

○小川オリンピック・パラリンピック準備課長  １点目の、オリンピック・パラリンピック大会を契

機としたスポーツの高まりにつきまして、お答えさせていただきます。委員ご指摘のとおり、これまで

スポーツに親しんでいた方はもとより、新たにスポーツ、障害者スポーツについての関心が高まってい

ると実感をしているところでございます。こうした動きを、大会本番に向け、さらに加速させていくこ

と、また、さらに大会が終了しても、この動きを、引き続き根づかせていくことこそが、ソフト面のレ

ガシーという観点からも大切であるという考えのもと、事業を推進しているところでございます。 

○立川経理課長  すみません、庁舎のトイレの話ということで、私から答弁させていただきます。現

在、庁舎には、無洗浄式便器というのを導入しておりまして、ちょっと女性の委員の方はぴんと来ない

と思いますので、ちょっと導入の経過等を説明させていただきます。 

 庁舎整備の老朽化対策としまして、平成１６年と平成１８年に、排水管の改修をメインとしまして、

トイレの内装・便器等を含め、全面リニューアルをしたところでございます。その際に、節水・省エネ

の観点から、節水効果の高い、水を使わない小便器を導入したところでございます。また、雨水利用の

設備も同時期に導入したところでございます。課題としましては、節水効果が高い反面、通常の便器と

比べて詰まりやすい。また、委員ご指摘のとおり、人によっては臭いが気になるなどの課題があると考

えているところでございます。 

○藤原委員  課長、ようやくそこまで認めてくれたと思って。前回のときは、芳香剤の臭いがして、

とてもいい臭いだという答弁だったので、ようやくわかっていただけたと思うので。この辺は、やはり

おもてなしという意味で、便所が、この臭いから入りますから、ぜひ、その辺も考えて。まず初めに、

私は庁舎の便所ありだと思っておりますので、よろしくお願いします。何か答弁があればいただきたい

のですけれども。 

 それと、公園なのですけれども、アウトドアスポーツは、ほぼ公園の中にありますよね。天王洲も、

中央公園も、八潮北も、子供の森も、区民公園など。ただ、公園行政と、あとオリンピック・パラリン

ピック準備課とスポーツ推進課と、本来、スポーツ部門の中に、この公園の、というのがあるというの

が、私は、流れかと思うのですけれども。この土木部門とスポーツ部門、それとオリンピック・パラリ

ンピック部門という形で、それぞれ、その公園に関してお答えをいただけますか。 



－80－ 

○立川経理課長  トイレにつきましては、昨年の予算特別委員会でご指摘を受けまして、すぐできる

対策といたしまして、今回の予算でも増やしていただいたのですけれども、日常清掃に加えまして、便

器の保守回数を増やすことによって、詰まりの防止や臭気の軽減等を図っていくこととしましたので、

今後とも快適にご利用いただければというふうに考えております。 

○溝口公園課長  まず、オリンピック・パラリンピックに向けた、それぞれ庁内での連携ということ

でございます。私ども公園課といたしましては、先ほどお話ししたように、天王洲、八潮北のように、

ハード整備だけではなく、既存の公園の運動施設、そういったものもイベントで活用していただくとか、

大会で使っていただく、そういったところも含めてやっているところでございます。今後も引き続き、

オリンピック・パラリンピック準備課、またはスポーツ推進課、しっかり連携して、オリンピックを迎

えたいというふうに考えているものでございます。 

○小川オリンピック・パラリンピック準備課長  スポーツ部門を代表させていただいて、私のほうか

らご答弁させていただきます。例えば天王洲公園の改修のときなどにおきましても、ブラインドサッ

カーの国際大会の開催を踏まえまして、早い段階から、ハード部門と綿密な打ち合わせや情報交換を重

ねてきて、合わせてきたという経緯がございます。また、例えば八潮北公園のスケートボード場の整備

につきましても、同様なことが行われております。そういった部分で、ハード・ソフト部門の連携が、

十分図られているというところでございます。 

○藤原委員  せっかくスポーツ推進課長が出てきてくださったのですから、スケートボードができる

わけですから、オリンピック・パラリンピック部門が代表しないで、スポーツ推進課長も答弁をお願い

します。 

○池田スポーツ推進課長  今、オリンピック・パラリンピック準備課長が申し上げましたように、３

課連携いたしまして、スポーツにつきましては、これから、誰でも、いつでも、そして、どこでも、と

いうこと、これ１つを目標にいたしましてやっていきたいと思いますので、皆様、どうぞ公園施設、そ

してスポーツ、ご利用のほうをよろしくお願いいたします。 

○藤原委員  せっかくいい答弁に水を差してしまうかもしれないのですけれども、全庁挙げてやるの

ですよね。３課だけではなくて、全庁挙げてやるのですから、３課中心に、全庁挙げてやっていただき

たいと思います。私も、２０２０、オリンピック、大成功することを祈って、質問を終わります。 

○本多委員長  次に、あべ委員。 

○あべ委員  私からは、３１７ページ、交通安全啓発になるかと思います。それから、３３１ページ

