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  ３月５日（月） 

 出 席 委 員 

 

 

  委 員 長 大 沢 真 一 君 

  副 委 員 長      たけうち  忍 君 

    同   飯 沼 雅 子 君 

  委   員 のだて 稔 史 君 

    同   石 田 ちひろ 君 

    同   新 妻 さえ子 君 
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    同   田 中 さやか 君 
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    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   大倉 たかひろ 君 

    同   中 塚   亮 君 

    同   鈴 木 ひろ子 君 

  委   員 須 貝 行 宏 君 

    同   高 橋 しんじ 君 

    同   塚本 よしひろ 君 

    同   こんの 孝 子 君 

    同   浅野 ひろゆき 君 

    同   渡 辺 裕 一 君 

    同   渡 部   茂 君 

    同   木 村 けんご 君 

    同   石 田 しんご 君 

    同   南   恵 子 君 

    同   藤 原 正 則 君 

    同   西 本 貴 子 君 

    同   若 林 ひろき 君 

    同   伊 藤 昌 宏 君 

    同   本 多 健 信 君 

    同   鈴 木 真 澄 君 

    同   石 田 秀 男 君 

    同   いながわ 貴之 君 

欠 席 委 員 

       な     し 

 

その他の出席議員 

       松 澤 利 行 君 
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 出 席 説 明 員 
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  桑 村 正 敏 君             

 

 副 区 長          
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  中  山  武  志  君             
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  柏  原    敦  君             

 

 参       事 

 企画部財政課長事務取扱 

  秋  山    徹  君             

 

 企画部施設整備課長 

  小 林 道 夫 君             

 

 企画部情報推進課長 

  仁  平    悟  君             

 

 総 務 部 長          

  榎 本 圭 介 君             

 

 参       事 

 総務部総務課長事務取扱（危機管理室長兼務） 

  米  田    博  君             

 

 総 務 部 人 事 課 長          

  黒 田 肇 暢 君             

 

 総 務 部 税 務 課 長          

  伊 東 義 明 君             

 

 地 域 振 興 部 長          

  堀  越    明  君             

 

 地域振興部戸籍住民課長 

  提 坂 義 文 君             

 文化スポーツ振興部長 

  安 藤 正 純 君             

 

 文化スポーツ振興部文化観光課長 

  鈴  木    誠  君             

 

 子 ど も 未 来 部 長          

  福  島    進  君             

 

 子ども未来部子ども育成課長 

 （児童相談所移管担当課長兼務） 

  髙  山    崇  君             

 

 子ども未来部保育課長 

  佐 藤 憲 宜 君             

 

 子ども未来部待機児童対策担当課長 

  大 澤 幸 代 君             

 

 福 祉 部 長          

  永 尾 文 子 君             

 

 福祉部福祉計画課長 

 （臨時給付金担当課長兼務） 

  大 串 史 和 君             

 

 福祉部高齢者福祉課長 

  寺  嶋    清  君             

 

 参       事 

 福祉部障害者福祉課長事務取扱 

  中 山 文 子 君             

 

 福祉部障害者施策推進担当課長 

  飛 田 則 文 君             

 

 福祉部生活福祉課長 

  矢  木  す み を  君             

 

 健康推進部長（品川区保健所長兼務） 

  西  田  み ち よ  君             

 

 健康推進部健康課長 

  川 島 淳 成 君             



－3－ 

 健康推進部国保医療年金課長 

  三 ツ 橋  悦  子  君             

 

 品川区保健所生活衛生課長 

  井 浦 芳 之 君             

 

 品川区保健所保健予防課長 

  舟 木 素 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 

  長 尾 樹 偉 君             

 

 都市環境部木密整備推進課長 

  髙 梨 智 之 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             

 

 品川区清掃事務所長 

  工 藤 俊 一 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） 
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 （用地担当課長兼務） 

  多 並 知 広 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 

  持 田 智 彦 君             

 

 防災まちづくり部防災課長 

  古 巻 祐 介 君             

 

 会 計 管 理 者          

  齋 藤 信 彦 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             

 

 教育委員会事務局庶務課長 

  品 川 義 輝 君             

 

 教育委員会事務局学校計画担当課長 

  篠 田 英 夫 君             

 

 教育委員会事務局指導課長 

  熊 谷 恵 子 君             

 

 教育委員会事務局教育総合支援センター長 

  大 関 浩 仁 君             

 

 選挙管理委員会事務局長 

  安 井 裕 彦 君             

 

 監査委員事務局長          

  江 部 信 夫 君             

 

 区 議 会 事 務 局 長          

  久 保 田  善  行  君             
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○午前１０時００分開会 

○大沢委員長  おはようございます。ただいまより、予算特別委員会を開きます。 

 委員会の審査に先立ちまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

 本委員会は、去る２月２３日の本会議におきまして、３７名の委員により設置され、平成２９年度品

川区各会計補正予算４件および平成３０年度品川区各会計当初予算５件の計９件の審査を付託されまし

た。 

 このたび、委員長の大役を、皆様方のご推挙により私が仰せつかり、重責を担うこととなりました。 

 幸いにして、各会派より、有能な副委員長と理事の方々を選出していただいておりますので、これら

の方々と一致協力いたしまして、効率的かつ実りある委員会となるよう、全力を尽くしてまいる所存で

ございます。 

 委員ならびに理事者の方々のご協力と真摯で、そしてお互い敬意を払いつつご討議を賜り、成果の多

い審査ができますよう、心からお願いを申し上げまして、委員長の挨拶とさせていただきます。 

 よろしくお願いいたします。 

 それでは、ただいまから着席のまま進行をさせていただきます。 

 引き続きまして、区長より発言を求められておりますので、ご発言願います。 

○濱野区長  おはようございます。本日からの予算特別委員会、どうぞよろしくお願いを申し上げま

す。 

 先月、去る２月２３日でありますけれども、本会議におきまして、平成２９年度の補正予算ならびに

平成３０年度の当初予算につきまして、ご提案を申し上げ、そしてご説明申し上げたところでございま

す。 

 平成３０年度は、１０年間にわたります長期基本計画の 終年であり、総仕上げの年であります。こ

の間講じてまいりました３つの取組み、区の魅力を引き出す取組み、健康で暮らし続けられる取組み、

持続的に共助を後押しする取組み、これらを強化し、計画実現に向けた取組みを進めてまいりました。

そして、新たな課題の解決にも向けた、過去 大となります前年度比６.１％増の１,７４５

億７,８００万円の一般会計予算を編成したところでございます。 

 現在区は、引き続き健全財政を維持しておりますけれども、地方消費税にかかわる動向、あるいはふ

るさと納税の影響などを含めました社会経済状況の変化にも対応することができる強固な財政基盤を

持って、区政運営を進めていく必要がございます。今後も議員ならびに区民の皆様のご理解とご協力を

いただきながら、区民が真に必要とする施策を迅速かつ的確に推進し、効果的な行財政運営に努めてま

いりたいと考えております。 

 どうぞ、この平成２９年度補正予算ならびに平成３０年度当初予算につきまして、よろしくご審議の

ほどお願いを申し上げまして、私からのご挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

○大沢委員長  それでは、次に、当委員会の運営につきまして、あらかじめ理事会で種々の協議をい

たしました結果、資料「予算特別委員会の運営について」のとおり、お手元に配付させていただきまし

た。 

 これより、たけうち副委員長から説明いたしますので、よろしくお願いいたします。 

○たけうち副委員長  予算特別委員会の運営につきまして、お手元の資料によりご説明いたします。 

 まず第１項、理事および理事会の設置につきましては、本委員会を円滑に運営するため、先の正副委
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員長互選のために開催された委員会におきまして設置されたものであります。その組織、構成員および

協議事項は、資料のとおりでございます。 

 次に、第２項、審査日程につきましては、審査日数を８日間とし、その日に予定した審査は終了予定

時間を超えても完結することとし、審査日程の変更はいたしません。具体的な審査日程は、お手元に配

付いたしました日程表のとおりでございます。 

 次に、第３項、開会、閉会および休憩につきましては資料のとおりでございますが、特に開会時間は、

審査促進のため、定足数に達し次第、開会いたしますので、定刻開会に一層のご協力をお願いいたしま

す。 

 また、閉会予定時間は、区役所の執務時間と同じく、午後５時１５分を目途といたします。 

 次に、第４項、款別審査の質疑等についてでございます。 

 各会派におかれましては、あらかじめ定めた質問時間の枠の範囲内で質問者をお決めいただき、前日

までに副委員長または理事を通じて委員長に通告をお願いいたします。 

 なお、無所属の委員が質問する場合は、委員長に通告をお願いいたします。 

 また、会派におかれましては、１人当たりの質問時間は、答弁時間も含めて、１０分、１５分、２０

分のいずれかとし、会派で割り振ることとしております。 

 なお、無所属の委員の質問時間は、答弁時間も含めて、１日につき１０分となります。 

 質疑の際は、必ず 初に記載ページおよび質問項目をお示しください。 

 また、資料を提示される場合は、パネル等の取り扱い基準にのっとり、事前に委員長にお申し出の上、

あらかじめ許可を得ている旨を一言添えてください。 

 終了時間のお知らせにつきましては、残り時間がなくなった時点で振鈴を２回鳴らしますので、質問

の途中でありましても、直ちに取りやめていただきます。 

 関連質疑につきましては、委員長の許可により、５分以内で行うことが可能でございます。 

 また、関連質疑の終了時間のお知らせにつきましても、残り時間がなくなった時点で、振鈴を２回鳴

らします。 

 次に、１日に複数の項目を審査する場合は、一括説明、一括質疑の運営形態といたします。 

 終了時間につきましては、終了予定時間を超えて大幅な遅れになると判断した場合は、質問者数また

は質問時間を調整することがあります。 

 次に、第５項、総括質疑につきましては、例年と同様に、特に政策的な質疑をお願いいたします。 

 なお、質疑は別に用意いたします質問者席で行い、一問一答形式にならないよう簡潔な質疑をお願い

いたします。 

 質疑の順序は、大会派順といたします。 

 また、理事者におかれましては、総括質疑という性質上、原則として部長級以上および財政課長が答

弁されますようお願いいたします。 

 終日は、総括質疑の終了後、各会派の意見表明、表決という手順で進めることになります。 

 次に、第６項、委員会傍聴の取扱いにつきましては、従前どおり、５階の理事者控室に当委員会の音

声を放送いたします。 

 次に、第７項、資料要求につきましては、あらかじめ理事会で協議の上、必要な資料を要求し、既に

お手元に配付しております。 

 なお、審査の途中での資料要求につきましては、前もって正副委員長まで、お申し出いただきたいと
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思います。 

 本予算特別委員会におきましては、会場の都合により、審査に直接関係のない理事者の方々は、適宜、

自席または隣の第二委員会室に待機くださるようお願いいたします。 

 以上で、委員会の運営につきましての説明を終わります。ご協力のほど、重ねてよろしくお願いいた

します。 

○大沢委員長  説明が終わりました。 

 ただいまの説明について、ご質疑等がございましたら、ご発言願います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○大沢委員長  ご質疑がないようですので、以上の説明について、全てご了承を得たものとして決定

し、これに沿って運営させていただきます。 

 それでは、第１号議案、平成２９年度品川区一般会計補正予算、第２号議案、平成２９年度品川区国

民健康保険事業会計補正予算、第３号議案、平成２９年度品川区後期高齢者医療特別会計補正予算およ

び第４号議案、平成２９年度品川区介護保険特別会計補正予算を一括して議題に供します。 

 本日の審査項目は、各会計補正予算の歳入歳出予算補正のほか、一般会計補正予算においては、債務

負担行為の補正でございますので、ご了承願います。 

 それでは、これより本日予定の審査項目全てを一括して説明願います。 

○秋山財政課長  おはようございます。本日からよろしくお願いいたします。 

 それでは、平成２９年度各会計補正予算案、第１号議案から第４号議案まで、予算書によりご説明さ

せていただきます。 

 平成２９年度各会計補正予算ですが、国庫支出金等の特定財源に連動して追加が必要となった経費、

また、やむを得ず予定を変更せざるを得ない経費などを基本に編成をいたしました。 

 おそれ入りますが、５ページをお開きください。 

 ５ページであります。平成２９年度一般会計補正予算についてご説明いたします。 

 第１条にありますとおり、歳入歳出それぞれ２５億９,６０９万４,０００円を追加し、歳入歳予算総

額をそれぞれ１,６８１億３,８６７万３,０００円とするものです。 

 内容は、「第１表 歳入歳出予算補正」によるもので、第２条、債務負担行為の追加は「第２表 追

加」と、変更は「第２表 変更」によるものです。 

 ６ページをお願いいたします。 

 第１表、歳入では、１款特別区税から、その下、２０款特別区債まで、合計２５億９,６０９

万４,０００円を追加し、歳入総額を１,６８１億３,８６７万３,０００円とするものです。 

 ７ページ、歳出では、１款議会費から７款教育費まで、８ページに参りまして８款公債費までの合

計２５億９,６０９万４,０００円を追加し、歳出合計１,６８１億３,８６７万３,０００円とするもの

です。 

 ９ページ、第２表、債務負担行為補正追加はその下、路面改良から、一番下の北品川地区歩道整備ま

での１１件を追加し、変更ではその下、第二戸越幹線整備工事以下２件を変更するものです。 

 ３４ページをお開きください。３４ページ、歳入でございます。 

 １款特別区税、１項特別区民税、１目特別区民税は、９億７,７９０万円を追加し、４２２

億１,７４０万円とするもので、納税義務者の増によるものです。９款特別区交付金、１項特別区財政

調整交付金、１目普通交付金は、５億円を追加し、３７８億円とするものです。 
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 １３款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費負担金は、８,４６７万８,０００円を追加

し、１７３億６,６０１万５,０００円とするもので、主なものは、４節障害者自立支援給付費は歳出見

合いの増であります。 

 ３６ページをお願いいたします。以上によりまして、国庫負担金の計を１７４億４,２００万円とす

るものです。 

 １３款国庫支出金、２項国庫補助金、２目民生費補助金は、６億３,８４９万５,０００円を追加

し、１１億８,３６３万６,０００円とするもので、７節保育対策総合支援事業費補助金と、９節保育所

等整備交付金は、私立保育園開設に対する補助の増であります。 

 ４目土木費補助金は、２１億３,２８２万４,０００円を減額し、１１４億１,２９８万円とするもの

で、１節社会資本整備総合交付金は、再開発事業の国費の配分減によるものであります。 

 ３８ページをお願いいたします。５目教育費補助金は、１,７７３万９,０００円を追加し、１

億４,２８３万５,０００円とするもので、２節学校施設整備費は国庫補助の増によるものです。 

 以上によりまして、国庫補助金の計を１４億７,６５９万円減額し、１２９億５,７４１万１,０００

円とするものです。 

 １４款都支出金、１項都負担金、１目民生費負担金は、６５４万６,０００円を追加し、４３

億６,８１４万２,０００円とするもので、６節障害者自立支援給付費は実績増によるものです。 

 ４０ページをお願いいたします。以上によりまして、都負担金の計を６５４万６,０００円追加

し、４３億７,４６５万１,０００円とするものです。 

 １４款都支出金、２項都補助金、１目総務費補助金は、３,４１４万５,０００円を追加し、１

億６,２０９万７,０００円とするもので、補助金の新規採択によるものです。 

 ２目民生費補助金は、１８億８,１２３万５,０００円を追加し、５０億５０９万円とするもので、主

なものは９節待機児童解消区市町村支援事業補助金で、保育園の開設にかかる補助の増であります。 

 ４２ページ、５目土木費補助金は、１億４,８１６万４,０００円を減額し、３５億４,９７３

万５,０００円とするもので、減の主なものは、７節密集住宅市街地整備促進事業費と、１１節住宅・

建築物耐震化補助金の減であります。 

 ４４ページ、６目教育費補助金は、４,３１９万２,０００円を追加し、８,２０９万７,０００円とす

るもので、いずれも補助採択によるものです。 

 以上によりまして、都補助金の計を９０億３,２６３万５,０００円とするものです。 

 １５款財産収入、２項財産売払収入、１目不動産売払収入は、１,１６９万３,０００円を追加

し、１,１６９万４,０００円とするものです。 

 １６款寄附金、１項寄附金、１目指定寄附金は、９８０万８,０００円を追加し、１,０１０

万９,０００円とするものです。 

 ４６ページに参りまして、以上によりまして寄附金の計を１,８５０万９,０００円とするものであり

ます。 

 １８款繰越金、１項繰越金、１目繰越金は、１７億５,６５９万３,０００円を追加し、４４

億８,７５５万７,０００円とするものです。 

 １９款諸収入、４項受託事業収入、３目土木費受託収入は、３億８,１０５万２,０００円を減額し、

受託事業収入の計を２３億６,９０７万２,０００円とするもので、実績減であります。 

 ２０款特別区債、１項特別区債、１目教育債は、７億１,２００万円を減額し、特別区債の計を４
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億１,５６０万円とするもので、校地購入の減額によるものです。 

 ４８ページ、こちらからは歳出でございます。１款議会費、１項議会費、１目議会費は、６５６

万１,０００円を減額し、８億３,９１７万１,０００円とするもので、右側に参りまして、議会運営費

更正減額は議員数の減によるものです。 

 ２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費は、２５億５,２９４万３,０００円を追加し、１０６

億４,３３６万１,０００円とするもので、退職手当追加分と基金積立金追加分であります。 

 以上によりまして、総務管理費の計を１１５億２７万６,０００円とするものです。 

 ５０ページをお願いいたします。２款総務費、２項地域振興費、１目地域活動費は３,２５０万円を

追加し、１５億７,１８３万６,０００円とするものです。 

 ３目区民施設費は、財源更正であります。 

 以上によりまして、地域振興費の計を７５億３,３７６万円とするものです。 

 ２款総務費、４項戸籍及び住民基本台帳費、１目戸籍事務費は８,５１０万円を減額し、５

億５,７４４万２,０００円とするもので、職員給与費の更正減額であります。 

 以上によりまして、戸籍及び住民基本台帳費の計を７億７８９万８,０００円とするものです。 

 ５２ページに参りまして、２款総務費、５項選挙費、１目選挙管理委員会費は８００万円を追加

し、８,６５７万１,０００円とするもので、選挙費の計を４億２,８５０万２,０００円とするものです。 

 ２款総務費、７項監査委員費、１目監査委員費は、１９０万円追加し、８,３０５万５,０００円とす

るものです。 

 ３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費は、１３億２,４００万４,０００円を減額

し、１２９億７,６４４万７,０００円とするもので、主なものは、右側に参りまして、特別会計繰出金

の更正減額であります。 

 ５４ページに参りまして、２目高齢福祉費は、４,４５０万円を減額し、１０億７,１７６

万９,０００円とするもので、高齢者住宅対策事業費の更正減額であります。 

 ３目障害者福祉費は、２億１５８万４,０００円を追加し、５６億２,６２４万３,０００円とするも

ので、それぞれ実績増に伴うものであります。 

 以上で、社会福祉費の計を２１２億９,８１２万２,０００円とするものです。 

 ３款民生費、２項児童福祉費、１目児童福祉総務費は、３,２２４万円を減額し、６７億８,７８３

万５,０００円にするものです。 

 ５６ページに参りまして、２目児童措置費は、２８億８１３６万５,０００円を追加し、２０４

億６,２８６万２,０００円とするもので、区内私立保育園経費は、開設園数の増であります。 

 ３目児童福祉施設費は、１億６,７３０万円を減額し、１５１億４,０４９万７,０００円とするもの

で、それぞれ職員給与費の減によるものです。 

 以上によりまして、児童福祉費の計を４２３億９,１１９万４,０００円とするものです。 

 ５８ページに参りまして、３款民生費、３項生活保護費、１目生活保護総務費は、１,４５０万円を

追加し、６億８,９００万８,０００円とするものです。 

 ２目扶助費は、２億５,３９０万円を追加し、１２７億４,１５３万６,０００円とするもので、国庫

支出金返還金であります。 

 以上によりまして、生活保護費の計を１３４億３,０５４万４,０００円とするものです。 

 ４款衛生費、１項保健衛生費、２目予防費は、１,４５８万９,０００円を追加し、２２億１,３７９
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万８,０００円とするもので、定期予防接種は接種率の増によるものです。 