の月見橋の家等復旧。３３７ページ、水辺の賑わい。いずれも単純な話。それから、３４７ページの大

崎駅周辺の再開発。そして、３５５ページの、がけ安全化支援についてお伺いしたいと思います。時間

があれば、八潮のまちづくりなどについても加えたいと思います。 

 まず、交通安全、これはちょっとどこに当たるかわからなかったのですけれども、もう、これまで何

度も取り扱っております。大井ふ頭のコンテナ車駐車の状態が、いまだ危険であります。これまでどの

ような対策を取ってきたのか、抜本的な対策はあるのか、今後何か打つ手はあるのか、そういったこと

を改めてお伺いしたいと思います。 

 月見橋の家については、これから復旧に入るということなのですけれども、その先に、南大井の仮設

先から戻ってくるというタイミングがあると思います。ちょっとスケジュールについて教えていただけ

ればと思います。 

 合わせて、戻った後の、先ほどもちょっとご質問にありましたけれども、例えば保育園等も含めて検
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討は可能なのか。面積的なこともあると思いますが、教えてください。 

 それから、水辺の賑わいなのですが、今も、天王洲のキャナルフェスが今週末まで行われているとい

うことで、非常に活気づいてきたように感じています。舟運実験の船も、大変楽しませていただきまし

た。ただ、午前中のご答弁では、２１７便で１,３００人と聞こえたのですけれども、これは１便当た

り６人という数字になるのでしょうか。数字が違っていたら、言ってください。補助金がなければ、利

益どころか燃料費もなかなか出ないような数字なのではないかと思っております。舟運を事業として始

めても、補助金頼みとなってしまうことを、実は少々危惧をしております。 

 また、目黒川なのですけれども、春夏の観光シーズンというのは、川が も臭う時期でもあるのです

よね。日によっては、本当に橋も渡れなくなるほどであったり、観光客が乗って、水辺でオイルボール

から悪臭が漂っているなどということは、ちょっとあまり考えたくないなと思っております。 

 水辺は、確かに品川ならではのものですし、本当にこれがうまく行けば、すばらしい観光資源になる

なと、期待をする気持ちもすごくある反面、実際に採算のとれる事業として、本当に期待できるのか。

ひょっとすると、こういう悲観的なことばかり言ってはいけないかもしれないですけれども、エンドレ

スに補助金漬けになってしまう事業になってしまっても、それでも品川区としてはこれをやるのだとい

う覚悟でやるのであれば、私はもう、それは１つの選択肢だと思うのですが、どのように考えて行って

いらっしゃるのかというお気持ちを伺いたいと思います。 

 それから大崎の再開発については、歳入のところでもお話をしました。例の橋です。再開発でつな

がっていない橋。あれは五反田とセットでということにはならないというご答弁だったと思うのですが、

では、区としては、あの橋をつなげるための、何か交渉のカードというのはお持ちであるのかというこ

とを、改めてお伺いしたいと思います。 

 崖の安全化についてです。４３の危険な崖地に対して働きかけを行っていくというお話でした。それ

以外の所にも、所有者の方々に対して周知をしたり、あるいは相談をしたり、それから様々な事業の対

象にするということなのでしょうか。それとも、まずは４３に限定して事業を進めていくということな

のか、教えてください。 

○桑波田交通安全担当課長  私から、まず 初の大井ふ頭のコンテナの関係でございますけれども、

こちらにつきましては、港湾道路ということで、警察の管轄につきましては、東京湾岸署が管轄してい

るところでございます。そちらのほうの対策につきましては、年に３回ほど、大田区、江東区、その辺

も幅広く入ってきますので、そういったところの担当者が東京湾岸署のほうに集まりまして、ふ頭対策

の会議ということで、対策を進めているところでございます。 

 それで、前回の、昨年行われました会議のほうにおきまして、東京湾岸署のほうから、ふ頭のいろい

ろな関係するところと、車両が止まらないように、ふ頭で荷待ち、荷物を待つために駐車しないために、

大きな駐車場のほうを開放して、そこのブースに入っていただいて、呼び出しを受けた車が順次、船の

荷のほうをとるというふうに、駐車をさせないように対策を、年度末を目途に実施していくというよう

なお話がございましたので、そういったところで対応させていただいているところでございます。 

○和田河川下水道課長  私からは、月見橋のスケジュールにつきまして答弁いたします。スケジュー

ルについては、月見橋の、元にあった場所を、下水道局が今、工事で使っております。そこの工事が終

わるのが、平成３０年度中というふうに聞いていますので、それまでに詳細設計を進めまして、平

成３０年度中に建築工事を着工、平成３１年度中に建築工事を完了し、元の場所に戻っていただくとい

うスケジュールでやっているものでございます。 
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 それから、舟運につきましては、採算がとれるかどうかとご心配だと思うのですけれども、先ほどの