 ３目環境衛生費は、財源更正であります。 

 ５目保健衛生施設費は、２,８５０万円を追加し、１１億９,７３０万１,０００円とするものです。 

 ６０ページに参りまして、以上によりまして、保健衛生費の計を５４億６,７４６万４,０００円とす

るものです。 

 ４款衛生費、３項清掃費、１目清掃総務費は、３,３８０万円を減額し、３２億８１５万９,０００円

とするもので、清掃費の計を４６億３,５９６万４,０００円とするものです。 

 ５款産業経済費、１項産業経済費、１目産業経済総務費は、１,９７０万円追加し、１６億７,０６１

万円とするもので、産業経済費の計を３２億５,３６８万６,０００円とするものです。 

 ６２ページに参りまして、６款土木費、２項道路橋梁費、１目道路橋梁総務費は、４,４９０万円を

減額し、３億７８３万５,０００円とするものです。 

 ３目道路新設改良費は、１億２,２８０万円を減額して、２３億１,２１５万７,０００円とするもの

で、それぞれ契約落差等による更正減額であります。 

 ４目受託事業費は、３億６,１６０万円を減額して、２２億１,９９２万１,０００円とするもので、

実績減による更正減額であります。 

 ５目橋梁費は、３億１３２万円を減額し、８億２,７６９万３,０００円とするもので、東品川橋架替

工事は、工法変更による更正減額であります。 

 ６４ページ、以上によりまして、道路橋梁費の計を６８億６,５５０万３,０００円とするものです。 

 ６款土木費、３項河川費、１目河川総務費は、９,７９０万４,０００円を減額して、５億４０１

万７,０００円とするもので、五反田リバーステーション整備において、構造変更による更正減額であ

ります。 

 ６款土木費、４項都市計画費、１目都市計画総務費は、２,６５０万円を減額し、７億７,３９６

万３,０００円とするものです。 

 ６６ページに参りまして、２目公園管理費は、更正減額であります。 

 ３目公園新設改良費は、それぞれ更正減額であります。 

 ４目都市開発費は、２６億４,５２８万１,０００円を減額し、１７９億１,２９６万９,０００円とす

るもので、主なものは、市街地整備事業費更正減額は、それぞれ国費配分減に伴う減であります。 

 ６９ページに参りまして、一番上、不燃化１０年プロジェクトと、５行下、防災生活圏促進事業は、

それぞれ実績見合いの減でございます。 

 以上によりまして、都市計画費の計を２１７億５,３８１万２,０００円とするものでございます。 

 ６款土木費、５項建築費、１目建築行政費は、３億９,３５６万１,０００円を減額し、建築費の計

を１７億４,９４８万８,０００円とするもので、実績見合いの減であります。 

 ７０ページ、６款土木費、６項住宅費、１目住宅総務費は、３,４００万円を追加し、２億２２

万３,０００円とするものです。 

 ２目区営住宅費は、１,０００万円を減額し、３億８,６２７万３,０００円とするもので、契約落差

分であります。 

 以上によりまして、住宅費の計を１１億９,０２４万６,０００円とするものでございます。 

 ７款教育費、１項教育総務費、２目事務局費は、３０億２,６９０万円を追加し、４１億６,２１６

万６,０００円とするもので、主なものは義務教育施設整備基金積立金の追加分であります。 
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 ３目教育指導費は財源更正です。 

 ４目社会教育費は、１,９５０万円を追加し、１９億２,０４０万３,０００円とするものです。 

 ７２ページに参りまして、以上によりまして、教育総務費の計を７４億８,２４５万７,０００円とす

るものです。 

 ７款教育費、２項学校教育費、１目学校管理費は、５,８１０万円を減額し、５７億５,２４８

万６,０００円とするものです。 

 ５目学校施設建設費は、７億３,４１０万円を減額し、２７億６,６３０万１,０００円とするもので、

後地小学校の用地購入費の減であります。 

 以上によりまして、学校教育費の計を１１０億１,８７９万１,０００円とするものです。 

 ７４ページに参りまして、８款公債費、１項公債費、１目元金は、３０６万４,０００円を追加

し、１６億３,６４５万２,０００円とするものです。 

 ２目利子は、７２８万円の減額で、２億１,３４９万４,０００円とするもので、それぞれ起債利子利

率見直しによる増減であります。 

 以上によりまして、公債費の計を１８億４,９９４万６,０００円とするものです。 

 ３枚めくっていただいて８０ページ、債務負担行為（追加）としては、路面改良から一番下、北品川

地区歩道整備まで、年間発注の平準化を図るためや、早期に着手する必要があるもので、いわゆるゼロ

債であります。 

 ８２ページをお願いします。 

 債務負担行為その２の（変更）では、第二戸越幹線整備工事および第二戸越幹線整備工事施工監理委

託は、いずれも上流部のシールド工事について分割して契約するためのものであります。 

 一般会計補正予算は以上であります。 

 １３ページをお願いいたします。 

 １３ページ、国民健康保険事業会計補正予算は、第１条で、歳入歳出それぞれ１７億８,０３９

万６,０００円を減額し、歳入歳出それぞれ４２４億８,９４２万４,０００円とするもので、内容は

「第１表、歳入歳出予算補正」によるものであります。 

 １４ページをお願いいたします。 

 第１表、歳入は、１款国民健康保険料から一番下、１０款諸収入まで、合計１７億８,０３９

万６,０００円を減額するもので、歳入合計を４２４億８,９４２万４,０００円とするものです。 

 右側に参りまして、歳出は１款総務費から９款諸支出金まで、合計１７億８,０３９万６,０００円を

減額するもので、歳出合計を４２４億８,９４２万４,０００円とするものです。 

 ９０ページをお願いいたします。 

 ９０ページ、歳入、１款国民健康保険料、１項国民健康保険料は、９２ページに参りまして、６

億３,５１６万２,０００円を減額するものです。 

 ３款国庫支出金、１項国庫負担金は、４億１,５０２万６,０００円を減額するものです。 

 ３款国庫支出金、２項国庫補助金は、９５２万２,０００円を追加するものです。 

 ９４ページに参りまして、４款療養給付費等交付金、１項療養給付費等交付金は、１億９,１５９

万９,０００円を追加するものです。 

 ５款前期高齢者交付金、１項前期高齢者交付金は、１,１０３万８,０００円を追加するものです。 

 ６款都支出金、１項都負担金は、８,０２４万２,０００円を減額するものです。 
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 ９６ページに参りまして、６款都支出金、２項都補助金は、１億８８４万６,０００円を減額するも

のです。 

 ７款共同事業交付金、１項共同事業交付金は、１１億１０９万２,０００円を減額するものです。 

 ８款繰入金、１項繰入金は、９８ページに参りまして、８億４,５４９万５,０００円を減額するもの

です。 

 ９款繰越金、１項繰越金は、１１億９,２９１万４,０００円を追加するものです。 

 １０款諸収入、２項雑入は、１００ページに参りまして、３９万４,０００円を追加するものです。 

 歳入は以上であります。 

 １０２ページに参りまして、歳出は、１款総務費、１項総務管理費は、２,３８２万９,０００円を減

額するものです。 

 ２款保険給付費、１項療養諸費は、７億８,３２２万円を減額するものです。 

 １０４ページに参りまして、２款保険給付費、２項高額療養費は、４,８８１万７,０００円を減額す

るものです。 

 ２款保険給付費、６項結核・精神医療給付金は財源更正であります。 

 ４款後期高齢者支援金等、１項後期高齢者支援金等は、１,３４３万４,０００円を減額するものです。 

 １０６ページに参りまして、６款介護納付金、１項介護納付金は、１,９９９万２,０００円を減額す

るものです。 

 ７款共同事業拠出金、１項共同事業拠出金は、１１億１０９万２,０００円を減額するものです。 

 ８款保健事業費、１項特定健康診査等事業費は、４,２３９万２,０００円を減額するものです。 

 １０８ページに参りまして、９款諸支出金、１項償還金及び還付金は、２億５,２３８万円を追加す

るものです。 

 国民健康保険事業会計の補正予算は以上であります。 

 １９ページをお願いいたします。 

 後期高齢者医療特別会計補正予算は、第１条で、歳入歳出それぞれ３０万８,０００円を減額し、歳

入歳出それぞれ７９億３,２４０万３,０００円とするもので、「第１表、歳入歳出予算補正」によるも

のです。 

 ２０ページをお願いいたします。 

 第１表、歳入では、１款後期高齢者医療保険料から６款諸収入まで、合計３０万８,０００円を減額

するもので、歳入合計を７９億３,２４０万３,０００円とするものです。 

 歳出は、１款総務費から４款保険給付費まで、３０万８,０００円を減額するもので、歳出合計

を７９億３,２４０万３,０００円とするものです。 

 １１６ページをお願いいたします。 

 歳入は、１款後期高齢者医療保険料、１項後期高齢者医療保険料、１目後期高齢者医療保険料は、１

億１,９８７万４,０００円を追加するものです。 

 ３款広域連合支出金、１項広域連合負担金は、１,７００万８,０００円を追加するものです。 

 ３款広域連合支出金、２項広域連合補助金は、９９６万５,０００円を追加するものです。 

 １１８ページに参りまして、４款繰入金、１項繰入金は、１億９,６８６万７,０００円を減額するも

のです。 

 ５款繰越金、１項繰越金は、５,８２３万８,０００円を追加するものです。 
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 ６款諸収入、１項受託事業収入は、８５２万６,０００円を減額するものです。 

 １２０ページに参りまして、歳出では、１款総務費、１項総務管理費は、６７６万２,０００円を減

額するものです。 

 １款総務費、２項徴収費は、財源更正であります。 

 ２款分担金及び負担金、１項広域連合負担金は、２,９５０万９,０００円を追加であります。 

 １２２ページ、３款保健事業費、１項保健事業費は、２,６９５万５,０００円を減額するものです。 

 ４款保険給付費、１項葬祭費は、３９０万円を追加するものです。 

 後期高齢者医療特別会計補正予算は以上であります。 

 ２３ページをお願いします。 

 介護保険特別会計補正予算は、第１条で、歳入歳出それぞれ１億６,６７１万円を追加し、歳入歳出

それぞれを２５１億６１２万８,０００円とするもので、「第１表、歳入歳出予算補正」によるもので

す。 

 ２４ページをお願いします。第１表、歳入は、３款国庫支出金から８款繰越金まで、計１

億６,６７１万円を追加し、歳入合計を２５１億６１２万８０００円とするものです。 

 右側に参りまして、歳入は、１款総務費から５款諸支出金まで、計１億６,６７１万円追加し、歳出

合計を２５１億６１２万８,０００円とするものです。 

 １３０ページをお願いします。 

 歳入は、３款国庫支出金、２項国庫補助金は、６,５７９万１,０００円を追加するものです。 

 ４款支払基金交付金、１項支払基金交付金は、４,３６２万９,０００円を追加するものです。 

 １３２ページに参りまして、５款都支出金、２項都補助金は、３,４４５万５,０００円を追加するも

のです。 

 ７款繰入金、１項一般会計繰入金は、１億６,９６４万５,０００円を減額するものです。 

 １３４ページ、７款繰入金、２項基金繰入金は、１,４７３万５,０００円を追加するものです。 

 ８款繰越金、１項繰越金は、１億７,７７４万５,０００円を追加するものです。 

 歳入は以上になります。 

 １３６ページをお願いします。 

 歳出では、１款総務費、１項総務管理費は、８２９万円を減額するものです。 

 ３款地域支援事業費、１項介護予防・生活支援サービス事業費は、６,２７８万９,０００円を追加す

るものです。 

 ３款地域支援事業費、４項その他諸費は、２万５,０００円を追加するものです。 

 １３８ページに参りまして、４款基金積立金、１項基金積立金は、３,３９５万７,０００円を追加す

るものです。 

 ５款諸支出金、１項償還金及び還付加算金は、７,８２２万９,０００円を追加するものです。 

 歳出は以上になります。 

 介護保険特別会計補正予算は以上であります。 

 以上で、第１号議案から第４号議案まで、各会計補正予算の説明を終わります。 

○大沢委員長  以上で、本日の審査項目に関する全ての説明が終わりました。 

 本日は３１名の方の通告をいただいております。それぞれ持ち時間の中で活発なる質疑をお願いいた

します。 
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 なお、質疑に際しましては、必ず 初に記載ページおよび質問項目をお示しいただくとともに、答弁

に要する時間をご考慮の上、質問されますよう改めてお願いいたします。 

 これより質疑に入ります。 

 ご発言願います。渡部茂委員。 

○渡部委員  おはようございます。総括質疑まで長い期間続きますが、会派としてもさまざま勉強等

積んでまいりましたので、いろいろ教えていただければと思います。また、提案、要望等もさせていた

だきますので、よろしくお願いします。 

 一番 初なのですけれども、ページ数はないのですが、先週ご報告いただきました福井県坂井市の雪

害等に関する状況ということで、区から今回も義援金が出されるというご説明がありました。この義援

金に関しまして、どのような経緯でというところと、今回補正が上がってきていますが、年度内になさ

るということであれば、どのような形でこの辺の金額を合わせて出金されるのかというところをご説明

いただければと思います。 

○米田危機管理室長  特別区の全国連携プロジェクトを通じまして、さまざま連携しております福井

県坂井市ですが、２月の上旬に記録的な豪雪によって、ご案内のように市内の国道８号線においては

約１,５００台の車が２日間にわたって立ち往生するほか、建物の損壊、倒壊、それから人的被害も含

め、多大な被害をもたらす状況、それから除雪費用の高騰というようなことでのお話を伺っております。

これまで坂井市側と被害状況、支援の必要性に関する連絡を所管のほうでとり合ってきたのですけれど

も、市側の豪雪への緊急対応の状況も落ち着いてきて、費用もかなりかかっているというようなことで

すので、大規模災害被災地に対する支援に関する条例に基づき、見舞金１００万円を贈呈することとい

たしました。こちらにつきましては、予備費を使用して支出をする考えでございます。 

○渡部委員  承知いたしました。被害は大きかったようですので、さまざまな観点、坂井市の方々と

も交流が今活発に区からもお伺いしているようなところでございますので、有意義に使っていただけれ

ばと思います。 

 それでは質問に入らせていただきます。 

 補正書の６ページで、歳入の特別区税のところで伺ってまいります。今回も大きな金額が補正をされ

ました。考えるところ、人口も増えている、景気もよくなっているなどの要因が挙げられると思うので

すが、実際今回もこれだけの増額補正が入った経緯、わかれば教えていただきたいのと、あわせて伺い

ますけれども、実は補正の裏に隠れている、先ほど冒頭区長からのご挨拶の中にもありましたふるさと

納税で、前回の決算特別委員会等の中でもいろいろご説明もいただいておりまして、本年度の流出がお

おむね６億円、８億円などという感じだったのですが、実際のところ相当な額が流出をしてしまってい

るというようにも伺っております。このふるさと納税による流出、平成２９年度はおおむねどれぐらい

になる見込みなのか、あわせて、逆に当然入りも若干はあろうかと思うのですが、入りは果たしてある

のか、その辺もあわせてお伺いしたいと思います。 

○秋山財政課長  まず、特別区民税の見込みということでございますけれども、このところ人口が増

えておりまして、納税義務者が増えているというところもあって増えているところでありますが、委員

ご指摘のようにふるさと納税の影響というものも見まして、今回１.４％ということで補正を出させて

いただいているというところでございます。 

○伊東税務課長  今、財政課長が答弁したところでございますけれども、やはり先ほど委員ご指摘の

とおり、納税義務者が増えているというところがございます。４０代、５０代のところが主に増になっ
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ているというところでございます。 

 それとふるさと納税に関しましてですけれども、平成２９年当初時は８億円ほどということで見込ん

でおったところでございますが、賦課の結果１１億９,０００万円ほどというようなことで、平成２９

年度影響額が出ているというようなものでございます。入りの部分でございますけれども、平成２９年

度としては全くその額には及ばないところではございますが、平成２９年度として、今現在のとこ

ろ１１０万円ほどの入りを見込んでいるところでございます。 

○渡部委員  状況を聞かせていただきました。またこれも平成２９年度は終わってしまうことであり

まして、明日から始まります平成３０年度予算のほうのところで、さまざまご提案なども私どもでさせ

ていただきたいとは考えておりますが、２３区さまざまなところでさまざまな取組みがされていると思

います。会派の中でも考えは分かれるのですが、ただ、一致団結、これだけは言えることは、余りにも

流出が多くなってきていますので、何らかの形でこの流出抑制というものはかけなければならないのか

なと思います。その流出抑制、 大の、何といいましょうか、やはりある程度の攻撃が必要なのか、防

御が必要なのか、防御というのはなかなかできないのかなと思います。杉並区のような取組みというも

のも、もしかしたら必要なのかもしれないとは考えておりますが、しかるべき平成３０年度に向けて、

また明日から要望等もさせていただきます。引き続き注視していかなければならない課題かと考えてお

ります。 

 そのような中で、この特別区民税、いわゆる普通徴収の部分で、いよいよ私どもも再三申し上げてお

りましたクレジット納付、多様な税の納付方法ということで、クレジット納付がスタートを切りました。

Ｙａｈｏｏ！公金のページに入りましても、なかなかわかりやすい感じでありました。２３区におきま

しても、２３区全部やっているわけではないですが、８区、９区か何かが取組みをしているのかなと思

いますけれども、この１月からスタートしましたクレジット納付、住民税と軽自動車税等でしょうか、

その辺実際まだ始まって短いのですけれども、どのような傾向が見られるのか教えてください。それと

手数料のところはあらあら承知していますが、少し教えてください。それと１つ気になっているのが、

これ、クレジット納付される側ですと、例えば１月末日に手続を打てば、実際引き落としになるのは３

月の半ばぐらいなのか、もしくは３月の後半なのかということで、資金繰りは非常に役に立つと思って

いますが、行政のほうにはリアルタイムでといいましょうか、２営業日ぐらいで入ってくるような仕組

みなのか、あわせてお聞かせください。 

○伊東税務課長  クレジット納付の状況でございますが、今年の１月からクレジットでの納付を開始

したところでございますけれども、速報値というところでございますが、２月末で１６４件のクレジッ

ト納付があったということで報告がされております。金額にしては約１,３００万円ほどということで

ございます。分析等はまだしていないのですけれども、納付のチャンネルが増えたということで利便性

が上がって、収納率の向上に結びつけばいいなと思っているところでございます。 

 それと手数料に関しましてですけれども、これにつきましては１万円までの部分に関しては１％、税

込みで１０８円かかるわけですが、その部分に関しては区のほうが負担をしまして、それを超える部分

に関して、１万円ごとに１０８円が加算されて、それが納付者の負担になるというような形でございま

す。 

 情報のほうも、これに伴いまして我々のほうに情報が入るように、消し込みというか、連絡が来ると

いうことにはなってございますけれども、ちょっと時間的な部分は未確認でございます。一応想定では

早く入ってくるということになってございます。 
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○渡部委員  インターネットなどでこの区民税のクレジット納付を調べてみますと、結構民間の方々

のサイトの中で、やはりこれポイントがつきますよと。手数料を取られるけれどもポイントがつきます

ですとか、資金繰りだとか書かれていて、行政がやらなくてもある意味宣伝はされている。件数を聞き

ましても、１月スタートでこれだけの件数で入ってきているということは、それなりにご利用されてい

る方、希望されている方がいらっしゃるのかなとは感じています。この後、税もそうですし、新年度は

国保等でも始まると思いますが、さまざまな形、推移を見ながら、これから先もさまざまな納付方法の

研究をされていっていただきたいと思います。 

○大沢委員長  次に、新妻委員。 

○新妻委員  私からは３６ページ、次世代育成支援対策施設整備交付金、それと４４ページの学校施

設トイレ整備支援事業補助金、４３ページのまちづくり緊急推進事業補助金、公衆便所費、公園・児童

遊園維持管理費からお伺いしたいと思います。 

 まず 初の３６ページの次世代育成支援対策施設整備交付金ですが、まずこの交付金とは何か、また

どのような事業に使うことができるのか、さらに品川区では、具体的にどのように使われているのか、

あわせてお知らせいただきたいと思います。 

○佐藤保育課長  次世代育成の関係の補助金のことでございますが、今回の補正に関しましては、オ

アシスルームの運営費に関する施設整備費に関して補正をしているところでございます。具体的には平

塚シルバーセンター跡のオアシスルームと、第三庁舎内のオアシスムールに関しまして、この間ずっと

調整をしてきたのですが、採択がおりましたので、こちらのほうをお願いしているところでございます。 

○新妻委員  ここに書かれているとおり、オアシスルームの運営費ということでございます。そして、

このオアシスルームですけれども、オアシスルームとは、現在品川区に９カ所、またこれから２カ所増

えていくというところです。これは在宅で子育てをする保護者の方が、用件、いろいろな用事、買い物

であったり、病院に行くであったり、またリフレッシュ、このようなところでも使うことができる、こ

の用事を済ませる間に一時的にお子さんを預かっていただける事業でございます。ここのところ、待機

児童対策等で共働きのお母さんのところには大きな視点が当たっていると思いますが、一方では在宅で

このように子育てをされている方も多くいらっしゃると思います。私のところにも、この在宅支援、在

宅で子育てをしている人にも支援策が必要ではないかという、そのような声も多くいただいているとこ

ろです。その視点からお伺いをさせていただきたいと思っております。 

 現在９カ所、約７２人の受け入れがあって、この４月から第三庁舎では新規１５人、また、次の年度

には平塚橋シルバーセンター内にもオープンをするということで、またこれが活用が、多くの区民の

サービスが向上されていくことを期待しております。そこでまず、平成２８年度の利用実績は大体１

万６,０００人と認識をしておりますが、この平成２９年度、現在までの利用状況と、各施設での利用

の傾向をお知らせいただきたいと思います。 

○佐藤保育課長  オアシスルームに関するお尋ねでございます。１点目の利用状況は、今委員ご指摘

のとおり、大体１万６,０００人から１万７,０００人ぐらいの間で、平成２９年度の実績は出るものと

考えております。 

 ９施設の利用状況なのですが、古くからやっているオアシスルームに関しましては、大体５０％か

ら６０％前後の利用率なのですけれども、新しく 近できている、例えばものづくり創造センター内で

あれば、かなり低くて１４％という状況で、大分施設によって差があるというところでございます。 

○新妻委員  大体５０％から６０％、新しくできた大井第一小学校から第一京浜に向かって下ってく
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る左手のところにありますものづくり創造センターですか、そこが１４％ということで、かなりこの利

用率が低いと思います。新しい施設でありますので、皆さん関心を持って使われていくのかと思う、そ

ういうところもありましたけれども、この利用率の低さというところで、何かこれが原因といいますか、

理由というのはどのようにお考えでしょうか。 

 そして、やはりこれは在宅支援の方のためには大事なサービスでありますので、多くの方に使ってい

ただきたいと思います。そこで、例えば新たにオープンしたことを知らない、周知がまだ少ないという

ようなところも考えられると思いますけれども、このどこにオアシスルームがあるのかということ、

ホームページにはそれぞれの住所はあるのですけれども、位置的にどこにあるのかということが、住所

だけではなかなか判断ができずに、例えば近いところを使うことが一番かもしれませんが、自分の用事

によっては自分のご自宅のそばではないところに使うことも、それも可能だと思います。そのようなこ

とを判断するために、例えばオアシスルームのマップを作成したらどうかと思います。ほかの事業です

が、今回子ども食堂が品川区に多くできるところで、社会福祉協議会が子ども食堂のマップをつくりま

した。どこにあるのか、どのようなところがやっているのかということを一覧にした、これが非常にわ

かりやすく、とてもいいなと思っております。このオアシスルームにおいても、それぞれの箇所の特徴

も入れながら、このマップを作成していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○佐藤保育課長  まず利用率の関係でございますが、利用率が上がらない原因といたしましては、

キャンセルが多いということで年間大体５,０００件ぐらいあるところが１つの要因だと思います。あ

ともう１点といたしましては、直接施設に聞かないと空いている日程、時間帯がわからないというとこ

ろだということで、そういう課題を認識しております。平成３０年度の当初予算でお願いをしている予

定ではございますが、その辺を解消するためにインターネットの予約システムであったり、コールセン

ターのほうを入れて少しでも利用率の向上を図りたいと考えております。 

 あと委員ご提案のマップの掲載ではございますが、インターネットシステムは区のホームページから

入っていって、オアシスルームのページからまたリンクを張る予定ですので、そのあたりにわかりやす

い地図のほうを載せて、より周知に努めてまいりたいと考えております。 

○新妻委員  区民の方がわかりやすく確認ができるような体制を整えていただきたいと思います。そ

して、平成３０年度から、このようにデータ化をされてネットでの予約が開始されます。また、コール

センターでの細かい対応もしていただけるということで、これは次の新年度予算になりますので、要望

で終わらせていただきますが、このネット予約の解禁にあたっては、例えば登録をするときには、施設

ごとに事前に希望日の３日前までにお子さん同行で面接をうける必要があります。これが借りるところ

ではなくて、近くのところでの登録ができるようにしてほしいということと、また、例えばマイナン

バーカードとの連携で、さまざまなことの手続が簡素化されるというようなこと、そのようなこともぜ

ひご検討をいただきたいと思います。 

 それともう１点が、やはり全域にあるというところでは、勝島・八潮地域がこのオアシスルームがま

だ不在です。地域からはやはり欲しいという声が聞かれております。区にもこのような要望が来ている

かと思いますが、この勝島・八潮地域へのオアシスルームの展開というのはどのようにお考えかお聞か

せください。 

○佐藤保育課長  ２点ご質問いただきました。１点目の手続のほうの簡素化なのでございますが、一

応オアシスルーム、一時利用ではありますけれども、命を預かる施設ということで、一度ご利用する施

設のほうでの面接というものは省略できないと考えておりますが、一度面接したところ、複数に登録す
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る場合は一定の簡素化のほうも今後の課題と考えておりまして、検討を進めたいと思っております。 

 ２点目の八潮・勝島地区へのオアシスルームの設置なのですけれども、委員ご指摘のとおり、その地

区にだけオアシスルームが１つもないという状況です。今年度に関しましても、何カ所か候補地があっ

たので当たってはいたのですが、二方向避難等の状況で実現しませんでしたけれども、今後も引き続き

場所等の確保に向けて努力してまいります。 

○新妻委員  場所を確保することも大変な困難が伴うこともあると思いますけれども、ぜひよろしく

お願いいたします。 

 次に、学校施設トイレ整備支援事業補助金について伺います。 

 現在、我が会派からもたびたびトイレの洋式化を要望させていただきまして、大幅に、大きく進んで

いることと認識をしております。現在の、この学校トイレの洋式化の現状と、今後の取組みですね。ど

のようなスピード感で進んでいくのかということをお知らせいただきたいと思います。 

○品川庶務課長  学校トイレでございますが、現在委員お話しのとおり、洋式化のほうを進めている

現状でございます。今年度末の数字でございますが、大体６６対３４という割合に今のところなってい

ます。洋式のほうが６６、和式が３４という形です。それから今年度、また力を入れて進めていきたい

と考えております。一応来年度末の予測としましては７０対３０、７割が達成できるというような見込

みで進めている状況でございます。 

○新妻委員  さらに加速をさせていただきたいと思いますが、１００％を目指すことを私ども会派と

しては要望させていただいておりますけれども、失礼いたしました。この洋式化、やるべきところは早

く達成をさせていただきたいという思いで、加速をさせ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、ここで話はそれますが、トイレの支援、トイレの学習といいますか、学校教育の中でのトイ

レの学習をどのようにされているのかということを教えていただきたいのですが。よろしくお願いいた

します。 

○品川庶務課長  学校でのトイレ教育ということでございますが、基本的にはまず市民科のほう

で、１年生のときに和式トイレの使い方というものを市民科の教科書に載せております。その中でトイ

レ教育について、教員のほうが少し進めてお話をするというようなところでやってございます。 

○新妻委員  和式トイレの使い方、それはなかなか、やはり自宅でも洋式が多いということで、和式

トイレの使い方であろうかと思いますけれども、私のところに小学生の女の子から切実なご相談があり

ました。今、学校の中で洋式化を進めていただいて、それは洋式を使うことには何もないのですけれど

も、やはりトイレに行くこと自体が恥ずかしいのですと。それで、トイレの中で洋式化にはなっている

けれども、音が気になるということで、なかなかトイレにも行きづらくなってしまうという声があって、

トイレの中に「音姫」、用を足しているときに音が流れる、そういうものをつけてほしいのですという、

小学校の女の子からそういうお話がありました。その考え方について少しお伺いをしたいのですが、設

置はなかなか難しいところもあると思いますけれども、例えば携帯タイプのもの、そういう「音姫」の

携帯タイプがあったりするのです。それを持ち込んでいくとか、また、設置も考えられるということも

あるのか、少しお考えをお聞かせいただきたいと思います。 

○品川庶務課長  学校トイレにつきましては、教育委員会としましても、極力、児童・生徒が使いや

すいように改善のほうを進めているところでございます。今、委員からお話にありましたものにつきま

しては、携帯用ということで、こちらはやはり学校に持ち込むこと自体、まず校長先生と、それから先
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生等、相談して、持ち込みができるかどうかというようなところになるかと思います。 

 それからこのあたりの、例えば温水洗浄便座とか、あと便座除菌クリーナーとか、そういった面も問

題としてはあるかと思いますけれども、この辺につきましては国や都の動向、それから他の市区町村の

動きなども見て考えていきたいと、このように考えております。 

○新妻委員  そうですね。ぜひ寄り添ったご検討をお願いしたいと思います。品川区としてご検討を

していただきたいと思います。 

 後にまちづくり緊急推進事業補助金についてお伺いいたします。これもトイレについてでございま

すが、今、公園内のトイレも含めて、洋式化を進めていただいていると思います。そしてまた、品川区

内の公園も新たに整備をされ、改修をされるですとか、新たにつくられていくとか、そういうこともこ

れから進んでいくと思います。このトイレの中に、洋式化をするときに、用を足しているときに赤ちゃ

んを座らせておく、メーカーによってはベビーキープであったり、ベビーチェアーといっているようで

すけれども、この設置を必ずするということを前向きにご検討いただきたいと思うのです。いかがで

しょうか。 

○溝口公園課長  現在だれでもトイレの設置を進めておりまして、その中でベビーチェアーというも

のは設置をしていくところでございます。そのほかにつきましても、今後整備する中で検討していきた

いと考えているものでございます。 

○大沢委員長  次に、中塚委員。 

○中塚委員  私からは、５９ページの衛生費、保健所の職員給与費に関連して、保健所の役割、カプ

セルホテルと近隣住民の関係についてお伺いしたいと思います。 

 保健所では日々さまざまな仕事を職員の方はされているとは思いますが、その１つが旅館業法に基づ

く保健所長の営業許可です。２０２０年東京オリンピックに向けて、 近住宅街に簡易宿所が増えてき

て、近隣住民とのトラブルが起きております。まずこのカプセルホテルを建設する際、旅館業法に基づ

いて看板の設置が行われますけれども、この看板設置の趣旨は何か、そして近隣住民への説明をどう指

導されているのか、現状をお聞かせください。 

○井浦生活衛生課長  保健所では、ご指摘のように旅館業法に基づきまして、ホテル、旅館、簡易宿

所等の許可手続を進めているところでございます。その中で、事前に許可申請予定者に対する指導とい

たしまして、標識を設置して近隣によく説明をしまして、トラブルのないように進めていただくという

ようなことを指導しているところでございます。 

○中塚委員  標識を設置して近隣によく説明するようにというご説明でした。具体的に、西大井駅近

くの西大井六丁目において、株式会社イノベーターズによる計画で、敷地面積は１１３㎡、２階建て、

客室は１９室のカプセルホテルの計画です。近隣住民は看板に旅館業法に基づく看板の設置であること、

あと簡易宿所と記され、これを見た住民の方は、周辺が戸建住宅となる住宅地に一体何ができるのかと

強い不安の声が上がりました。標識にある業者に電話をしても電話が一向につながらない、ようやく連

絡がとれても、何をつくるのか、どのような計画なのかの説明がない。この計画がカプセルホテルだと

電話で説明があったのは、看板設置から約１カ月後のことでありました。これは先ほどの説明の標識設

置の趣旨に反すると。このような業者の対応は問題だと思うのですけれども、いかがでしょうか。 

○井浦生活衛生課長  許可申請の前の事前相談の段階の手続でございますが、さまざまな近隣の声を

頂戴しながら、ときには業者に直接連絡をする、そして監督・指導するというような形で、適切に説明

をしていただけるように努めているところでございます。 
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○中塚委員  区は指導されていると思うのですけれども、今伺ったのは、このような対応は問題では

ないのかと思うのですが、その点についてお伺いしたいと思います。西大井六丁目は準工業地域という

ことですが、現状ではほとんどが住宅地です。ですから、住宅地にこのカプセルホテルができると、旅

行客など不特定多数の方が出入りすることに、近隣の住民の方はとても不安に思っております。しかも

今回の事業者は、どのような計画なのか、何をつくるのか、標識にある電話番号に電話をしてもつなが

らないと。ようやく品川区にも相談をして、説明会を開催することが決まったのですけれども、これも

看板設置から２カ月後です。しかし、これもまた事業者の変更があり得るという理由で、直前になって

説明会が中止になり、現在もまだ決まっておりません。事業者は説明会の開催を義務づけられていない

と住民に説明をしております。カプセルホテルとなると、チェックイン、チェックアウトが２４時間と

いう営業形態も多く、日中、早朝、深夜、時間を問わずホテル宿泊者が出入りすることに、近隣の住民

の方は平穏な住環境が壊れると不安を感じております。ぜひ旅館業法に基づく建物を建てる場合は、

低限説明会の開催をしっかり条例で義務化をして、良好な住環境を守るルールづくりが急がれていると

思いますが、いかがでしょうか。 

○井浦生活衛生課長  個別の案件についてのご質問でございます。中にはなかなか動きが遅いという

ところもございますので、きちんと私ども、業者サイドに連絡をいたしまして、指導を申し上げている

というところでございます。その中で、きちんと住民に説明をする、あるいは説明会を開くというケー

スもございます。 

 また、一定の集客を伴う営業施設につきましては、多様な形態がございますので、そのような中でど

のような規制、あるいは誘導というものがいいのかというようなところについては、常に継続して課題

として検討していくものでございます。 

 それから 後にご要望の、法令に基づく説明会の義務化というところでございますが、旅館業法につ

きましては、もともと用途地域の指定というものがございまして、さらに学校施設、教育福祉施設等に

つきましては、それぞれの関係行政機関に意見を聞きまして、さらに品川区の要綱に基づきまして、標

識の設置で誠意を持って住民の皆さんに説明していただくというところで指導しているところでござい

ます。また個別に不都合な事象がございましたら、私ども対応していくというような体制をとっている

ところでございます。 

○中塚委員  私が伺ったのは、今回のこのケースはまず問題ではないのかと。それを解決するために

説明会の開催の条例化が必要ではないかと、そう指摘をいたしました。改めて問題ではないのか、条例

化をなぜ検討しないのかお伺いしたいと思います。 

○井浦生活衛生課長  個別事例についてのご質問でございますが、なかなか動きが遅いところについ

ては、私ども業者にきちんと連絡をしまして、住民の方からはなかなか業者に電話が通じにくいという

声も聞いてございますが、私どもきちんと架電いたしまして、業者に対して指導を適切にしているとい

うところでございます。その結果、説明会の開催ということも業者のほうで提案されたということで聞

いているところでございます。 

○中塚委員  業者は説明会の開催が義務化されていないことを理解していて、住民に対して義務化さ

れていないので、当初は個別に説明をするとか、何をつくるかも説明していないのです。この現状があ

る中で、これを問題だと思わないのか、解決のために条例で説明会の開催を義務づけることが必要では

ないかと思うのですけれども、はっきりとお答えいただきたいと思います。一体保健所は誰の何を守ろ

うとしているのか、しっかり良好な住環境を守る責任があると思うのですけれども、いかがでしょうか。 
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○井浦生活衛生課長  私どもは旅館業法などの法令に基づきまして、良好な生活環境の確保を図ると