私の、２１７便で約１,３００人という数字ですけれども、２１７便中の８６便の乗客数が、実はまだ

確認がとれていない状況ですので、もうちょっとと言うか、かなり、１便当たりの乗客数は乗っていた

と考えられますし、また、舟運事業者からは、かなり好評だったという評価を得ているところでござい

ますので、その辺については問題ないのかなと思っておりますが、我々としましては、この舟運事業、

舟運事業者がしっかりと採算のとれる事業となるように、今後、検討を進めていく所存でございます。 

○柏原企画調整課長  月見橋の家の仮設が戻った後の土地の活用ということであろうかと思います。

もともと、こちら、南大井三丁目児童遊園というところでしたので、基本的な考え方は、やはり以前、

保育園で園庭で使っていたりというところがありますので、児童遊園というのがベースになろうかと思

いますけれども、そういう施設の隣にある土地ということでありますので、有効的な活用が、何ができ

るかというのは検討していきたいというふうに思ってございます。 

○稲田都市開発課長  北品川五丁目第一地区の再開発によって、仮称目黒川デッキですが、現在のと

ころ、つながっていないという状況でございます。再開発組合とともに、区も、今後も粘り強く交渉し

ていくというところでございます。 

○鈴木建築課長  崖の助成についてでございますが、午前中もお話ししましたとおり、区

内２,２００カ所ほどございます。この全てを助成対象としているわけではございませんで、やはり、

崖の支援につきましては、個人財産の形成にもつながるというところがございまして、一定、公益性、

公平性の考え方が必要だろうと。その反面、やはり擁壁が崩れて、道路閉鎖につながって、避難、消火

活動、人命救助、物資輸送に困難を来したり、あるいは公共施設に面している所は、利用者の人命にも

関わってくると言うところもございますので、そういった視点から、委員ご指摘のとおり、４３カ所以

外に、まず重点的に、道路に面している所、あるいは公共施設に面している所、ここを重点的に対象と

しているものでございます。 

○あべ委員  まず、大井ふ頭なのですけれども、新たな対策ということで、まずは期待をしたいと思

います。これまでもいろいろな施策をとっていただいていたわけですけれども、これをやって、もしそ

れで、まだ安全な状態が確保できないようであれば、また、次に次にということで、施策を考えていた

だきたいと思います。特に、あの場所は、初めて通る車にとっては、まさに恐怖の体験をすることにな

るわけで、ぜひ、案内板をつくることができるのかどうかもわかりませんけれども、注意喚起も含めて、

ぜひやっていただければと思います。 

 月見橋の家の所は、地域特性も考えて、ぜひご検討いただければと思います。 

 舟運のほうは、採算をとれる形で、ということで、おっしゃっていただいたので、期待はしたいと

思っております。なかなか、ああいう事業で採算をとるというのは難しいことだと思っておりますけれ

ども、ぜひ、役所にありがちな、計画のときには採算がとれていましたけれども、というようなことに

ならないように、全力を尽くしていただければと思います。 

 先に、崖のほうに行きたいと思います。４３カ所以外のところも対象にしていただけるということで、

大変ありがたいと思っております。それ以外の所というのは、区から働きかけた所だけが対象になるの

か。やはり４３の所に入っていなくても、ご自分の所が心配になっている方には、やはり周知が必要だ

と思うのですね。これは、どの程度まで周知をしていくのか、その方法についても、どのようにお考え

か、教えてください。 

 それから、順番が前後しましたけれども、大崎駅のほうです。粘り強くやっていらっしゃるのは、非
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常によく理解しているし、そのご努力は敬意を表したいと思うのですが、なかなか、相手方に会えても