いうところで努力しているところでございます。 

 また、その条例による義務化というところでございますが、やはり一定の集客を伴うさまざまな業態

がある中で、どのような規制が必要になってくるかというようなところは、総合的に考えていくもので

ございます。その中で旅館につきましては、もともと説明会というようなところまで制度が構築されて

いるところではございませんので、東京都、特別区等の動向も踏まえながら、私ども、どのようなとこ

ろに課題があるというようなところは研究しているところでございます。 

○中塚委員  総合的に考えていきたいということですけれども、確かに準工業地域だったところなの

です。でも、現状はほとんどが住宅街になっているというのが実態です。ぜひ実態に即して、条例化な

ど規制を強めていく必要があると私は思います。 

 私も調べてわかったのですけれども、今回の業者は１月１４日に看板を設置して、２日後の１月１６

日に建築確認を受けております。看板設置からわずか２日間で建築確認とは、この計画について住民に

説明をする考えも、理解を得ようという姿勢も、全くないあらわれだと私は思います。電話をしてもつ

ながらない、何をつくるのかも教えてくれない、つながったところで対応してくれない、説明会がよう

やく開催されたら、直後に中止となる、こういう状態では、私は説明会の開催を義務化する条例化が急

がれていると思うのですけれども、現状の認識をお伺いしたいと思います。そしてこうしたケース

が、２０２０年東京オリンピックに向けて、区内各地で広がっているのではないかと私は思うのですけ

れども、この簡易宿所、カプセルホテルの動きについては、区内ではいかがでしょうか。 

○井浦生活衛生課長  旅館業法の許可申請に伴う標識の設置につきましては、許可申請の１５日前ま

でに標識を設置して、建築確認の表示が国土交通省令に基づいて出されるまで継続して掲示するように

というようなところで、要綱で定めているところでございます。このような形で、簡易宿所の標識設置

日から旅館業許可申請まで 低２週間の期間は置かなければならないということでルールづけてござい

まして、その間に地域住民の方の声に耳を傾けていただきまして、誠意を持って住民との話し合いを

行って、紛争等の解決に努めていただくというようなことが要綱の趣旨になっております。そのように

私ども指導しているところでございます。 

○中塚委員  今回のケースは、その要綱が守られていないということなのです。大体標識が出て２日

後に建築確認の審査が通っている。住民がその標識にある電話に電話をしてもつながらない。つながら

ないのです。何回電話しても。これはその要綱が守られているという認識なのか、私はしっかりと条例

化して、説明会の開催を義務づけるべきだと思うのですけれども、いかがでしょうか。 

○井浦生活衛生課長  私ども、その対象となっている業者に対してはきちんと電話がつながってござ

いまして、要綱に基づいて指導をしているというところでございます。いずれにしましても、このよう

な手続面も含めたトラブルの防止という意味では、旅館業の許可申請と建築確認申請については同時に

行うように指導してまいりたいと考えてございます。 

○中塚委員  この業者は品川区が電話すると出るのです。住民が電話すると出ないのです。これがそ

うなのです。住民の人が何回電話しても出ないのです。そういう状況なので、私は条例化が必要だと思

います。 

 この旅館業法に基づく建物について、 終的に営業許可をおろすのは保健所長と伺いました。消防や

保健衛生などの基準をクリアすることは当然ですけれども、今回のように住民に説明もしない、理解を

得ようともしない、強引にこの計画を進める事業者については、営業許可の可否も含めて、品川区の強
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い行政指導が必要だと思います。これを問題なしとしてしまったら、このように住宅街にカプセルホテ

ルができ、近隣住民とのトラブルになるケースが今後も広がっていくのではないかと私は心配している

のですけれども、その現状認識についても伺いたいと思います。 

○井浦生活衛生課長  さまざまな用途の建築物がございまして、さまざまな多様な業態がございまし

て、集客の時間帯もいろいろございます。そのような中で、どのように規制していくのか、あるいは区

として誘導していくのかというようなところの大きな都市計画、まちづくりというようなところの分野

もかかわってまいりますので、庁内関係課とも連携いたしまして、また、東京都、特別区での類似の事

例をめぐる動き、動向等々も見ていきながら、適切に指導を行っていきたいと考えているところでござ

います。 

○中塚委員  先ほど来、適切な指導とおっしゃるのですけれども、今回のケースは単に建物が合って

いるとか、保健衛生とか、そこはクリアしているというだけではなくて、近隣住民との関係がつくられ

ていないのに計画を進めるというのは問題ではないかと、そう伺っているのです。そこが問題だと区は

思っているのか、その問題の解決のためのルールづくりが必要だと思っているのか。例えば、いわゆる

マンション紛争、紛争等予防条例に基づくものですと、説明会が条例で義務化され、このようなことを

住民に説明しなさいとあるわけです。ただ、旅館業法で、しかもこれが２階建てで小さい建物になると、

この対象にならないのです。ここを業者はよくわかっていて、逆に説明をしないわけです。それだけに、

改めて説明会の開催を義務化する、そのような規制が必要だと思いますけれども、いかがでしょうか。 

○井浦生活衛生課長  中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例、区で持ってござい

まして、こちらは日照、通風ですとか、あるいは工事に起因する騒音、振動等のトラブルを未然に防止

するものでございます、高さ制限というものもございます。その高さ制限に今回は該当しないというよ

うな建築物の許可をめぐる事前の手続というところでございますので、再三申し上げてございますが、

品川区の要綱に基づきまして適切に指導していくという中で、生活環境の確保を図ってまいりたいと考

えてございます。 

○大沢委員長  次に、大倉委員。 

○大倉委員  よろしくお願いします。私からは３７ページの公園・児童遊園整備についてと、５７

ページの認証保育所運営費について伺います。 

 まず、認証保育所なのですが、先日認証保育所に通われている方からのお話で、今通っている認証保

育所が急遽休止するというようなお話を受けて、別途転園をしなければいけなくなったというようなお

話をいただきましたけれども、それについての現状と経緯について教えていただきたいのと、あと公園

については、公園の改修について、今品川区で公園では１４４カ所、この公園の遊具や全体的な老朽化

の部分で、今後の改修の計画はどのようにされているのか教えてください。 

 あと、今高齢者の健康増進や介護予防について、健康をしっかり進めていこうという中で、こういっ

た健康器具のようなものが設置されている公園というのがどのくらいあるのか教えていただきたいのと、

公園法、児童福祉法における児童遊園というものが、今品川区だと特定児童遊園、防災の視点から防災

器具が設置されているところも多分あると思うのですが、児童福祉法における児童遊園ということで、

全部ここで書いてあると６８プラス５０で１１８カ所あるのかということを教えてください。 

○大澤待機児童対策担当課長  私からは、認証保育所についてのご質問にお答えいたします。 

 ２月の上旬に認証保育所１園から、近隣で工事が予定されているので、保育に懸念があるということ

でご相談を受けました。それについて、区と事業者で３回にわたって話し合いを持ったところです。そ
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れとは別に、区としましては工事の事業者についてもお話し合いを持ちまして、そのような懸念がある

ので、工事については配慮してほしいということで、区のほうからも工事の事業者にお願いをしてまい

りました。 終的には認証保育所ですので、先週都と区と事業者と３者で話し合いを持ちまして、保育

に対する懸念ということから、４月から休止をする方向で現在調整を進めているところでございます。

在園児につきましては、一次で認可に内定が出なかった方がいらっしゃいましたので、その方について

は二次の認可の申込みを促して、申込みを受けたところです。ただ、二次でも認可のほうに入園の内定

が確実ではございませんので、あわせてほかの認証保育所に全員入園が決まっているということを報告

を受けております。 

○溝口公園課長  まず、公園の改修に関してでございます。委員お話しのように、公園について

は１４４カ所、そのほか児童遊園もあります。全て公園、児童遊園合わせまして、区内で２６６カ所あ

ります。この公園全体を対象といたしまして、長寿命化計画をつくっておりまして、遊具の古さ、また

は安全性の確保、また一方でバリアフリーの観点、そういったところも含めて総合的に勘案して、公園

の改修というものにあたっているところでございます。 

 また、健康遊具につきましては、しながわ中央公園等含めて３４公園に、そういった健康遊具という

ものが設置されているものでございます。 

 また、児童遊園につきましては、児童福祉法に基づく公園というのは２カ所指定されたものがありま

す。そのほかについては公園という形で指定をしているもの、または防災広場、または水辺の広場、そ

ういったところで、児童遊園という形で設置しているものでございます。 

○大倉委員  認証保育所のほうはいろいろお話をされて、事業者、また都とのほうもして、今現在、

私が聞いている限りだと数名の方がまだほかの、そこが休止した際に入れていなかったというところで

あったので、今伺って、全員どこか認証保育所に入れるようにしてもらって受けているということで安

心はしました。 

 １点、先ほどのご答弁の中で、保育の安全の懸念というところがあったのですが、それが事業者に

よってそういった懸念が、今後もそういったことが可能性として起きてしまうことがあるのかどうか、

どういった状況でそのような懸念が起きているのか、その辺を教えていただきたいと思います。 

 公園については、ありがとうございました。健康器具３４公園ということで、あと１点、児童福祉法

における児童公園の設置が２カ所ということで、そのほかの、例えばここに書いてある児童遊園１００

カ所ぐらい、ここというのは今名前などは公園になっていなくて、そのまま児童遊園なのか、この辺の

名前などという部分の考え方、一方では児童遊園というのは何ですかというような声もあったりする中

で、名前について今後どのような、そのまま児童遊園なのか、改めて地域の声を聞いて何とか公園にす

るのか、地元の人たちからは残してほしいという声もあるかもしれませんし、何かそういったわかりや

すい、利用しやすい、名前で利用しにくいなどがあるかわかりませんが、その辺の名前についての考え

方、ちょっとお聞かせいただければと思います。 

○大澤待機児童対策担当課長  認証保育所の保育の懸念ということでございますけれども、今回は騒

音と振動について、保育事業者は不安に思うということでございました。近隣での工事の場合、保育施

設は工事箇所からの距離にもよりますし、あとはその保育施設が木造か、鉄骨かというような、いろい

ろ条件によっても変わってくるとは思いますので、一概に近隣で工事があるからといって、どこでも休

止せざるを得ないような状況に追い込まれるということではないと考えております。 

○溝口公園課長  まず、児童遊園の考え方でございます。基本的には公園、児童遊園、機能的には同
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じように有するものがほとんどでございます。そういった中、公園、また児童遊園の名称の考え方です

けれども、基本的には都市公園法に基づき設置しているものを公園という形で呼ばせていただいている

ものでございます。そのほかにつきましては、例えば敷地の権原をお借りして公園に設置しているとか、

また防災目的で設置している防災広場ですとか、そういったものについては児童遊園という大きなくく

りの中で管理をさせていただいているものでございまして、利用者の方にしてみれば、公園も児童遊園

も同じように、子どもたち、また高齢者、誰もがご利用いただけるような憩いの場として使っていただ

くような施設というように考えているものでございます。 

○大倉委員  認証保育所のほうですが、特段安全の懸念というところでは問題がほかのところでは起

きないというご答弁がいただけたので、そういったご心配というのはよくわかるので、その辺は区のほ

うもいろいろお話を聞いていただきながらやっていただいた中でこのような形になったと思うので、ま

た今後もしっかり区民の皆様が安心して保育園や認証保育所に通えるように、寄り添ってご相談に乗っ

ていただきながらやっていただければと思います。 

 公園についてなのですが、今後改修が計画されている中で、もう既にいろいろなところで子どものア

イデアを生かしたとかやられているところで、学校とか、児童センターとか、特に子どもが利用する環

境がある公園については、ぜひ子どもの声も、聞いていただいているとは思いますが、そういった地域

の施設の声を聞きながら取り組んでいただきたいと思います。 

○大沢委員長  次に、藤原委員。 

○藤原委員  １３ページの国保ですけれども、まず、１７億８,０００万円余減額しているのですが、

その理由についてお伺いします。それと３月１日号の品川区の広報に、この国保の制度が変わりますと

いうお知らせが出ているのですけれども、品川区でいうならば東京都と、という形なのですが、それが

財政が安定し、将来にわたって国保制度が維持できますというような説明が書いてあるのですけれども、

それは何でできるのか教えてください。 

 それと４０ページ、待機児童解消なのですが、１,０００人の定員拡大ということはとても高く評価

をしているのですが、来年はどうなりますか、再来年はどうなりますか。人数の変化というのはなかな

か見えにくいと思うのですけれども、数年で結構ですから、今後の見通しについてお伺いします。それ

とニーズが、いわゆる下がってきたときにはどう考えているのか教えてください。 

 次に４４ページ、職員福利厚生なのですけれども、ここに職員福利厚生指定寄附金というものが書い

てありますが、これはどこからの寄附で、どうしてこのようなところに使うのか、支出するのか教えて

ください。 

 それと６３ページの補助１６３号線整備なのですけれども、今区役所のガードの東急線の工事をして

いますが、これの進捗状況、完成の見通しについて変更はないのか、そして今回のＪＲの大崎支線とい

うのですか、区役所の大崎寄りの坂下、これの見通しは甘かったのでしょうか。それとも、予算策定後、

何かの事情の変化によってこのような状況になったのか、改めてお伺いします。 

○三ツ橋国保医療年金課長  まず、減額補正の大きな要因でございますが、国民健康保険の被保険者

数が減少したことでございます。主な理由はそちらでございます。 

 また、国保の都道府県化についてでございますが、主な概要につきましては、来年度からの国民健康

保険制度改革の概要は、大きくポイントが３つございます。その関係では、先ほど委員ご指摘がありま

したように、財政運営の責任主体が東京都となることで財政運営を安定化させます。こちらが一番大き

いです。また、次に窓口業務に関しましては、引き続き品川区が今までどおり対応してまいります。ま
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た、被保険者の関係で、国においては公費の拡充がございまして、納付金と交付金等との関係がござい

ますけれども、特別区においても激変緩和ということがございます。そちらが大きく公費を充用して、

国からの公費を主に充用しまして、激変緩和策をとってまいります。 

○大澤待機児童対策担当課長  待機児童のご質問でございますけれども、平成３０年度につきまして

は、平成３０年度予算で認可保育園１２園を要求させていただいております。現時点では、その後も毎

年１０園程度の開設は必要かと考えております。保育園の開設につきましては、基本的には子ども・子

育て計画に沿って実行していくことになります。現在の子ども・子育て計画、平成３１年度までのもの

でございまして、平成３２年以降は来年新たにニーズ調査を行いまして、それによって計画を作成して

いきますので、その計画に沿って、実際には開設していくことになろうかと思います。 

 次に、需要が落ちたときというお尋ねでございますけれども、現時点ではなかなかフルタイムで働い

ている人でなければ入れないような状況はございますが、この後少し落ち着いてきましたら、在宅勤務

ですとか、フリーランスの方も入園できるような状況にはなってくるかと思いますので、まだしばらく

は需要のほうは落ちないというふうに考えております。 終的に２０年後とか、２５年後では、閉園す

るような園も出てくるかとは思いますが、そのときに利用者に混乱がないように、閉園について調整し

ていくのが区の役割かと認識してございます。 

○黒田人事課長  それでは、職員福利厚生指定寄附金についてご説明いたします。 

 この寄附元でございますが、こちら共済企画センターというところでございまして、こちら有限会社

でございまして、昭和５６年に区長会において２３区の職員のスケールメリットを生かした団体契約の

損害保険を実施するにあたりまして設立されました、いわゆる保険の代理店でございます。そちらのほ

うで得た利益につきましては、職員の福利厚生にということで各区に寄附が分配されているということ

でございますので、そういった中で平成２９年度につきましては、災害対策職員寮の管理費に充当した

というものでございます。 

○品川庶務課長  教育事業指定寄附金でございますが、こちらは元学校の職員のほうから、遺言によ

る寄附でございます。元勤めていた学校のほうでこれを使うというようなことになっております。 

○多並道路課長  私からは１６３号線についてのご答弁をさせていただきます。 

 大井町線ガードにつきましては、当初の予定どおり平成３２年度の道路整備完了ということで、工事

を順調に進めているところでございます。 

 また、大崎支線ガードについての件でございます。この区役所のちょうどおりた坂の下の区間でござ

います。こちらにつきましては、今までもＪＲと事業化に向けて協議をしてまいりまして、平成２８年

度、昨年度にＪＲのほうが実際工事をやる、施工するということに合意に至ったところでございます。

これに起因いたしまして、今年度区のほうで概略設計を進めるところでございましたが、ＪＲのほうが

その設計図書を引き継いで、今後ＪＲのほうが設計をするということに伴いまして、今年度その、いわ

ゆる地質調査等の基礎調査が必要だということで、それを行う関係で事業費の減額ということで、それ

に見合った減額となってございます。今後につきましては、平成３２年度中の事業認可に向けて、ＪＲ

とこれから協議をまた進めていくところでございます。 

○藤原委員  国保に対しては要望なのですけれども、被保険者の数がということで、後期高齢者に上

がったというところもあると思うのですが、この日本は皆保険という形で安心して医療にかかれる、こ

の制度は守っていただきたいと思いますので、改めてよろしくお願いいたします。 

 それと補正予算全体について伺いたいのですけれども、今回の一般会計の補正予算なのですが、トー



－26－ 

 

タルで約２６億円の増額補正となっているのですけれども、これを見ると当初予算の精度がどうなのか

なという思いが出ます。中身を見ると基金の積み立てで合計５１億円ですが、物すごい額の増額がある

と私は思います。そこで今回の補正の増額分で幾らか、減額分で幾らか、またそれぞれ何％に当たるの

かお伺いします。 

○秋山財政課長  今回お示しした歳入歳出予算の総額は、２５億円の増額ということで、こちらは減

額の補正がおよそ６１億円、それからを増額の補正が３６億円ということで、一つ一つを差し引きして

いくと、この金額になるというところでございます。パーセントにつきましては、今１,６５５億円の

内訳でございますので、数％ということだと認識しております。 

○藤原委員  補正予算の意義といいますか、位置づけです。当初予算の精度はどうなのでしょうか。

本当に高いと言えるのでしょうか。これだけ多くの額を基金に積み立てに回せるなら、その品川区の各

施策はすばらしいと思うのですけれども、これはもう当初予算から計上してもいいのではないかと私は

思うのですが、その辺についてはいかがでしょうか。 

○秋山財政課長  今回ご説明の 初にお話をさせていただきましたけれども、国の補正予算であると

か、それから事業の進捗に伴って出てきた変化の増減ということでございます。当初予算の精度という

ものは高めていかなければいけないとは思っておりますけれども、今回の増額、減額というのはタイム

リーに施策を行っていくという面で必要不可欠だったということで、今回補正という形で出させていた

だいていると認識しております。 

○大沢委員長  次に、吉田委員。 

○吉田委員  私からは補正予算の中の職員給与費の増減について、例えば５７ページ、児童福祉施設

費、５８ページの保健衛生施設費から職員給与費の追加について、５８ページの３項生活保護費、生活

保護費追加分、７１ページ、義務教育施設整備基金積立金追加分、７２ページ、後地小学校の用地購入

の更正減額について伺います。 

 順番はこれ違うのですけれども、 初に７２ページの後地小学校の土地の購入について、校内の一部

の国有地を買い取るということで、ほぼうまくいくというふうに、前お問い合わせをしたとき伺ってい

たのですが、それが減額になった理由を教えてください。予算で計上されていないようなのですが、今

後に向けた考え方についてもあわせて教えてください。 

 それから、義務教育施設整備基金積立金追加分３０億円です。この基金の積立ての考え方を伺いたい

と思います。２０１７年当初予算は８００万９,０００円です。昨年の予算特別委員会の 終補正の審

査のときに、この基金について今後１０年間の積立額の合計、積立額の合計を３００億円を目標とする

という説明がありました。つまり、年間３０億円ぐらいはこれに使っていきたいというご説明でした。

品川区義務教育施設整備基金条例は、第２条で、「基金として積み立てる額は毎年度予算で定める」と

あります。このように書かれた場合、目標額があるなら、普通は当初予算で３０億円計上するのではな

いでしょうか。それで１年間予算を執行してみて、結果としてそれだけの積立てができなかったことが、

終補正で減額するというのが一般的と申し上げていいかわかりませんが、考え方ではないかなと思い

ます。それで、次年度予算を見ても、また７８２万９,０００円なのです。当初予算が。目標を持ちな

がら当初予算には計上しないで、 終補正で積み上げていくというやり方について、考え方を伺いたい

と思います。 

○品川庶務課長  後地小学校の用地購入の件でございますが、こちら国有地のほうを購入するもので、

当初予算では計上してございます。それで、予算額と大きく乖離した部分でございますが、これは算定
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をするときに近隣の土地価格と、それから国の土地を購入する場合には減額率がございます。こういっ

たものを算定はしていたのですけれども、国のほうでの算定と大きくずれてしまったということで、こ

ういった状況になってございます。 

○秋山財政課長  義務教育施設整備基金のご質問でございます。委員ご指摘のように、この義務教育

施設の基金につきましては、学校の施設の整備に充てるということを目的に設置をしているものでござ

います。これは昨年もご説明させていただきましたように、基金の総額の目標というものはありますけ

れども、その年々の改築の経費であるとか、その辺が上下をいたしますので、およそ３０億円を今後積

み立てていけば、義務教育の施設の整備というものを行っていけるだろうという予測のもとにご答弁を

差し上げているということでございます。 

 当初予算に出すか、補正でやるかということでございますけれども、当初予算というのは、基本的に

はある程度固まったものをお出ししているというのが現状でございます。このような基金のほうに積み

立てるというのは、やはり万が一のときに、いざというときのためにためるということでございますの

で、そこの部分を当初の予算で見込むというよりも、ある程度財政状況等を踏まえて歳入、歳入はどう

しても低めに見積もらざるを得ませんので、そこの余裕が出た部分について積み立てていくということ

で、今回 終補正で積み立てるという対応をとったものでございます。 

○吉田委員  ごめんなさい。１つ言葉を抜かしました。後地小学校の土地購入、次年度、次の予算で

計上されていないのだけれども、今後に向けた考え方について伺いたい。次年度は計上されていました

か。ごめんなさい。あわせて訂正があればご指摘ください。 

 義務教育施設整備基金のほうです。ただ、これ条例できちんとこれは必要として予算で定めるとして

いるわけです。そうしたら、私はきちんと当初予算で計上すべきではないかと。目標を持っているわけ

ですよね。そうしたら、それに沿ってきちんと予算立てをして、この予算特別委員会の議論に付すべき

ではないかと思います。今回質問するにあたっても、２０１０年までさかのぼってこの基金積立ての当

初予算と 終補正の額を調べたのですけれども、どう考えて予算立てをしているのか、よく読み取れな

いのです。例えば２０１６年は当初が７７５万６,０００円、補正でやはり３０億円積み上げていて、

一方で２０１５年は当初が２０億円ほど積み上げて、補正は５１３万円なのです。考え方、教えていた

だければと思います。基金は必要だと思っておりますが、その考え方をきちんと示すべきではないかと

いう質問ですので、その趣旨に沿ってお答えいただければと思います。 

○品川庶務課長  後地小学校の用地、国有地でございますけれども、今年度無事購入をできましたの

で、来年度のほうは予算計上してございません。 

○秋山財政課長  予算の積み方というか、基金の積み方でございますけれども、条例に書いてある予

算で定めるということは、補正予算も予算でございますので、今回予算の中で定めているというのが答

えといえば答えなのですが、ただ、その年度の中の財政事情というものは当然ございます。なので、先

ほどもお話しさせていただきましたように、財源が出たり、歳出が落ちたりということで、その資金と

いうか、基金として積み立てるものの財源が出た場合に、補正予算で予算として提案させていただいて

積むというところでやっているものでございます。 

○吉田委員  後地小学校は了解しました。ありがとうございました。 

 基金なのですけれども、やはりこれ、前のときも補正の考え方というところで伺っているのです。

ちょっと補正予算と条例に書いてある予算、その考え方が私とはずれているのかなと思います。これに

ついて、また今後追及していく機会があればと思っておりますので、よろしくお願いします。 
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 それから、補正予算の中の職員給与費の増減についてです。当初予算は１０月の現人数で予算が立て

られているということは承知しております。ですから、補正がかかるのは当然かなと思いますが、これ

多少でも増減があれば全部この補正予算に記載されるのか、まずそれ１点伺いたいのと、それから５８

ページの保健衛生施設費の職員給与費の追加分、増額の要因を教えてください。あわせて、５７ページ

の児童福祉施設費、３種類の職員給与費が大きく減額になっております。この減額の要因も教えてくだ

さい。数字だけ見ると人が足りなくなっているのではないかと不安になるのですけれども、職員定数に

照らし合わせてどうなのかも、あわせて教えてください。 

○黒田人事課長  まず、職員費の考え方でございますが、委員ご指摘のとおり予算につきまして

は１０月１日の現員現給で基本翌年度の分を算定しておりまして、補正予算につきましては、その後す

ぐ４月１日付で人事異動がございますので、そういった関係でいいますと、職員の人数が変わったり、

その所属の職員の給与の額も変わりますので、そういった意味で年度一番 後に 終補正という形で補

正するものでありまして、金額の大小はございますが、基本的には全ての所管の人数を勘案しまして、

必要な額について 終補正をしているというものでございます。 

 保健衛生施設費につきましては育休の代替措置ということで、年度途中にそういった措置をとった関

係で、人件費がプラスになっているということでございます。 

 児童福祉施設費の減額につきましては、こちら１０月１日の現員現給では、当初は職員数自体は、例

えば保育園ですと７１２名だったものが、平成２９年１０月１日の現員ですと７２８人ということで、

人数は増えているのですけれども、採用しますと初任給という形で、給与の額が変わってまいりますの

で、そういった意味では人が増えても給与は減るというような状況にはあろうかと思います。 

○吉田委員  すみません。保健衛生施設費の職員給与費の追加について、あらかじめお問い合わせし

たのとお答えが違ったので、それでいいのかもう１回教えてください。 

 それで、児童福祉施設費については、おっしゃるのはわかります。若い方が入れば人件費が少し減っ

て、その分ベテランがやめればということで増減があるというのは理解できるのですけれども、この額

でいうと、本当にそれだけでこれだけの差が出るのかなということで、現人数、定員数に照らし合わせ

て今どうなのかも教えてください。 

○黒田人事課長  保育園につきましては、どうしても女性が多い職場ということで、育休者が入りま

すと年度途中に職員が欠になるというような状況がございまして、そういった意味では職員が減ってい

るという状況がありますので、今年度、先ほど７２８人と申し上げましたのは、育休の欠員の解消を

図っているというところでございます。 

 定員につきましては、基本的に国の基準、都の加算、区の加算というところで、保育士の数を確保し

てございますので、そういった意味でも人数が不足しているということはございません。 

○大沢委員長  あとご答弁が違うという……。吉田委員の問い合わせと、現状のご答弁が違うという

ことについての。 

○黒田人事課長  基本的には育休代替を考慮して人員の配置をした関係で、人件費が１０月１日現給

で異なっているということでございます。 

○吉田委員  ごめんなさい。保健衛生施設費のほうのお答えが認識していたのと違ったので、お答え

無理でしたら、もうそれで結構です。要は言いたいのは、これ増減出ておりますけれども、仕事の忙し

さとか、そういう人の問題とかで、人数が足りないのではないかということを感じているものですから、

このような質問をさせていただきました。ぜひ次の予算の中でも、やはり人の手当て、人にかかわる仕



－29－ 

 

事についての人の手当てについては、定数条例も７０人の幅というものは持たせているのかなと私は理

解しておりますので、ぜひ考えていただければいいかなと思います。 

 時間がないので次に行きます。 

 後、５８ページの３項生活保護費、生活保護費追加分、国庫支出金返還金についてです。ここに計

上されている返還分が２０１６年度事業に関するもので、どのように算定されているかについてはあら

かじめ伺いました。３年間の返還金の推移も出していただきましたので、その点については了解です。

生活保護費返還金の総額の算定についてはそれで了解なのですが、伺いたいのは２０１３年８月の生活

保護費の改定の影響が、この返還金にどのように反映されているかということです。 

 ２０１３年の改定は、１０％を限度に２０１３年８月から３年間かけて段階的に減額を実施するとい

う予定であるということが示されておりました。今回の返還が２０１６年分ということであれば、３年

間の減額が今回反映されていると理解できます。１０％を限度の減額というのが、この実績にどのよう

に反映しているのか教えてください。 

○矢木生活福祉課長  こちら平成２５年度の生活保護基準の見直しが、こちらの減額にどのように影

響しているかというご質問かと思います。この点につきましては、そもそもこちらの国庫支出金返還金

の性質を申し上げなければいけないと思うのですが、この返還金の性質の主な内容といたしましては、

医療扶助と介護扶助、すなわち緊急時のインフルエンザなどの対応ですとか、あと入院ですとか、高齢

者の方増えてございます。といった関連から、こちらのほうは少し多目に見積もっていただいて頂戴し

ているところで、２回交付決定をして見直しはかけているのですが、 終的に、やはり 後までわかり

ませんので、持っておかせていただいているもので、生活保護の生活扶助の見直しとは直接連動しない

ものでございます。 

○吉田委員  では、この返還の額については了解をしましたが、やはり生活保護費でいうと、こ

の１０％の限度の減額というのは影響があったかと思うのですけれども、その辺の影響について改めて

教えていただけますか。 

○矢木生活福祉課長  平成２５年度の生活保護基準の見直しの影響についてでございます。こちらに

つきましては、厚生労働省標準世帯というものがございまして、３３歳の父、２９歳の母、４歳の子の

世帯で推移を見るものでございますが、生活扶助基準額の推移でございますけれども、平成２４年４

月１日では１６万２,１７０円、平成２７年４月１日では１５万１１０円ということでなってございま

す。 

○吉田委員  そうすると３年間、ここまで１０％限度の減額ですので、全部が１０％ということでは

ないかと思うのですが、その辺ざくっとでいいので、合計でいうとどれくらいの影響が出ているかとい

うことを教えてください。 

○矢木生活福祉課長  全体の影響というのはなかなか難しいものでございまして、こちら算定はして

ございません。 

○吉田委員  算定は難しいということなのですけれども、その厚生労働省モデル家庭でいったらどう

かだけでも教えてください。 

○矢木生活福祉課長  失礼いたしました。生活扶助基準額、厚生労働省標準世帯につきましては１

万２,０６０円の生活扶助基準額の減額でございました。 

○吉田委員  やはり全体の額からの１家族で１万２,０００円の減額というのは、かなり大きなもの

かなと思います。それで、もう皆さんご承知と思いますが、今のモデル家庭というような家庭は、この
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生活保護費の中ではむしろ少なくて、圧倒的に高齢者とか、そういう人たちが多いということでいうと、

そのモデル家庭だけの検証でいいのかなと思います。今年の１０月から生活扶助費がまた減額となって

おります。３年間の減額の検証がされないままではないかという識者からの批判もあります。本日はモ

デル家庭での影響ということでしたけれども、品川区での影響についてきちんと検証すべきだと思いま

す。また、国としての検証を品川区として求めるべきと考えますが、その点についてお考えをお知らせ

ください。 

○矢木生活福祉課長  品川区での検証ということでございますが、こちら生活保護制度はそもそも第

一号法定受託事務ということで、国の事務でございます。国としての動向調査等は平成３０年度のこち

らの基準の見直しの中で、国の生活保護基準部会が扱っているところでございますので、特に品川区独

自の影響を算定する考えはございません。 

○吉田委員  国の事業ではありますけれども、やはりそれがどのように影響してくるかというのは、

その区のその後の施策に関連してくるかと思うのです。算定が難しいというのはよく理解できますけれ

ども、それでもやはり何らかの形で検証する、もしくは、やはり国の事業ということであれば、国全体

として検証をしながら進めるべきということは、品川区としてもぜひ意見を言っていただきたいと思い

ます。 

○大沢委員長  次に、横山委員。 

○横山委員  私からは、３７ページのオアシスルーム運営費、１０６ページ、特定健康診査等事業費

についてをお伺いいたします。 

 まず１点目に、特定健康診査等事業費についてお伺いをいたします。国民健康保険加入者の健診対象

者数が６万２,０００人から５万８,０００人に減少し、受診率が４５％、２万７,９００人から４０％

の２万３,４００人に減少することが見込まれております。また、受診者の減少によって、特定保健指

導事業の動機づけ支援が２６０人から２４５人、積極的支援が１３０人から８２人に減少することが見

込まれております。当初見込み数より減少になった理由につきましては、先ほど確認をさせていただい

たのですけれども、国保の被保険者全体が減少し、国保基本健診の対象者も同様に減少したということ

でご答弁がございました。健診受診率が低迷しておりますけれども、ご努力いただいている中で微増は

しているかと思いますが、これまでも区が健診受診率の向上策として、受診啓発を実施しています。今

年度の取組みと来年度の取組み、それぞれどのようなものか確認させてください。 

○三ツ橋国保医療年金課長  今年度の健診受診率の向上対策でございますけれども、この未受診者勧

奨の通知、また早得キャンペーンの実施など、医師会と連携をしながら、共同で受診啓発を実施してま

いりました。また、来年度も引き続き、早得キャンペーンなどを継続実施してまいります。 

○横山委員  風邪ですとか、インフルエンザなどが流行する冬の時期ではなくて、年度の初めの春か

らの健診を促すという早得キャンペーンでしょうか、こちら大変よい取組みだと考えております。早得

キャンペーンの内容なのですけれども、具体的にはどのようなものでしょうか。 

○三ツ橋国保医療年金課長  この早得キャンペーンの内容でございますが、５月から８月までの早期

受診者を対象にいたしまして、平成３０年度、来年度につきましては品川浴場組合の入浴券をプレゼン

トいたします。 

○横山委員  キャンペーンの内容、品川浴場組合の入浴券ということで、１月２２日の厚生委員会の

ほうで、我が会派の鈴木真澄委員より、「公衆浴場のない地域への配慮をお願いしたい」というご要望

をさせていだたいておりますので、さらなる受診啓発につながるキャンペーンの利用のしやすさについ
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て、今後も工夫のほうをお願いできればと思っております。 

 保健指導利用率の向上策についてお伺いしたいのですけれども、今後の取組みと来年度の取組みを教

えてください。より参加のしやすい保健指導のあり方について、区はどのようにお考えでしょうか。未

受診者のご意見としては、忙しくて受診できないという理由などが大きく上がっているかと思うのです

けれども、特定健診受診当日に対象者と見込まれる方には初回面談を実施するなど、保健指導利用率の

向上のために創意工夫のできる部分はありますでしょうか。 

○三ツ橋国保医療年金課長  今回軽度リスク者対策を中心に行いまして、そちらにつきましては、測

定会と、またセミナー形式での初回面談の実施をしてまいる予定でございます。また、来年度、平

成３０年度の詳細な内容につきましては、現在医師会と調整中でございまして、業者とともに連携して

図ってまいりたいと思っております。 

○横山委員  軽度リスク保持者の対策というところ、測定会とセミナー形式での初回面談の実施とい

うことで、忙しくて受診できない方への配慮をされるということでございます。医師会や業者と調整の

ほう、ぜひよろしくお願いいたします。 

 平成２９年度の決算特別委員会の総括質疑の中でも、データヘルス計画や実施計画の内容を確認させ

ていただきましたが、今年度完成予定のデータヘルス計画と、実施計画の冊子作成の状況を教えてくだ

さい。 

○三ツ橋国保医療年金課長  今、データヘルス計画、そしてこの実施計画の合冊という考えに基づい

て実施しております。冊子の 終確認作業中でございまして、今月末には冊子は完成する予定でござい

ます。 

○横山委員  冊子のほう、完成に向けてよろしくお願いいたします。 

 データヘルス計画で目指す全体目標として、被保険者を含む区民のＱＯＬの向上、健康寿命の延伸が

挙げられています。図書館とのコラボヘルスなど、広く区民の皆様に健康情報の発信を実施していただ

きたいのですが、ＩＣＴを活用した健康情報の発信についてはいかがでしょうか。区のお考えをお聞か

せください。 

○三ツ橋国保医療年金課長  今回のデータヘルス計画策定にあたっては、医師会、歯科医師会、薬剤

師会、栄養士会など、関連団体の皆様と共同で策定しております。これからの時代はＩＣＴを活用した

発信というものはとても重要な手段だと思っております。今後はデータヘルス評価委員会の中でご意見

をいただきながら、どのようなことができるのか区として考えてまいります。 

○横山委員  ＩＣＴの活用につきましても前向きに、ほかの委員の方々とご検討いただければと思い

ます。 

 また、プレス発表のところで、健康ポイント制度導入とあるのですけれども、健康づくりに無関心な

層を含めて、広く区民の皆様に健康情報をわかりやすく提供して、継続的に健康に対する問題意識を喚

起していただくために、インセンティブを付与することで、特定健康診査の受診率、保健指導利用率の

向上につなげていける可能性があると考えますが、データヘルス計画と健康ポイント事業、こちらはど

のように連携をしていくのでしょうか。今後の見通しをお伺いいたします。 

○三ツ橋国保医療年金課長  健康ポイントとして、特定健診の受診者などにポイントを付与する検討

をしていると聞いております。国保のデータ活用などを含む詳細につきましては、業者のプロポーザル

の提案を踏まえて、今後検討してまいります。 

○横山委員  こちらのポイント事業との連携もうまく進めていくことで、さらなる受診者の全体的な
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啓発につながっていくかと思いますので、引き続き区民の皆様にとりまして、よりよい取り組みを進め