いない状態が続いているというふうにも聞いております。 

 ちょっと一旦、これ離れまして、例えば区も地権者の１つでありますニューシティの建物もかなり老

朽化をしておりまして、年数以上に、やはり老朽化をしている。雨漏りなどもかなりひどいというよう

なふうに聞いております。こういったところが大規模修繕をしていくというようなことと、セットで考

えることは、ではあり得るのかということについて、お伺いしたいと思います。 

 それと、ちょっと先ほどお伺いし忘れたのですけれども、大崎駅の周辺ということで言えば、御殿山

小学校西側の交差点から、ソニー通りにかけての道というのが、まだ狭い状態に、あそこだけ残ってい

ることになっております。計画では、一緒にあそこも真っ直ぐソニー通りに抜けるはずになっていたの

ですけれども、それが時差があってできなかったと。でも、今、あそこは住友の更地になっているので、

拡幅をして直線にソニー通りに伸ばしていくほうがずっと安全だし、子どもたちにとってもプラスであ

ると思いますが、あの道の部分、今の段階で、拡幅に向けて動いているのでしょうか。また、動き出す

可能性はあるのでしょうか。教えてください。 

○鈴木建築課長  ４３カ所以外の、助成対象となる方々への周知でございますが、基本的には、やは

り、それ以外、区内全域が、道路沿いであれば対象になりますので、区のホームページ、あるいは広報

しながわで周知をして、それから昨年度と今年度の擁壁の調査結果で、一定程度、目視でございますが、

その状態というのは調査しておりますので、そのランクに応じて直接的に、所有者の方に、その結果を

含めて、助成制度も含めて、周知していきたいというふうに考えてございます。 

○稲田都市開発課長  大崎ニューシティの経年の改修等と合わせて考えられないかというところでご

ざいますが、このニューシティのほうと私どもは、今後、設備等の更新等をやっていくという話は聞い

ております。そういう中で、今年もニューシティの事務局とは何回も話をしてきたのですけれども、委

員おっしゃったようなことも話をしましたけれども、それは難しいというような回答を得ております。 

 それから、旧ソニーの、ソニー通りに面する所の住友の開発の件でございますが、西側の区道がござ

います。こちらにおきましては、計画がございまして、それに合わせた形での整備ということで、現在、

住友のほうとは協議をしている段階でございます。 

○あべ委員  御殿山小学校西側の道については、もし、スケジュール的な目途があれば、教えていた

だければと思います。 

 それと、橋の話なのですけれども、ＴＯＣは星薬科とも絡んでいるのですよね。この交渉が難航して

いる背景に、放射２号の話もあるとお考えでしょうか。 

○稲田都市開発課長  私どもとしては、それは関係ないというふうに思っております。 

○本多委員長  どうぞ、続けてください。 

○稲田都市開発課長  申し訳ございません。住友の開発計画は、予定としましては平成３０年、平

成３０年６月頃に着工したいというようなことは言っております。 

○本多委員長  次に、飯沼委員。 

○飯沼委員  ３３９ページの特定整備路線沿道まちづくり、３４３ページのトイレ改修工事について

伺います。よろしくお願いします。 

 まず初めに、特定整備路線のまちづくりなのですけれども、事業の内容を簡単に教えてください。 

 続いて、公園トイレのほうも行きます。性的マイノリティーに特化してのトイレということで、質問

をいたします。新聞記事で、ＬＧＢＴに優しいトイレ、東京五輪に向け東京都が計画、という見出しを
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見つけました。紹介します。 