ていただくことを要望させていただきます。 

 ２点目に、オアシスルーム運営費についてお伺いいたします。 

 平成２９年決算特別委員会において、我が会派の渡部委員よりインターネット予約システムの導入と、

品川区役所第三庁舎内オアシスルームにおける日曜日の開館についての提案がありました。２４時間予

約が可能なインターネット予約システムの導入にあたりまして、キャンセルの考え方についてを教えて

ください。インターネット、電話予約ともに変更点などはありますでしょうか。システムの導入によっ

てキャンセルが発生した際の利用率の向上に、どのようにつなげていくお考えなのかお聞かせください。 

○佐藤保育課長  オアシスルームの予約等に関するご質問でございます。まず、キャンセルの関係で

すが、キャンセル料金をすぐ取るようなことは考えておりません。予約画面での啓発やキャンセルが多

い方に関しましては個別にお電話等を差し上げて、ご事情等を聞いてから、そういったことでまずは

キャンセルを減らして、利用率の向上に努めていきたいと考えております。 

 次に予約の変更点ですが、電話予約は廃止いたしまして、ネット予約のみにしたいと考えております。

ネット予約の画面操作がわからない場合は、コールセンター等で予約を代行して、利用率の向上につな

げていきたいと考えております。 

○横山委員  キャンセル料はすぐに取らないということで、キャンセルをなるべく抑制していただく

ような啓発と、また個別のお電話で対応していただくということで、きめ細かい対応でキャンセルの抑

制に取り組まれるということ、確認させていただきました。また、今後はネットのみで電話の予約はさ

れないということですけれども、そちらもコールセンターで対応していただくということで確認させて

いただきました。 

 さて、３月３日に目黒区で５歳の児童が死亡するという大変痛ましいニュースがありました。品川区、

目黒区、大田区を担当する品川児童相談所が、今年１月の転居前の香川県からの情報を引き継いで、家

庭訪問ですとか、入学予定の小学校説明会での参加確認をしましたが、児童に会うことはできなかった

という内容です。山梨県立大学人間福祉学部、西澤哲教授によりますと、虐待する親の傾向として、体

罰肯定感、自己の欲求の優先傾向、子育てに対する自信喪失、子どもが親をわざと怒らせようとしたな

どの子どもからの被害の認知、子育てに対する疲労・疲弊感、子育てへの完璧志向性、子どもに対する

嫌悪感・拒否感があります。これらは子育て中にどのような方でも一度は感じる思いではないでしょう

か。重要なことは、育児不安、育児困難を抱えた際に、周りの人々や社会全体がサポートできるかどう

かだと思いますが、便利な社会になる一方で人間関係が希薄になり、核家族化・孤立化が進み、保護者

が子育てを自分の目で見てまねて学ぶ機会が少ないという点においては、子育てのしにくい時代とも言

えます。虐待などの深刻な事態を回避するためには、保護者が子育てに困ったときに身近で支えること

のできる地域社会システムをいち早く取り戻し、その時代に合わせて、さらにバージョンアップしてい

くことが求められています。 

 区は区内９カ所のオアシスルームに加えて、品川区役所第三庁舎オアシスルーム、平塚シルバーセン

ター跡にオアシスルームの開設を進めておりますが、在宅子育て家庭が社会からの孤立感を感じること

のないように、育児負担の軽減と保護者のリフレッシュを今後もさらに応援していただきたいと要望い

たします。また、現在保育園などに通っている方はオアシスルームの利用はできませんが、お問い合わ

せのあった際には、ファミリー・サポート・センターなどのほかの利用可能な制度をご案内いただくな

ど、就労の有無を問わず、地域で子育てを支え合う仕組みをさらに強化していただきたいと考えますが、
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いかがでしょうか。 

○佐藤保育課長  地域で子育てを支え合う仕組みに関するご質問でございますが、委員ご指摘のとお

り、保育園在園保護者からオアシスルームの利用について問い合わせを受けることもあります。現時点

での制度上ではご利用はできませんが、ファミリー・サポートやベビーシッター等をご紹介しておりま

す。地域による子育て支援の必要性はより高まっておりますので、保育園、幼稚園等で行っているチャ

イルドステーション事業等を拡充してまいりたいと考えております。 

○横山委員  さまざまな育児支援メニューございますので、さらに強化していただき、いろいろご案

内のほうもいただければと考えております。 

 先ほど５年、１０年後には在宅やフリーランスの方も保育園を利用できる可能性を見通していらっ

しゃるというようなご答弁ございましたけれども、それまでの間、例えば多様な働き方に応じた在宅子

育てとの両立支援なども、オアシスルームが担っていくような役割の中に入ってくるかと思います。民

間企業では子育て中の女性の活躍を応援するお子さん連れ可能なコワーキングスペースですとか、シェ

アオフィスなどの取組みも年々広がっているかと思うのですけれども、今後のオアシスルームが担って

いく役割について、この直近から５年、１０年後先のあたりくらいなのですが、現在の区のお考えをお

聞かせください。 

○佐藤保育課長  オアシスルームの設置の目的は、在宅子育て世帯の社会参加を図るとともに、育児

疲れや保護者の心理的負担の軽減でもあります。今後も委員ご指摘の趣旨を踏まえまして、在宅子育て

支援のさまざまな支援について努力してまいります。 

○横山委員  在宅子育て、ワンオペ育児などという言葉もありますけれども、お母様、お父様が孤立

してリフレッシュができないなど、育児疲れ等ないように、今後もオアシスルーム、キャンセルを減ら

していただき、利用率の向上に努めていただければと思います。 

○大沢委員長  会議の運営上、暫時休憩いたします。 

○午後０時１０分休憩 

 

○午後１時１０分再開 

○大沢委員長  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。つる委員。 

○つる委員  よろしくお願いします。７３ページ、学校改築推進経費更正減額、３９、４５ページの

校舎等整備、それから３７、４１ページのすまいるスクール運営費について伺っていきたいと思います。 

 まず、学校改築推進経費更正減額ですが、この更正減額７億３,４１０万円の理由、国の算定とのず

れという理由で簡単なご説明はありましたけれども、もう少し詳しくこのあたりを教えてください。 

○品川庶務課長  後地小学校の国有地の関係でございますが、算定のところで、基本的には路線価に

対して平米数を掛けるというような計算でやっているのですけれども、この後地小学校の用地ですが、

用地自体はグラウンドになっていまして、形はある程度整っているのですけれども、その中で国有地で

所有されている分というのが、非常に形が少し、何と表現したらいいのでしょうか、単純に申しますと

旗ざお状の敷地というのですか、そのような形になっておりまして、非常に算定の減額の割合が微妙な

ところがありました。当初そういったところも勘案して算定はしたのですけれども、やはり国のほうで

の算定評価と大きくずれが出たということでございます。 

○つる委員  わかりました。購入された土地は３,３００㎡で、坪に直すとちょうど１,０００坪とい
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うことです。今回更正減額されて実際の購入金額で、単純に１坪当たりの単価を比較すると、３９万円

ですか。もともとの算定で出していた、予算で出していたのが１坪１１２万円ぐらいかと思うのですが、

これでよろしいかどうかという確認をお願いします。 

○品川庶務課長  おおむね、こちらも平米単価で出していたもので、坪変換まではしていませんが、

計算上そのような差が出ているということでございます。ですので、単価のところで大きく違いが出る

と、そこで平米数がかなり大きいので、金額にも大きな差が出るということでございます。 

○つる委員  今ご説明あった中でも、若干の係数などが加味されて、実際区が購入する土地の代金と

いうものは、一般の方が、例えば家を建てるときとか、土地を購入するときとは若干違う係数がそこに

プラスアルファされて、いい意味でプラスアルファされて、品川区は少し安く買えたと、そういう形か

と思います。それが当初が坪でいうと１１２万円ぐらい、１㎡でいうと１１８万４,５００円ぐらいで

すか、１１８万円ぐらいになると思うのですが、たしか。計算したらそうなっていました。いずれにし

ても安く購入ができたということは、それはそれでいいことなのかなと思っております。 

 その上で全体の話ですが、当初予算で後地小学校のほかは大井第一小学校、延山小学校、それから鮫

浜小学校も含めての予算立てがあったかと思いますので、それぞれどこからの土地の購入で、購入金額

は幾らなのか教えてください。 

○品川庶務課長  そのほかの用地の購入ということでよろしいですか。今回大井第一小学校、それか

ら鮫浜小学校、それと延山小学校と、学校の近隣の用地、これについて空きが出たというか、引っ越し

等をされて売却の予定があったというようなところで、学校用地として少しでも広げていくほうが、子

どもたちのためにも利用しやすいということで、この３校については購入をしております。 

○大沢委員長  購入金額を。 

○秋山財政課長  予定金額ですけれども、大井第一小学校が約５,０００万円、鮫浜小学校が

約１,１００万円、延山小学校が約６,８００万円でございます。 

○つる委員  そうすると１億２,９００万円ぐらいですか。１億２,９００万円足す、先ほどの３

億９,０００万円だから、５億円ぐらいが合計でという計算で、単純な足し算の話ですけれども、わか

りました。それで、これは教育債で起債をされていると思うのですけれども、その起債についてはいつ

されるのか、そのタイミングを教えてください。 

○秋山財政課長  こちら教育債で今回補正をさせていただいております４億１,５６０万円につきま

しては、金額が確定して国や都との協議が整った後ということで、これから起債の手続に入る、平

成２９年度中に歳入の予定ということでございます。 

○つる委員  あと私も基本的なところですけれども、このような起債の場合は９割が起債でできて、

土地の代金ですね。９割が起債にできて、その後、これについては財調の措置がされるということの流

れになると思うのですが、その辺の仕組みについて少し詳しく、改めて教えください。 

○秋山財政課長  基本的には用地の購入額が決まりまして、それの９割程度が、いろいろ細かいもの

はあるようですけれども、９割程度が起債の額というふうになっております。今回起債をする予定が４

億１,５６０万円ということで、これについては平成３０年度以降、財調の基準財政需要額の算定に、

元利償還金分ですね。毎年返済する元金と利子の分が財調の基準財政需要額の中に算定されるという仕

組みになってございます。 

○つる委員  仕組みもわかりました。この後地小学校の土地、先ほどご答弁あったとおり国からの土

地の購入ですが、その土地購入ということに関連して、現在借地料を支払っているのが、今回購入され
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た後地小学校を含めて７校あったわけでありますが、それが来年度６校になるということになると思う

のです。ちょっと単純に引き算したのですけれども、予算ベースですが、そうすると３４１万円ぐらい

が後地小学校の年間の借地料になるのかなと思ったのですけれども、まずこの後地小学校の借地料が幾

らなのかというところと、それから後地小学校以外の６校、その小学校が借地の部分について何小学校

なのかというところと、借地については、先ほど後地小学校については旗ざお状の形状で一部というと

ころでしたが、そういった土地の形状というのでしょうか、それが全部なのか、一部なのか、このあた

りもそれぞれ教えてください。また、後地小学校が借地のままだったとしたら、建て替えるときという

のが改築承諾料を支払うという形になると思うのですが、もしそのままでいった場合には幾らぐらい

だったのかということも教えてください。 

○品川庶務課長  まず、後地小学校の改築にあたっての改築承諾料でございますが、こちらについて

は路線価格の５％となっております。ですので、おおむね５,０００万円をもう少し超えるかぐらいの

金額になるかと思います。あと年間の後地小学校の、仮に今年度も借地にしていたときの借地料になり

ますが、約４００万円程度となります。 

 それから学校、今全校で７校あるのですけれども、山中小学校、延山小学校、大原小学校、宮前小学

校、源氏前小学校、旗台小学校、後地小学校、今年度のトータルの借地料としましては、約３,１００

万円になります。 

○大沢委員長  土地の形状について。 

○品川庶務課長  土地の形状でございますが、さまざまでございまして、しっかりと整形地になって

いる学校も幾つか存在します。中には形が少し旗ざお状の学校もあります。それから学校内の敷地のほ

とんどが国有地という学校もあれば、本当に５００㎡程度のごく一部の学校もあるというような状況で

ございます。 

○つる委員  そうすると、もし仮の話ですけれども、改築承諾料であれば５,０００万円程度という

ことで、それとあと借地料については４００万円ぐらい、これはたしかいろいろ、借地料については値

上げだとか、何％アップなどという話もあったかと思います。それも加味した数字かと思うのですが、

若干前後すると思うのですけれども、そうすると大体２億円弱ぐらいが、大体建物を建ててコンクリー

トの寿命などが四、五十年、ざっくり５０年ぐらいで計算すると２億円ぐらいで、改築承諾料

で５,０００万円ということですから２億５,０００万円ぐらい。今回購入が３億円、４億円弱というと

ころで、いわゆるよくある、買うよりも借りたほうが高くつくとかいう、いろいろな話があることも含

めて、それだけではなくて、例えば土地を購入したときには起債の期間が用途を別のものに使えるなど

ということになっていると思うのですが、そういうメリットといいましょうか、ほかのものに活用でき

るということも当然出てくるわけでありますけれども、今回購入に至ってさまざまな幅広い、小学校の

ことだけではない、いろいろな長い目で見たときの用途の活用の方法というものが、視野が広くなって

きたのかなとも思いました。 

 今お聞きした借地料についてなのですが、ここは３年に一度、２００９年とか２０１０年ぐらいの質

疑をちょっと確認させていただいたら、３年に一度見直しをするという中で、当初はその当時２０％一

気にポンと上がるというところが、段階的に３％ずつぐらいとなっていましたけれども、その３年に一

度のタイミングというのが、この近年だと何年になるのか教えてください。 

○品川庶務課長  ３年に一度のタイミングですと、ちょうど今年度がタイミングとなっております。

大体３年間で増加分としましては、先ほどお話あったように３％程度上昇をしているということでござ
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います。 

○つる委員  そうすると３年に１回３％アップしているので、２００９年、２０１０年から８年ぐら

いですから３回ぐらい、二、三回アップされて都合６％とか９％とか、そのときよりも上がっていると

いう理解をしました。いずれにしても、先ほどもちらっと申し上げましたけれども、残りの６校につい

ては基本的には改築とか、建替えのときに購入を考えるといった流れになろうかと思うのですが、借り

るよりは、長期的に見ればさまざまな面で購入したほうが、さまざまな行政の需要としても広がるとい

うところで、今後はまたそのときに適切に判断をしていただきながら、土地購入等進めていただければ

と思っております。 

 次に校舎等整備ですが、先ほど確認でトイレに関してでありますけれども、たしか東京都が平成３２

年までに８０％を洋式化するというところがある中で、品川区については２０１６年１１月の文科省か

らのトイレの状況についての調査に対して、９０％以上を洋式化比率としてやっていく、このような確

認がありました。今回さまざまな整備、先ほども新妻委員のほうからありましたけれども、目標への

ペースというのは少し加速されていくという考えでいいのかどうか、また９０％については、先ほど平

成３０年度の数字は言っていただきましたが、これがいつごろ達成される見込みになるのか、それを教

えてください。 

○品川庶務課長  トイレの洋式化につきましては、毎年非常に、やはりコストのかかっているところ

でございます。ですので、いろいろ財政状況を見ながらやっていきたいとは考えております。現在のと

ころ、各年において３％から４％ずつ上昇しているようなペースで進めてございます。先ほどもお話し

しましたが、７０％に来年度末には達成するという見込みでありますので、このペース、他区の状況な

ども見ながらペースのほうは考えていきたいと思っております。 

○大沢委員長  次に、石田ちひろ委員。 

○石田（ち）委員  私は５８ページ、５９ページの生活保護費にかかわって、２０１８年の生活保護

制度改正について伺いたいと思います。 

 国は生活保護利用世帯の６８％、約７割が食費や日常生活に充てる生活扶助費を 大５％削減する方

針を決定しました。２０１８年１０月から２０２０年１０月まで、３年間で減額をしていく、削減して

いくという計画です。２０１３年には 大１０％という過去 大の生活保護基準の引き下げを行ってお

ります。それに続く大改悪です。全体で１６０億円の生活扶助費の削減をするということです。 

 生活保護受給者の生活実態は、現在の生活保護基準でも憲法第２５条が保障する健康で文化的な水準

とは到底言えない状況ですが、それは区も一番近くでかかわっていて、接していてわかっていることだ

と思うのですけれども、しかも今回は、子どもがいる世帯は大打撃と。児童養育加算月５,０００円が

減らされる、母子加算月４,０００円が減らされると。これが１０月に行われたら、生活保護受給世帯

はどうなってしまうのか。先ほども言いました、現在の生活保護費基準でも大変な状況を一番近くで見

ていて、区はこれが実行されたら生活保護受給世帯の暮らしはどうなっていってしまうと考えますか。

伺います。 

○矢木生活福祉課長  まず、今般の生活保護基準の見直しでございますが、こちらにつきましては生

活保護がそもそも生活困窮者の 低生活を社会の全体で支える制度ということで、広く国民の理解と信

頼を得られるように必要な適正化を行うということで、５年に一度の見直しをしているものでございま

す。そして考え方といたしましては、一般低所得者の消費実態などを踏まえながら、その生活水準とバ

ランスのとれた適切な基準に設定するということになってございます。 
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○石田（ち）委員  今私はこの区民、生活保護を受給されている区民の方を一番近くで見ている自治

体として、これが実行されたら、この大改悪がまた実行されたら、どういう生活に追いやられてしまう

のかということを伺いましたので、もう一度お願いします。 

○矢木生活福祉課長  こちら、先ほど申し上げたとおり、一般低所得者の消費実態を踏まえて、その

生活水準とバランスをとるという形で国が決めているものでございます。 

○石田（ち）委員  今課長がおっしゃっているのは、今回生活保護基準が引き下げられる根拠を言わ

れているのではないかと思うのですけれども、この根拠自体も私は間違っていると思っていまして、厚

生労働省は生活保護受給世帯以外の低所得層の消費水準、また生活水準が低いという調査結果を上げて、

そこに合わせて基準も下げるというふうにしています。やはりそもそも底上げこそしていくべきであっ

て、一般低所得世帯が生活保護基準以下なら、やるべきは生活保護削減ではなくて、一般低所得世帯へ

の支援だと私は思います。ですから、そういったことも含めて、さらにこの生活保護受給世帯、 後の

セーフティネットと言われている、この生活保護がさらに引き下げられるというのは、本当に厳しい状

況に追いやられていくということであると思いますし、また今回は３歳未満のいる家庭、先ほども言い

ましたけれども、児童養育加算が月５,０００円減らされます。母子加算は月４,０００円減らされま

す。１円、１０円をどうやって節約しようかという家庭に、４,０００円、５,０００円が減らされる。

これはもう容易に困窮する実態が見えてくるのではないでしょうか。さらに貧困の連鎖を断ち切るなど

ということは、到底できなくなっていくのではないかと思います。ですから、やはりこうした区民の苦

しい実態を一番近くで見ている自治体として、こうした制度大改悪は許さないという立場にぜひ立って

いただきたいと思います。 

 それで、今回の見直し、改悪で生活扶助費削減される世帯は、全体では６８％と言われているのです

けれども、品川では何世帯ぐらいになるのか伺います。また、生活保護基準は暮らしを支えるさまざま

な制度に連動しています。２０１３年にもこの生活保護基準が下げられて、連動は極力させないように

と言われてきましたけれども、この２０１３年の引き下げで連動した事業の数はどれぐらいだったのか、

それと今回の２０１８年の制度改正で、改悪で、どれだけの品川区の事業に連動してくるのか伺いたい

と思います。それと厚生労働省は、「他の制度に影響が及ばないように対応する」というふうに、前回

もそうだったのですけれども、今回も言っています。区は、この辺はどのように考えているでしょうか。 

○矢木生活福祉課長  先ほどの答弁の繰り返しになりますが、生活扶助費を削減される世帯数でござ

いますけれども、こちら３月１日に厚生労働省のホームページで厚生労働省の考え方が示されたばかり

でございまして、まだ実際の削減金額ですとか、世帯数とか、そういう情報はまだ計算ができていない

状態でございます。 

 ２点目、生活保護基準の影響を及ぼす範囲ということでございますが、委員ご指摘のとおり、こちら

もまたほかの制度に影響を与えないようにということで考えているようでございますので、そのような

形になると考えます。 

○石田（ち）委員  先ほども他の委員の質問の中で、検証は区独自ではしていかないということが言

われていましたが、やはり区民の生活実態ですから、ぜひそこは把握していっていただきたいと思いま

す。連動した事業、やはり医療や福祉、そして子どもの教育、こういったところにも大きくかかわって

くる、連動する事業ですので、そこはぜひ把握をしていっていただきたいと思います。 

 それと先ほども言いましたけれども、この引き下げる根拠を一般低所得世帯に合わせるということで、

生活保護基準も引き下げているわけですが、そもそも一般低所得世帯の中に、生活保護受給対象となり
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得るのに申請していない世帯も少なくありません。国会でも生活保護の捕捉率、利用率が低いというこ

とも議論をされていました。品川区ではどうなのでしょうか。生活保護受給対象となる、今保護を受け

ていない低所得世帯の把握はされているのでしょうか。そしてまた、捕捉率が低い理由は、区としては

どう考えているか教えてください。 

○矢木生活福祉課長  まず、生活保護の制度は申請主義でございまして、生活にお困りの方がさまざ

まなご相談をされるという中で、 低生活費に満たない収入の方につきましては、生活保護の受給を開

始するという、そういった制度でございます。ですので、どのぐらい実際上申請すべき方がいらっしゃ

るのかというようなことは、こちらでは把握してございません。 

○石田（ち）委員  やはりこの生活保護を知らないという方はすごく多いと思うのです。これが捕捉

率、利用率にも関係しているのではないかなと思うのです。私たちも相談を受ける中で、制度をそもそ

も知らないという人が多いなと感じています。ぜひ各窓口、税金滞納や国保滞納などされている、困窮

されているなという状況が見られる方々には、生活福祉課だけでなく、各窓口で生活保護のしおりだけ

でもいいので、配っていただきたいと思いますし、制度の周知、そしてセーフティネットがあるという

ことを周知していただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。〔時間切れにより答弁なし〕 

○大沢委員長  続いて、筒井委員。 

○筒井委員  私からは３４ページ、特別区民税、４０ページ、待機児童解消区市町村支援事業補助金、

そして４６ページ、繰越金についてお伺いをいたします。 

 平成２９年度、今回の補正予算の特別区民税についてなのですけれども、９億７,７９０万円となっ

ております。その特別区民税が増えることは区の税収になってよいことと考えておりますけれども、ま

た先ほどご答弁で、その理由が納税義務者が増えたということなのですが、具体的にどのくらい増えた

のかということと、その１人当たりの所得も伸びているのかなと。そうした景気や個人の所得が向上し

たということも考えられるかなと思うのですけれども、そのあたりのご見解をお聞かせください。 

○伊東税務課長  補正の部分で特別区民税のほうの増収ということでございますけれども、これは先

ほど述べたとおり納税義務者数が増えているというところで、各年代増えているのですが、４０代

で１,０２４名、５０代で２,３０５名、逆にちょっと６０代のほうが１,０５３名ほど減ってはござい

ますけれども、７０代以降の方が１,５４１名増ということで、全体的に増となっているところでござ

います。 

 それと１人当たりの税額でございますけれども、こちらに関しても当初見込んでいた額より

も７,０００円ほど増加ということで計算しているところでございます。 

○筒井委員  そうした背景というものについてのご見解をお聞きしたかったのですけれども、そうし

た景気の動向とか、そういったことも関連されているのかということをお聞きしたいのですが、いかが

でしょうか。 

○伊東税務課長  背景でございますけれども、１つには納税義務者が増えたというところがございま

すが、それともう１点、昨年の状況、労働力調査等々を見ますと、完全失業率も下がっているというこ

とと、あとは都内の賃金に関しても０.４％の増というような報告もございますので、その辺のところ

が影響して増と、１人当たりの部分も増となっているものと思われます。 

○筒井委員  平成２８年度も１０億１,２００万円ほど補正予算かかっているのですけれども、それ

で平成２９年、今回も９億７,７９０万円と補正がかけられております。２年連続でかなり大きな補正

なのですけれども、こうした特別区民税の増額というのは予測が難しいものなのでしょうか。また、特
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にここをしっかり正確に予測しないと、各施策に影響や、特に人の数でいくと各施設、特に教育施設な

どにも影響はあると思うのですけれども、そうした予測が困難なのはどうしてかということをお聞きし

たいのですが、いかがでしょうか。 

○伊東税務課長  区民税の予測をするにあたって、やはり人口、住民基本台帳の登録者数等をまず見

なくてはいけないかなと思っているところです。それとともに、区民税の場合は翌年課税ということに

なりますので、そのときの雇用とか経済情勢等をこちらのほうで見きわめなくてはいけないのかなと

思っております。 

 あと、今言ったように１年おくれで収納というか、払っていただくということになりますので、その

ときの状況によっては収納率ということにも影響してまいりまして、その辺全体的に考えていくという

中では、非常に困難性はあるのかと思っておるところでございます。 

○筒井委員  わかりました。難しいかもしれませんけれども、なるべく正確に予測をしていただけれ

ばと思います。 

 続いて待機児童のほうに行きますけれども、これも今回、平成２９年度は１８億２,０００万円ほど

の補正がかかっております。ところが、参考までに平成２８年度の場合は４億７,０００万円でした。

その差が１３億５,０００万円ほどになっているのですけれども、こうした差が出てきた理由というも

のは何かお考えがあるのでしょうか。もちろん品川区も待機児童解消に取り組んでおりますし、東京都

がより力強く待機児童解消施策を打ってきたということも関連すると思うのですけれども、そのあたり

の区のご見解はいかがでしょうか。 

○大澤待機児童対策担当課長  当初予算では、子ども・子育て計画に沿いまして、毎年６園ずつ当初

予算で組んでおります。結果的に前倒しで開設を進めまして、平成２９年度は１２園、平成３０年度４

月には１６園ということで、開設数が当初予算とは違ってきておりますので、その差額ということにな

ります。 

○筒井委員  では、今後もこうした区のほうも取組みを進めているので、また補正でこうした大きな

額が出てくる可能性というのはあるのでしょうか。また、平成３０年度は東京都も前の平成２９年度よ

り９０億円ぐらい予算案を増額する予定ですけれども、引き続き東京都と品川区のこうした待機児童解

消の取組み、進めていっていただきたいのですが、そうしたことについて区のご見解をお聞かせくださ

い。 

○大澤待機児童対策担当課長  今年度、子ども・子育て計画の改定をいたしまして、平成３１年度の

開設は１２園となっております。それに合わせて平成３０年度の予算も１２園で予定させていただいて

おりますので、平成３０年度につきましては、大きな補正は今のところないかと思っております。 

 都のほうも開設については大変推進しておりますので、できるだけ、ある補助は区のほうとしても活

用して、開設のほうは進めていきたいと考えております。 

○筒井委員  繰越金についてお伺いしたいのですが、これも平成２８年度と平成２９年度を比べます

と、補正の額が１５億円ほど、平成２９年度のほうが増えているのですけれども、その理由をお聞かせ

ください。 

○秋山財政課長  繰越金ですけれども、これは平成２８年度の歳入と歳出の差額ということで、平

成２８年度の決算が６月に出ますので、それ以降、その時点で確定いたしましたので、補正予算でその

歳入と歳出の差額を今回こちらで入れるという仕組みになっているところでございます。 

○筒井委員  それは年によってやはり違ってくるものなのでしょうか。 
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○秋山財政課長  その年の決算ですので、決算の 終的な数字が幾らになるのかというのは、その年

の使い方、それから歳入の仕方によって変わってきますので、これが一定の数になるということにはな

らないと考えてございます。 

○筒井委員  なかなかこうした額が差が大きいと、どうしてかなと思ってしまうのですけれども、予

算の精度というものをぜひ上げていってほしいと考えておりますので、これは要望で終わります。 

○大沢委員長  次に、鈴木博委員。 

○鈴木（博）委員  本日は８７ページの品川区国民健康保険事業全体について質問いたします。 

 平成３０年度から国民健康保険制度は大きな制度変更が行われることになりました。この間、制度変

更については、平成２９年度品川区国民健康保険運営協議会でも二度にわたり審議されてきたところで

す。新しい国保制度では、東京都が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営を行い、品川区など

区市町村は被保険者証の発行、保険給付、保険料率の決定、徴収、保健事業などの業務を分担すること

になるようです。 

 先ほども質問がありましたが、補正予算審議にあたり、まずこの国保制度変更の概要と、なぜこのよ

うな制度変更が行われることになったのか、ご説明をお願いしたいと思います。 

○三ツ橋国保医療年金課長  まず、平成２４年の社会保障制度改革国民会議がございまして、それを

経て平成２５年、社会保障改革プロセス法案というものが、方針が出されました。それに基づいて、平

成２７年に持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部改正がございました。こ

の法律に基づき、国保を初めとする医療保険制度の財政基盤の安定化、また、負担の公平性、医療費適

正化等の措置を講じます。これにより、現在区市町村単位で行っております国保財政運営につきまして、

区市町村とともに東京都も保険者となります。先ほど委員のお話にもありましたように、財政運営の責

任主体が東京都となることで財政を安定化させること、こちらは東京都から全額交付金が来まして、医

療給付費の支払いリスクを回避することができます。一方区は納付金を納めることとなります。こちら

の納付金につきましては、財源が被保険者から徴収することとなります。あとは窓口業務は現行どおり、

先ほど申し上げましたように品川区が実施していくこと、そして国において公費の拡大、国と特別区に

おいて激変緩和措置を実施することでございます。 

 次に制度変更の理由でございます。国民全体の増大する医療費、そして少子高齢化の進展による現役

世代の負担増、そして国保の構造的な課題、こちらはすなわち年齢構成が高く、医療費水準が高いこと、

また、所得水準が低く、保険料負担が重いことなどがございまして、国民皆保険制度を将来にわたって

堅持するためには、必要な制度変更となっております。 

○鈴木（博）委員  詳細なご説明ありがとうございました。１点だけお聞きしたいのですが、新制度

になると、東京都は都内区市町村へそれぞれ納めるべき納付金や、標準的な保険料率を提示し、区はそ

れを参考にして保険料率を決定するとなるようです。そして品川区は、新たにつくられる特別区統一保

険料率方式に参加すると聞きました。この特別区統一保険料率に品川区が参加するメリットが何か、区

のお考えをご説明ください。 

○三ツ橋国保医療年金課長  メリットは大きく３つございます。特別区統一基準保険料率は、平

成１２年から長年継続してきた実績があること、そして同一所得、同一世帯の場合は同一の保険料で区

民の皆様にわかりやすいこと、そして将来的に都内統一を目指していくための考え方に即していること、

この３つでございます。 

○鈴木（博）委員  区のお考えをお聞きしました。制度変更については、今後もさらに議論を深めて
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いきたいと考えております。 

 次に、増大する医療費を抑制する目的で医療費適正化施策が行われていますが、この医療費適正化施

策の１つである後発医薬品利用促進についてお尋ねいたします。 

 現在医療費を抑える方策として後発医薬品、以下ジェネリックと呼びますが、この使用が強力に推奨

されています。このジェネリックの利用促進について、その目的と現在どのような取組みが行われてい

るか、ご説明をお願いいたします。 

○三ツ橋国保医療年金課長  ジェネリック医薬品についてでございますけれども、こちらは花粉症や

風邪に関する処方箋に加えて、区といたしましてはジェネリック医薬品の周知および使用促進を実施し

ております。こちらはやはり高額な医療費の抑制というものが大きくございまして、そちらを目的とし

ております。また、平成２９年度につきましては年３回、こちら疾病差額金額はその都度設定いたしま

すけれども、がんなどを除く医薬品を対象として、先発薬とジェネリック医薬品との差が、減額差額が

発生する被保険者、こちら２万７,０００人程度となっておりまして、全体の約３割が対象となってお

りますが、そちらに通知を送っております。 

○鈴木（博）委員  非常に後発品の積極的な利用促進のいろいろな施策を今行っているということを

お聞きしました。しかし、医療者として発言させていただければ、全てのジェネリックが先発品と同等

の効果を持つわけではありません。例えば一例を挙げますと、ぜんそくの患者の皮膚に張るホクナリン

テープという気管支拡張剤の皮膚吸収型の貼付薬があります。この薬の成分であるツロブテロールその

ものは、もう特許が切れておりますので、後発品が今登場しています。しかしながら、ゆっくりと皮膚

から薬が吸収されて２４時間効果が持続する特殊な薬剤噴出システムである結晶レジボアシステムの特

許はまだ切れていないために、後発品は非常に効果が劣るテープを使用しています。先発品は２４時間

徐々に血中濃度が上がるのですが、後発品は血中濃度が急激に上がって持続が短いと言われています。

もしも後発品を推奨するならば、幾ら医療費が安くなりましたというような価格面だけを協調するので

はなくて、患者の健康と安全のために全てのジェネリックを推奨するのではなく、先発品と同様の効果

を持つ後発品だけを十分な薬剤情報を患者に提供しながら推奨するべきだと考えますが、区のご見解は

いかがでしょうか。 

○三ツ橋国保医療年金課長  今、委員ご指摘のとおり、今まだ全ての医薬品が同等の効果が得られて

いない現状でございます。一方医療費の削減の一助となっている事業もある中で、非常に難しい問題と

なっております。実際には医師や薬剤師の皆様方の丁寧な説明が必要でございまして、今後も引き続き

医師会や歯科医師会、そして薬剤師会の皆様のご理解、ご協力を得ながら、また連携しながら取り組ん

でまいります。 

○鈴木（博）委員  個々の医師、薬剤師の努力だけではなかなか話が進まないので、その辺は行政の

ほうでも何らかの処置とか、施策、対策を考えていただけるように、これは要望したいと思います。 

 それとあと 後に品川区のデータヘルス計画で、糖尿病重症化対策が実施されておりますが、特別に

ここで糖尿病を取り上げて、東京都の国保運営委員会の資料でも糖尿病性腎症の重症化予防というのは

取り上げられているのですけれども、糖尿病を取り上げられている理由についてご説明ください。 

○三ツ橋国保医療年金課長  こちらは高齢者の医療の確保に関する法律に基づいて生活習慣病の対策

がございまして、東京都は糖尿病重症化腎症プログラムというものを策定をする予定でございます。そ

の中で２回、今現在ワーキンググループで話し合いをしているところでございます。 

○鈴木（博）委員  さまざまな施策を行うことによって、区民の健康レベルの改善と医療費の適正化
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について、今後もご努力をお願いして私の質問を終わります。 

○大沢委員長  次に、あくつ委員。 

○あくつ委員  私からは５７ページ、児童措置費、区内私立保育園経費、国・都支出金返還金から、

保育従事職員宿舎借り上げ支援事業、５９ページ、保健所等管理運営費追加分から、午前中もございま

したが、簡易宿所について伺いたいと思います。 

 まず１つ目ですけれども、区民の声をもとにこの２問伺いたいと思うのですが、区内の区民の保育士

からのご相談がもとになっております。まず保育士へのこの家賃助成、この５７ページの返還金に含ま

れているのかどうか、予算立てしてその分使い切らなかったので戻したのかということで、確認をした

いと思います。 

○大澤待機児童対策担当課長  都への返還金でございますが、保育対策総合支援事業費補助金という

ことで、４８５万円の返金をしております。これは宿舎の借り上げ事業について、事業者それぞれに申

請をしていただくのですけれども、年度途中の採用等、いろいろな場合も加味して申請していただくの

ですが、結果的に不要となった額を返還したというものでございます。 

○あくつ委員  返還することについては特に異論はないのですけれども、この制度、私も文教委員長

のときに対象を拡大するという審議をしたので、また議会報告会というところで、区民の皆さんの前で

報告をしたのでよく覚えているのですが、私の認識、または委員会での審議での認識では、大体希望す

れば、要件を充たしていれば、これは保育士に渡ると。 大で８万２,０００円の家賃補助がある、こ

のように認識をしておりました。残念ながらこれが要望しても通らないパターンがあるということが寄

せられております。それでお伺いをしたいのが、これはスキームとしては、私のほうで言ってしまいま

すけれども、４分の３が国・東京都、区が８分の１と。残りの８分の１については、これは事業者が負

担をしなければいけない制度になっております。私も審議のときは、民間企業ですから、当然一部は負

担すべきではないのかと無意識に考えておったのですけれども、保育士からの要望があっても事業者の

事情で独自に却下することができるという、ちょっとここは盲点だったのかなと思っております。全て

の要件を見たしていても、事業者都合という要件で家賃助成を受けられない保育士がもしいらっしゃる

とすれば、これは大変がっかりされていらっしゃる。そして弱い立場の、やはり雇用者でありますので、

余り強く言えないから泣き寝入りをしてしまう、このような実態があるのではないかと思います。まず

お伺いしたいのが、なぜこれが１００％の助成ではなくて８分の１、おそらく事業者にとってはそれほ

ど大きくない金額だと思うのですけれども、そもそもなぜこの事業者負担を設定したのか教えてくださ

い。 

○大澤待機児童対策担当課長  事業者負担分でございますが、これはやはり民間の事業者ですので、

その事業者の職員の処遇につきましては、一定のご負担を事業者にいただくという考え方がございます。

また、それによって事業者にも責任を持ってこの制度を活用していただくという趣旨もございます。 

○あくつ委員  やりとりをした中で、この支援する対象者が、保育士でなくなってしまった後でも、

もしこれが満額支給であると、事業者のほうで不適切な助成を続けることを防止するために、一定の額

もこれは意識づけとして必要だ、たしかこのような説明もあったと思うのですけれども、その趣旨は理

解できるのですが、実際はそれがブレーキとなってしまって、そもそもこの保育士の処遇改善という制

度の趣旨や目的に反して、このわずかな事業負担が嫌だから保育士の要請を却下できる、これは制度上、

私は委員会の審議の中ではご説明もなかったし、私も想定をしていなかったところなのですけれども、

残念ながら事業者の胸先三寸で 後は決まってしまう制度であると。これは見過ごしてしまっておりま
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した。 