 ２０２０年東京五輪・パラリンピックに向けて東京都が整備する都立会場に「男女共用トイレ」が設

置をされると。車いす利用者も使える多目的型より小さく、特に異性の介助が必要な障害者の方の使い

勝手に配慮するもの。心と体の性が一致しないトランスジェンダーを中心に、性的少数者にも優しいト

イレだと書いてあります。多目的型の「だれでもトイレ」も男女共用だが、車いすが転回できる２ｍ四

方ほどのスペースが必要で設置数が限られがち。大きなイベントでは順番待ちになることがあると。そ

こで都は、２人が同時に入れるほどの広さにとどめた個室の男女共用トイレを設けると。配偶者や保護

者ら異性の介助が必要だが車いすは使わない障害者の利用を想定している、と書かれています。 

 ＬＧＢＴの方々の中でも、トイレの問題が深刻なのは、生まれたときの体の性と心の性が一致しない

トランスジェンダー、外見が心の性と異なっていたり、中性であったりして、男女別々のトイレを使う

のに抵抗を感じている方です。多目的トイレなら問題ないようにも見えますけれども、ＴＯＴＯの調査

では、車いすの方に悪いといった気遣いとか、あと、使用後、周りの人ににらまれたことがあると答え

た人もいるそうです。トランスジェンダーの中で、６４.９％が、職場や学校のトイレ利用で困ってい

ると、こう言っています。トイレを我慢し、膀胱炎などの排泄障害を抱える人も、２４.５％もいるそ

うです。トイレに自由に行けないとは、あまりにも気の毒と言うか、放置してはいけない問題であると

思っています。日本は性的マイノリティーの方への対応、大変遅れていると思います。グローバル化の

中で、オリンピック・パラリンピックに向け、遅れを取り戻すのに、ぎりぎりのところに来ていると思

います。一刻も早く、ＬＧＢＴ対応のトイレ、必要と考えますが、いかがでしょうか。 

○中村都市計画課長  まず、特定整備路線沿道まちづくり推進費でございますけれども、こちら、東

京都が進める道路の整備に合わせまして、延焼遮断帯の形成のために、その道路の沿道の用途地域を、

火災に強い建物を建てていただくための防火の規制を、そこに網をかけていくという、そういったこと

に要する説明会、また資料作成等の委託費でございます。 

○島袋人権啓発課長  ＬＧＢＴ、あるいは性的マイノリティーの方に対する差別や偏見などは、様々

な人権課題の１つであると考えております。ＬＧＢＴの方以外にも、より多様に使える、人権に配慮し

た多目的トイレ、だれでもトイレでございますが、環境整備について、スペースなど、ハード面等の整

備の課題もございます。まずは、国や都の動向を踏まえた上で、関係部署との連携をとり、対応をして

まいりたいと考えております。 

○飯沼委員  特定整備路線です。糸魚川市街地大火の視察に行った都議会議員の報告を受けました。

特に延焼遮断帯についてなのですけれども、糸魚川市大火の 大の原因は飛び火であると。飛び火

は、３０ｃｍ以上の木片から、細かな火の粉まで、１４０ｍ以上の距離を飛んでいます。そのため、特

定整備路線の幅員では、到底防ぐことはできないこと、糸魚川大火の教訓から明白であると。また、あ

らゆるすき間などに火の粉は入り込むため、沿道をコンクリートの高い建物を並べても、建物と建物の

間をすり抜けるため、飛び火を防ぐことはできないと。延焼遮断帯は、地域を貫通する道路よりも、建

物が密集している地域の中に、空き家等を行政が買い取り、公園や空地を設け、建物の密集を改善する

方策のほうが、はるかに、コストでも、防災面でも有効であると。防災公園など、地域の防災性向上に

寄与する公共施設を整備促進する事業に対して、都は費用を一部助成をしていると。このような仕組み

を抜本的に拡充をし、都のところですね、密集市街地を解消していくことが有効であると考えます。 

 また、建物そのものを耐火用の材料を活用することや、建物の中で一番弱いとされる開口部、窓など

の強化対策は重要であると、報告がされています。道路は、延焼遮断帯になりません。道路よりも、燃
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えない家、倒れない家にこそ、支援をすべきです。住宅建替えは、耐震化、不燃化、そして公園づくり

などに、住民の願いに、切実なところに応えるべきと思いますが、いかがでしょうか。 

 あと、トイレです。大阪市の淀川区役所では、車いす用トイレに、ＬＧＢＴを表わす虹色のマークと

ともに、どなたでも利用いただけますと表示をしたり、多目的トイレに虹色の人を描いた絵文字を掲げ

ています。トイレの改善の検討をしていただきたいと思います。少しの工夫でできると思います。また、

文京区役所では、職員や教員向けに、性的少数者配慮の指針をつくっています。具体的な対応手順を記

した指針策定、この３月に配布をするということです。多様な生き方を受け入れる社会づくりは、全て

の人々にとって暮らしやすい社会になると思います。今日はトイレのことで言いましたけれども、ぜひ

区役所に、ＬＧＢＴの指針づくりなど検討会の設置を求めますが、いかがでしょうか。 

○中村都市計画課長  まず、品川区といたしましては、東京都の道路整備に合わせて、沿道の不燃化

を行い、延焼遮断帯を形成する。そして、その沿道以外の木密地域にも不燃化を促進をしていく。こう

いったことを総合的に、重層的に進めることによって、不燃化がより一層加速するものというふうに考

えております。 

 また、この市街地の不燃化、沿道以外の不燃化の取組みにおきましても、準耐火の建築物、こういっ

たものが建てられることによって、今、委員ご指摘のありました、窓の強化、そして不燃化が進むもの

でございます。 

 また、合わせて、耐震化のほうも、品川区内で取り組んでおりますので、委員ご指摘のところも含め

て、進めてまいりたいというふうに考えております。 

○島袋人権啓発課長  区では、今まで、様々な啓発事業を通し、人権問題に取り組んでまいりまし

た。ＬＧＢＴの方だけではなく、あらゆる差別や偏見を受けない社会をつくっていくことが重要と考え

ております。また、人権尊重都市品川宣言を活用し、普及・啓発を、地道ではありますが、積み重ねて

まいりたいと考えております。 

 次に、検討組織のことでございますが、今のところ、私どものほうには、その方たちからのご要望・

ご相談がないので、立ち上げる考えはございません。 

○飯沼委員  ご要望・ご意見が届かないというところに、ぜひ、この間も質問したのですけれども、

声が届かないというのは、見ようとしなければ見えないのですね。そういった意味で、ＬＧＢＴのとこ

ろ、特に遅れているので、力を入れていただきたいと思います。 

 あと、道路先にありきでは、住民の願いはかないません。道路ごり押し、やめていただきたいと思い

ます。 

○本多委員長  次に、たけうち委員。 

○たけうち委員  ３２３ページの道路修繕、下村踏切前。同じく３２３ページの自転車推奨ルート整

備に関連しまして。次に、３２５ページの細街路拡幅整備事業に関連して。それから 後に、３５７

ページの空き家等対策事業でお伺いします。 

 道路修繕、下村踏切前ですが、踏切前の歩道の所に雨水が溜まってしまうという、こういうお話が

あったのですけれども、おそらくその改善をしていただけるのだろうと思うのですが、どのようにされ

るのか、教えてください。 

 それから、自転車推奨ルート整備に関連してなのですが、先ほどもご答弁であったかと思いますけれ

ども、昨年１２月９日に、議員立法で、自転車活用推進法、これが国会で成立しまして、国においては

計画の作成が義務づけられまして、また各自治体においても、自転車活用推進計画の策定が、努力義務
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ですが、こういう形になりました。それで、先ほどもいろいろ国の動きを見てというお話がありました

けれども、この活用推進法の中で、重点政策の中で、自転車レーンの整備ですとか、パーキングメー

ターの見直しとか、シェアサイクル等、既に品川区でも新たにやろうとしていることも載っております

ので、この計画をしっかり、国の動きも見ながらつくっていくのだろうと思うのですが、その辺の考え

方を教えてください。 

 それから、細街路の拡幅に関連してですが、本会議の代表質問で、ブロック塀対策についてお伺いを

しまして、その際に、区長から、周知については個別に説明をしていきますと。また、診断の仕組みづ

くりについては、チェックリストを作成して、ホームページ、パンフレットで周知をしていくと。また、

大規模なブロックについては、専門家のチェックなどもやっていきますと、こういうお話があったので、

その辺の周知の、戸別訪問とかをやっていくのかどうかですね、それとスケジュールについて教えてい

ただきたいと思います。 

 それから、空き家のほうにつきましては、この空き家ホットライン運営等委託とありますので、

ちょっと昨年は出ていなかったような気がしたので、内容と、その委託先についてはどうなのかという

のを教えてください。 

○多並道路課長  まずは、下村踏切の件でございます。今の委員のご指摘のとおり、下村踏切の、

ちょうど大間窪小学校ではないほうの、戸越公園のほう、第二京浜に向かう方向の歩道が、水が溜まる

ということで、今までも、水みちをつくるなど、緊急対策はやってきたところだったのですけれども、

なかなかやはり解消ができないということで、この平成２９年度予算の中で計上させていただきまして、

抜本的には、盤と言うか、路面の高さを下げるような工事が必要だろうということで、大体、踏切

が１５ｍぐらい、次の交差点の所までをスパンとして、整備をしたいということで、より通行が円滑に

できるような形ということで考えているものでございます。 

 また、自転車につきましては、委員の今のお話のとおり、平成２８年１２月に自転車活用推進法がで

きました。ただ、これについては、公布から半年以内に施行ということで、まだこれから施行までの期

間があるということです。ただ、その法律の中で、市町村も計画を定めるというところなのですけれど

も、それには、東京都の計画を踏まえ、ある場合はそれを踏まえ計画を定めるということになっていま

すので、国や都が、これからこの法律の施行後に、どのような動きがあるか、また、どのような計画を

定めるかというのをよく見定めた上で、今後の品川区の考え方というのは検討していかなければいけな

いと思っているところでございます。 

○鈴木建築課長  ブロック塀の安全化に向けた取組みでございますが、やはり、ブロック塀の危険性

の把握には、所有者自らが行える簡易診断というものが必要かと思います。こちらの作成は、今現在

行っておりまして、パンフレットとも合わせて、４月頃には作成し、ホームページ等で公表というか、

配っていきたいなというところです。 

 先ほど耐震の戸別訪問の話をしましたけれども、その地域、ブロック塀が多い住宅も多いですので、

その機会を捉えたり、あるいは住宅の関係団体で構成されている耐震化協議会もございます。これは地

域内、精力的に回っていただいているのですけれども、作成したチェックリストですとかパンフレット

をお渡しして、ブロック塀の啓発も、そういった形で進めていきたいというところでございます。 

○今井住宅課長  空き家ホットライン運営等委託でございますけれども、空き家ホットラインにつき

ましては、平成２８年７月から、品川都市整備公社のほうに委託いたしまして、一括して空き家の有効

活用、または適正管理に対するご相談またはご苦情、所有者からのご相談等をお受けしているものでご
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ざいます。また、この運営等委託の経費の中には、それ以外にも、弁護士にアドバイザーということで、

いろいろなお話を聞く経費など、委託経費等を合わせた金額になっております。空き家ホットラインに

つきましては、現在、その相談業務のほかに、有効活用を目指しまして、行政書士会や宅建業者なども

ご参加いただきます情報交換会等を主催していただいていまして、今後とも有効活用等も含めまして、

適正管理も含めて、対応していく予定でございます。 

○たけうち委員  下村踏切については、先ほど大間窪とありましたけれども、今、豊葉の杜学園です

が。そこの交通安全をやってらっしゃる方から、お声でいただいて、子どもたちが、お母さんも含めて、

びしょびしょになってしまうのだということで、そういうお声もありました。ぜひ、なるべくなら、こ

の梅雨とか台風シーズン前に対応してもらえればありがたいなと思うので、そこだけご見解をお聞かせ

ください。 

 それから、自転車についてはわかりましたなのですが、本当に活用ですね。もちろん安全対策も、ま

た保険の話も出ておりましたけれども、そういうものも合わせて活用ということで、しっかりその辺の

計画も、国や都の動きと合わせてしっかり連動してお願いしたいなと、これは要望させていただきます。 

 それから、細街路のブロック塀については、本当にそういう早い対応で、４月にはパンフレット等、

またホームページ等でということでおっしゃっていただいたので、ぜひまた、熊本地震とか、またそう

いったいろいろな経験を踏まえた対策になると思いますので、ぜひよろしくお願いします。 

 それから、空き家については、ちょっと私も、すみません、それを存じていなかったので、もしかす

ると、意外と知られていないのかなと思いますので、ぜひ周知をしていただいて、例えば私の住んでい

る地域のあたりも空き家が多かったりして、いろいろな相談をいただくのですが、例えばそういうとき

に、こちらにお問い合わせをすると、いろいろなアドバイスをしていただいたりできるのかなと思うの

で、その辺のところを、では、ちょっと状況を教えてください。 

○多並道路課長  私からは、下村踏切の件でございますが、もちろん１日でも早く工事をやりたいと

ころなのですけれども、ただ、あそこの下に、ＪＲの高圧ケーブルが地下に埋まっているということも

ありますので、そこの協議がどうしても必要ですので、それを整え次第、１日も早く工事をやっていき

たいと思っているところでございます。 

○今井住宅課長  空き家ホットラインにつきましては、今、ホームページ等で周知しておりますけれ

ども、確かにまだまだ周知が足りないところでございます。現在のところ、月・水・金、都市整備公社

のほうで、実際に電話またはメール、ファクス等で受けておりますけれども、今後も周知等に努めてい

くとともに、先ほど申しました各関連団体のほうにも、こちらのほうは周知しておりますので、幅広い

意味で、所有者等を含めて、周知が行き渡るように検討していきたいと思っております。 

○本多委員長  次に、鈴木真澄委員。 

○鈴木（真）委員  私は、都市計画費から３３８ページ、まちづくり関係。３４７ページ、大井町駅

周辺地区再開発、広町関係です。建築費で３５３ページ、住宅・建築物耐震化支援。それから３２０

ページ、道路橋梁費で、道路維持費。これは全部、今までの質問に絡んできています。 

 まず、道路維持費なのですが、先ほどの質問の中で、スマートフォンを活用した道路点検システムと

いう話、中身はわかりました。これは、何を言いたいかというと、車のための調査かなというふうに見

えてしまう。この議員の中で、かなりの人間が自転車に乗っている状況が多いと思います。役所の方も

自転車に乗ることは多いと思うのですが、道路の真ん中はきれいなのですけれども、結構、自転車が走

る所が、ひょこっと穴がへこんでいたり、がたがたの所があるのですよね。この辺も十分チェックして
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いただけないかなと思いました。 近で言いますと、道路課にお願いして、大井町駅前の、東口の所の

バス停の所に、ちょうど穴が開いていたのですよね。今、埋めてもらいました。それは多分、バスが停

まる所が、こう、へこむ。これは初めてではないです、前にもあったのですよ。そんな状況もあって、

なかなか工事もできない所もあるので、その辺もよくチェックしていただきたいなと思います。 

 それから、まちづくり関係です。先ほど、東品川三丁目、四丁目あたりのお話が出ました。当初、ま

ちづくりマスタープランをつくったときと、現状ではまた大分数字が変わってきているのではないかな

と、私は思っているのです。この、シーサイドあたりができたときには、もう完了して、その数字が出

ていますけれども、また大きなマンション計画が、今、大きいのが２つ続いています。それから、事務

所ビルだった所がマンションにつくり替えているところも出てきているのですよね。この辺のところで、

東品川のあの一画の関係をどう捉えていくのか、その点を教えてください。 

○多並道路課長  私からは、道路点検システムについてお答えさせていただきます。委員のご指摘の

とおり、実は、やはりこれは車が通る所の段差を発見するためのものです。ただ、現在も目視で、人の

目でチェックしている。ドライバーがいて、横にもう１人いて、その者が目でチェックしているのです

けれども、その者が、今までよりは、道路面ではなくて、横の歩道であったり、自転車が通行する所も

含めてチェックはできるというところでは、注視ができるということで、よりできるのかなと。 

 あとは、もう少しいろいろな、ＩＣＴの物がいろいろ出てきておりまして、インフラメンテナンス国

民会議というものがありまして、その中で今、国も非常に大きく進めていまして、ＩＣＴの紹介という

のがいろいろあります。今後も、そういうようなものを踏まえながら、より道路のＩＣＴに向けた活用

ができないかということを検討していきたいとは思っているところでございます。 

○中村都市計画課長  東品川でございますけれども、こちら、今、委員ご指摘がありましたが、この

東品川四丁目エリアの中では、地区計画を立てて、再開発で、この地域に必要な施設のほうの整備を行

い、マスタープランに示しております広域都市活性化拠点ゾーンとしての整備を進めてまいったところ

でございます。また、その周辺地域におきましても、今、事務所から住宅、あるいは倉庫から住宅と

いった、そういった利用の転換なども進んできておりますけれども、こういったところは、居住とそれ

から産業、こういったものが調和をしていくような、適切な誘導を、今後も引き続き進めてまいりたい

というふうに考えております。 

○鈴木（真）委員  道路のほうは、私たちだったら、まだ対応できると思います。今、車道を走れと

言ったときに、子どもさんを乗せた自転車がやはり大分気になります。そういう方が、そういうでこぼ

こでけがをしないように、ぜひ注意のほうをしていただきたいと思います。 

 東品川のほう、前にどこかの別の款でもお話ししたのですが、あの辺の地域が非常に大きな町会に

なってしまった。大変に古い方と、新しい方の連携を密にとっていくためにも、何かもうちょっと、ま

ちづくり的なものをうまく調整していっていただきたい。先ほども話にありましたが、地域の方との勉

強会、そういうところも必要性をすごく感じますので、ぜひよろしくお願いします。 

 それから、住宅・建築物耐震化支援事業です。これは、特定緊急輸送道路沿道建築物、去年はこれの

耐震診断助成もあったのですが、今年、耐震診断助成がなくなっています。これは、耐震診断が全部終

わったのか。昨年のときには、まだ診断していないところがあるよと聞いていたのですが、そこがどう

なったのかを教えてください。 

 それから、広町の関係です。今年の１０月には、１・２・４号棟が解体を終わって、この後、４月か

ら始まって、平成３０年１２月には、６棟分全部解体になります。この、先ほど検討経費が出ていまし
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たけれども、ここの、後々のではなくて、その平成３０年１２月以降。何かと言うと、オリンピックに

向けて、ここの土地をどういうふうに交渉するかという、その辺の検討はされているのでしょうか。 

○鈴木建築課長  特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化についてでございますが、この取組み、より

広域的な視点として、地震発生時の救急救命、消火活動や物資の輸送のための復旧・復興の生命線、大

動脈となる道路の確保というところで、東京都が条例によって１３路線指定してございます。そうした

ところから、平成２３年より取組みを進めているところでございますが、沿道対象建物が２０４棟ござ

いまして、そのうち、診断を終了したのが、すみません、まだ診断を行っていない建物が１０棟という

ような状況でございます。 

○稲田都市開発課長  広町の件でございます。平成３０年１２月には解体工事が完了するということ

で、その後の利用についてですが、区としては、ここの暫定期間においては、利用は今のところは考え

てはいないのですが、オリンピック・パラリンピックに向けまして、区の要望等あれば、ＪＲのほうに

は要望していこうというところで、話はしているところでございます。 

○鈴木（真）委員  耐震です。診断だけではなく、やはり緊急輸送道路ということを考えると、耐震

化しておいてもらわなければいけないし、診断だけではなく、進めていっていただきたいということで、

これはお願いします。 

 広町です。先日、私、本会議の質問の中で、区長からのご答弁だと思ったのですが、区としてホスピ

タリティーハウスを考えているということのお話がありました。品川で場所を考えたときに、一番いい

場所だと思います。今のお答えですと、まだ検討していないということですけれども、せっかくここが

解体になって、これだけ、この目の前に、駅からすぐ近くにこれだけ大きな土地ができたことを、どう

考えるかというのは、非常に、逆に聞きたくなってしまいます。これは課長でいいのか、区として今後

どう考えるかというのは、まだ検討していないところを無理やりやってくれと言いにくいところなので

すけれども、どう考えたらいいのでしょうか。 

○稲田都市開発課長  確かに、建物が解体されていくと、広い土地ができるというところでございま

すが、ＪＲはＪＲで、この暫定の間、何らかの活用は考えているというふうに思われます。ただ、そう

いう中におきましても、区としての要望は伝えていきたいというところに考えております。 

○鈴木（真）委員  前のとき、平成３２年以降の検討、長期的なものですね。長期的には平成３２年

以降の検討ということをお聞きしていますし、先ほど、区の単独の、庁舎の改築とかという問題も十分

絡んでくると思うのですけれども。やはりこの、ＪＲはＪＲかもしれないけれども、品川区として、

せっかくあれだけ積極的にオリンピックに取り組んでいこうという思いの中で考えると、ぜひＪＲに

もっと働きかけをして、ここを、オリンピックのときにすばらしい施設ができる、人の集まってもらえ

る場所にするべきだと、私は考えるのですが、あえてもう一言お答えいただけないでしょうか。 

○柏原企画調整課長  ＪＲのほうの建物が解体されて、大きな敷地ができるというところであります。

本格的な活用は検討ということではあるのですけれども、これだけ大きな土地が出るというのは、なか

なかないというのは事実でございます。そうは言いながらも、ＪＲの土地というところがありますので、

品川区の中でも中心核であるこの大井町ですので、区としての思い、どういったことが使えるかという

のは、強い交渉をしていきたいと思いますけれども、相手のあると言いますか、土地でありますので、

そこは話を続けながらということになろうかと思います。 

○鈴木（真）委員  ２３区の中でも、駅前にこれだけの土地ができるというのは、まずないと思うの

で、ぜひ成功に向けて頑張っていただきたいと思います。 
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○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、水曜日、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０５分閉会 

                                              

委 員 長  本 多 健 信 