 例えば翻ってみるならば、わずかな８分の１の助成を惜しむような認可保育園、まあ保育園ですよね。

保育事業者。この財政面は果たして大丈夫なのかというところ、また、保育所を育成するという趣旨か

らすれば、これを拒むという、この点については運営方針として大丈夫なのか、これはやはり首をかし

げたくなる部分もあると思います。これは品川区の責任ではないにしても、直近でもそのような事業者

の例はございました。 

 後にお願いしたいのですけれども、今後、品川区に誘致をする、または開設をする保育所について

は、しっかりこの制度を活用するよう改めて指導していただきたいと思います。また、これをやらない

ということであれば、その理由を明確にしていただきたい、明確に区のほうでしていただきたい。先ほ

ど申し上げました財政上の理由ということであれば、これ本当にその事業者は大丈夫なのですかという

話になりますので。 

 それと今、では実際に伺いますけれども、これ手を挙げていない事業者が果たしているのかどうか。

全くこの基準に当てはまらない、全ての保育士が基準に当てはまらないというところがあるのかもしれ

ませんけれども、それも重ねて伺いたいと思います。 

 それと 後、既存の保育事業者、新たな事業者もそうなのですけれども、既存の事業者に対しても、

やはりこれは強制はできないにしろ、改めて徹底してもらう、周知をしていただきたいと思うのですが、

いかがでしょうか。 

○大澤待機児童対策担当課長  まず新規に開設する事業者に対してでございますけれども、必ず宿舎

借り上げの制度はご説明させていただいております。品川区の場合はほかの区と比較しますと、制度を

比較的緩やかに対応しているために、事業者からは保育士確保に大変有効な手段だと伺っております。 

 現在、この制度を利用していない園は、４９園中３園ございます。これにつきましては、今後既存の

事業者にも改めてこの制度の趣旨、また内容について周知は繰り返し行っていきたいと考えております。 

○あくつ委員  ３園あるということでしたけれども、そこでなくても、例えば人数を決めている。事

業者の都合で、そのようなところもあるかもしれませんので、そこはぜひ徹底をしていただきたいと思

います。 

 次に簡易宿所の件で伺いたいと思います。 

 旅館業法に基づいた簡易宿所、私の地元でも複数建設の看板が立ち、不安を感じている区民の方から

お問い合わせがございました。この件について、保健所ともやりとりさせていただいています。民泊新

法の規制にはかからない、だが３６５日宿泊は可能ということで、この民泊需要を見越した事業者が法

律内でつくると、これは仕方のないことなのですけれども、仕方ないというか、当然のことなのですが、

やはり住宅地の真ん中で、間もなく簡易宿所が始まりますよという看板がいきなり出て、この営業が始

まれば、当然住民の方は驚くわけです。この運用については、各自治体によってかなり差があります。

あるホームページを見ると、民泊事業として簡易宿所を始めたい方向けの事業者のホームページがある

のですけれども、２３区の比較を見ると、大田区はフロントの設置義務があり、スタッフの２４時間体

制での施設内常駐が必要、渋谷区はラブホテル建築規制条例があるので非常にやりづらい。杉並区、世

田谷区、千代田区、中央区などは、フロントの設置と管理者の施設内常駐が必須。それから品川区のと

ころを見ると、「品川区は簡易宿所にフロントは不要です。チェックインとアウト時のみの施設内での

帳簿記載が必要で、２４時間体制でのスタッフの常駐は不要だが、すぐに駆けつけられる体制が必要で

す。宿泊需要もあり、品川区は２３区で一番可能性がある区です」。こういう表記もあります。まだい
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ろいろなホームページを見ると、「品川区はお勧めです」と結構書いてあるのです。 後に今のホーム

ページにこう書いてあります。「２３区の中で簡易宿所を行うのは、総合的に判断するなら宿泊需要が

あって管理者の常駐不要な品川区が もお勧めな自治体と言えます」、こう書いてある。ちなみにこの

ホームページ、行政書士の方がつくっています。行政書士は許認可業務ですから、そういう顧客を囲い

込むためにこのようなことをやっているのですけれども、ほかにもこのような記載はありました。午前

中の西大井の案件でも、これたしか行政書士が絡んでいると聞いております。 

 確認しますが、このホームページの記載のとおりなのかどうか。だとするならば、午前中説明会の義

務化というお話があったのですけれども、まずフロントの設置と管理者の常駐の義務化、こういうこと

が条例なのか、要綱なのかわかりませんが、そこについて検討が必要ではないかと思いますが、いかが

でしょうか。 

○井浦生活衛生課長  今、どこのサイトかよくわからないのですが、ご紹介ありましたけれども、そ

のようなことはございませんで、玄関帳場についての設置というのは原則義務化してございます。例外

的なものについては、国の省令での基準がございますので、それにのっとって厳格に指導しているとい

うところでございます。 

○あくつ委員  とすると、複数のホームページが虚偽の事項を記載しているということですので、こ

れについては、もし品川区のほうで確認をしていただいて、違いますよと。行政書士さん、これ違いま

すよということで、行政書士の複数のページにそう書いてあるわけです。ぜひこれは注意をしていただ

きたいと思います。 

○井浦生活衛生課長  そのようなご指摘をいただきましたので、どのようなサイトか確認しまして、

きちんと法令に基づき、そして区の条例に基づいて指導しているというところについては説明してまい

りたいと思ってございます。 

○あくつ委員  きちんと対応していただくということでございましたけれども、これ始まってからで

は遅いのです。ですから、すぐに対応していただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

○大沢委員長  では次に、いながわ委員。 

○いながわ委員  ７８ページの職員給与費、その辺についてお伺いをします。 

 補正後が２,４９１人の職員数となっているのですが、実際に平成２９年度中に退職された方、新し

く入った方というのが何名いるのかということ。全体的を見ても、職員給与費追加分ということで、こ

れはおそらく昨年の人事院勧告ですか、給与が多少増えたので、追加はわかります。更正減額の部分も、

多分退職された方などがいらっしゃるので減額ということなのですが、実際に、例えば５０ページの戸

籍事務費だと、何かほかと比べて約８,５００万円の減ということになっておりますので、その理由を

お聞かせください。 

 あと総務費ですか、４８ページの総務管理費の中に、それぞれの項の中に給与費追加分、減額分とい

うことはあるのですが、退職手当の追加分に関しては、これは総務費の中で管理をされているのか。お

そらく先ほどの７８ページを見ますと、退職金のあれが３億２,０００万円増えましたよということで

すので、その辺をちょっと教えてください。 

 あと５８ページの扶助費、先ほど来ご説明をいただきました。これは要するに国庫に返すためにあえ

て生活保護費を追加して、あえてまたそこで国庫に返還するのですが、平成２８年度分ということでし

た。これ国が４分の３、区が４分の１ということと聞いているのですけれども、これ実際区が出した分
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の更正減額という部分はないのかどうなのかだけ。 

 あとリバーステーションに関しては、すみません、ページ数が６５ページ、リバーステーションに関

しては、先ほど財政課長の説明の中で構造変更ということだったのですけれども、要するに通常であれ

ば基本設計があって、実施設計があって、しっかり測量もして、どういう地層なのかということも調べ

て、多分工事というのは行うと思うのですが、実際なぜここで構造変更になって減額をしているのかと

いうこと。 

 それとこれはちょっと明日以降の予算になってしまうのですが、今回新規ということで五反田の水辺

が結ぶプロジェクトの中にも同じ五反田の防災桟橋整備ということがあるので、この絡みについて教え

ていただきたいと思います。 

○黒田人事課長  まず退職者数でございますが、当初予算編成にあたりましては、定年退職者は年齢

でわかりますので、年齢が到達している者を計上しまして、そのほかは過去の平均から人数を推定して

編成しております。補正につきましては、特に普通退職者、年度の途中でやめる者が予定より多くて、

今回の補正では、当初では３０名を予定していたのですが、４６名ということで１６名プラスというこ

とと、５０歳以上の早期退職も、当初予算では見込んでいなかったものが２１名プラスということで、

全体で当初では１０２人退職を予定しておりましたが、 終補正の段階では１４７名の退職者というこ

とで計上したものでございます。 

 退職金につきましては、そういった関係もございまして、不足する部分につきまして、各款ではなく

て総務費のほうで一括して計上しているというものでございます。 

 退職者数が１４７名ということで、来年度の採用見込みでございますが、今のところまだ採用者数確

定しておりませんけれども、おおむね一般職員で１５０名弱、１４０から１５０名の間ぐらいで採用す

る形で、現在進めているところでございます。 

○矢木生活福祉課長  扶助費の負担についてのご質問でございます。こちら一般的に国が４分の３、

区が残りの４分の１を負担するというルールになってございますが、そのうち国が４分の３負担する部

分につきまして、多く頂戴していたのでお返しするということでございます。したがいまして、委員ご

質問の区が出した分の更正減額はございません。 

○黒田人事課長  戸籍事務費の部分でございますが、サービスコーナーを委託した関係で、再任用短

時間職員につきまして減員しておりますので、その分で減額が発生してございます。 

○持田河川下水道課長  五反田のリバーステーションの関係のご質問でございます。そこの減額の理

由でございますが、こちらにつきましては、昨年度予算のほうを提案させていただいた段階では、この

防災桟橋をつくるのに、河川の護岸を切り下げるのが必要という形で事業のほう進めてまいりました。

しかしながら、その後地元のほうから、河川の護岸が切り下げられてしまいますと、イベントで使うス

ペースが減ってしまうというような意見もございまして、再度東京都のほうと河川の護岸を切り下げな

い形で桟橋を設置できないかということで協議をしまして、それが認められ、今回河川の護岸を切り下

げない形での桟橋の設置が可能となったということで、その部分の費用の減額ということでございます。

そういった関係もございまして、来年度また予算のほうで桟橋の本体のほうの提案をさせていただいて

ございますが、そちらにつきましてはその桟橋本体を設置するということで、これは予定どおり平

成３０年度に桟橋の設置を行うということでございます。 

○いながわ委員  給与費に関しては課長早口だったので、ちょっと聞き取れなかったのですけれども、

後で議事録を見たいと思います。その職員に関しては、減らせばいいのか、増やせばいいのかという安
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直なものではないと思うのですが、これからやはり品川区というのは多くの人が来訪される、それでも

ちろん区民サービスも追求していかなければならないという中で、時代の流れに即して、区長も施政方

針の中で述べられておりますので、しっかりとその辺は適正配置をしていただきたいと思います。 

 扶助費はわかりました。 

 リバーステーションは、もともとやはりこういうものは地域の発案でやることなので、後から切り下

げないでくれという話はちょっと違うのではないか。それだったらもっと早くそういう話をしていれば

よかったのかなと。特にすごく追加補正で増えてしまったわけではないので、それは安くあがったとい

うと言い方はおかしいですけれども、しかしながらもっと地域の住民の方と区がお話をして、どうです

か、つくりますからといったときに、こういう提案があります、それはちょっとやめてくれという話が

おそらく、切り下げないでくれという話があれは、その流れでいくと思うので、ちょっとそれは 初の

判断ミスだったのではないかと思うのですが、今後こういうケースがあると思いますので、しっかり

やっていただきたいと思います。一言あればお願いします。 

 あと６８ページに土木費の中で建築費ということであります。ここには出ていないのですが、よくあ

る私道舗装に関して、品川区がいろいろとご負担をしていただけるという制度もございます。その中で

よくある話が、年度末ぎりぎりになってしまうと、なかなか来年度にならないと工事が進まないという

状況があると思います。そういった中で、やはり住民の方も地域の方も、なるべく早くやっていただき

たいという思い、それは緊急性を要することもあろうかと思いますが、その辺をもしあれだったら補正

を組んでどんどん進めていくことが必要ではないかと思いますが、いかがでしょうか。 

○持田河川下水道課長  今、委員からご指摘ございましたように、この設計をする中ではやはり地元

の方のご意向も聞きながら、また河川の中に設置するということで、河川管理主体である東京都のほう

の意見も聞きながら、協議をしながらといったところで進めていたわけでございます。今言われたよう

に、地元のほう、早目に絵を見せて、早目に意見をいただいてというところは必要なところだと考えて

ございますので、今後設計を進めるにあたりましては、そのような形でしっかり検討していきたいと

思ってございます。 

○鈴木建築課長  私道整備でございますが、確かに年度末申請していただいたものについては、次年

度の予算で整備を行うというところでございますけれども、その中でやはり緊急性、非常に通行人に危

害が及ぶような工事については、順番を変えて工事を行うようなことは、今までも行ってきてございま

す。また、次年度送りにするにあたっても、前年度で設計を終わらせる等々対応して、できるだけお待

ちいただかないような形で私道のほうの整備、今後も進めていきたいというところでございます。 

○いながわ委員  私道整備に関してはしっかりお願いします。できれば区のほうから、今年度予算は

もう終わってしまったので、来年度予算なので少しお待ちくださいという言葉はなるべく発しないでい

ただいて、早急にやるということをぜひお願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○大沢委員長  次に、鈴木ひろ子委員。 

○鈴木（ひ）委員  ９０ページの国保会計と、１３０ページからの介護保険会計についてお伺いした

いと思います。 

 まず国保なのですけれども、国保は毎年値上げがされて、高過ぎる国保料というのは厚生労働省も区

も認めるところなのですが、認めながら税金投入を削減して毎年値上げをするというのは、私は 大の

矛盾だと思っています。そして、そのような中で滞納者への厳しい取り立てが区民を追い詰めるという

ことが大問題になっています。この取り立ての問題についてお伺いをさせていただきます。 
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 東京都の収納率向上にかかわる取組成績別交付算定表による平成２９年度に品川区に入る交付金の総

額は幾らなのか、これは何年度分がいつごろ入るのかについてもお聞かせいただきたいと思います。総

額だけで結構です。 

 それからあと２つ目には、平成２９年４月１４日に品川区実地支援研修というものが東京都のほうで

行われていると思いますけれども、この実地支援研修に参加したメンバーがどのような方なのか、また

この研修は２３区全ての自治体で行われているのか、それとも希望する自治体だけなのか、これを希望

したのか、それとも東京都からの要請で行われたのか、この点についてもお聞かせください。 

○三ツ橋国保医療年金課長  この収納率向上にかかわる取組成績別交付算定表というものがございま

す。こちらにつきましては東京都が示しているものでございますけれども、平成２８年度分が入ってま

いります。いつごろかと申しますと、東京都が算定している 中でございまして、その算定が終わり次

第こちらに情報がくるというものでございます。 

 また、金額のご確認だったと思いますけれども、交付の要綱などはございますが、そちらが東京都が

示す部分がまだ入っていないのです。それが新規口座の振替世帯率というものが東京都自身が算定する

もので、そちらの部分が不明な部分がございますけれども、そのほかの部分につきましては要綱に沿っ

て金額等が算定される予定でございます。 

 それと平成２９年４月１４日の実地研修の件でございますけれども、そちらは参加したメンバーとい

たしましては、国保医療年金課整理係の職員がメーンで、８名参加しております。また、この研修

は２３区全ての自治体というものではなくて、希望する自治体のみでございまして、品川区は希望いた

しました。 

○鈴木（ひ）委員  交付額は平成２８年度分というのは、幾らか総額はわからないということなので

すけれども、ではいつぐらいにわかるのかということと、交付要綱に沿って計算すればおおよそわかる

のかなと思うのですが、そこのところで私が計算した感じでは一億五千数百万円になるのかなと思うの

ですけれども、その点、わかる範囲で教えていただけたらと思います。 

 それからこの実地支援研修は希望する自治体だけということなのですけれども、何区ぐらいになった

のかということも、もしわかったら教えていただきたいですし、また品川区がなぜ希望したかというこ

とも教えていただけたらと思います。 

 そしてもう一つ、平成２９年６月１５日に滞納整理部門の職場研修、職場講師育成というものが行わ

れていると思いますけれども、ここには品川区から参加しているのでしょうか。参加している場合、そ

のメンバーと人数についてもお聞かせいただきたいと思います。また、この職場講師育成というところ

にも、全ての区が参加しているのかどうかもわかったら教えてください。それから２回目が２月に予定

されているということも書かれていたのですけれども、それは行われたのか、行われた場合、品川区は

参加したのかについてもお聞かせいただきたいと思います。そして、その講師育成の研修の資料の中に

は、滞納整理事務処理マニュアルの作成を各自治体が、今のところは各保険者が作成するように求めら

れているのですけれども、品川区はこのマニュアルを作成しているのか、作成していないという場合で

したら、作成する考えはあるのかについてもお聞かせください。 

○三ツ橋国保医療年金課長  まず算定でございますけれども、区といたしましても一応要綱に沿いま

して算定いたしております。そちら数値が１億６,３００万円程度となっておりまして、また先ほど申

し上げました東京都自体が算定する部分についてはまだ不明なので、それプラスアルファになるのでは

ないかと思われます。また、いつごろという部分でございますけれども、ちょっと明確なものがこちら
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にいつという部分が来ておりませんので、でき次第だと思っております。 

 あと、先ほどの６月１５日の滞納整理部門の研修につきましては、やはり先ほどの整理係の職員が２

名参加しております。こちら２３区全てなのかどうかは、参加しただけなのでそのあたりは不明でござ

います。あと２回目の研修でございますけれども、こちらは実施されており、品川区としても２名参加

しております。先ほどの整理係の者でございます。 

 あとマニュアルでございます。このマニュアルにつきましては、区として既に取り組んでいる状況で

ございまして、滞納整理等々につきましては。そのため、マニュアル自体は策定してございません。 

○鈴木（ひ）委員  このマニュアルについては、国のほうとしても作成について、東京都に対して各

保険者において収納対策緊急プランの策定を行うように助言指導をお願いしたいということも、これは

平成１７年くらいのときから出しているものですけれども、これにかわるものが何らかの形で品川区に

はあるということなのでしょうか。多分何かに基づいて滞納整理というものは行われているのではない

かなと思うのですけれども、その何かがあるのかどうかもお聞かせいただけたらと思います。 

 それと、この一番初めに言った品川区実地支援研修のところで、いろいろ資料がついているのですけ

れども、この資料を見まして私ちょっと驚いたのが、品川区はトップの収納率ということで、かなり職

員報でも頑張りましたという感じで、写真つきで何度も報じられておりましたので、現年度分の収納率

というのは２３区でトップというのはわかっていたのですが、滞納繰越分の収納率も２３区で１番、そ

れから滞納の世帯数の割合は２３区で少ないほうから２番目、そして差し押さえの新規件数というのも

上から２番目の多さだというのがこの資料でありまして、特にこれ平成２８年度の差し押さえ件数なの

ですけれども、７７２件ということで、品川区との締めの月数、何月で締めというものが違うので、多

分品川区の言われている数字と若干違う部分はあると思うのですが、ここのところで新規差し押さえ件

数が７％という、この多さに私は改めて驚いたのですけれども、これというのは２３区でどれぐらい差

し押さえの割合をしているかというようなものも一覧表が出ていまして、例えば大田区は約１％、港区

も目黒区も約２％、渋谷区などは１０件しか差し押さえていなくて約０.０６％ということで、大田区

の７倍、目黒区、港区の３倍から三・数倍、そして渋谷区からすると１１６倍もの差し押さえの割合と

いうことになるのです。そういう点でいえば、これだけ多いというのも、本当に私はここの中にかなり

大変な区民の実態というものが含まれているのではないかと思うのですけれども、ここまで差し押さえ

をする品川区の、２３区でトップというところまで差し押さえをする、その意味というか、どのような

ことでここまでやっているのか、ほかの区はこんなにやっていないという状況についても、どう考えら

れているのかについてもお聞かせください。 

○三ツ橋国保医療年金課長  今回、まずマニュアルでございますけれども、基本的には国税徴収法に

基づいた収納をしておりますので、そちらが基本となっております。 

 また、差し押さえの意味ということだと思いますが、こちらはやはり収納率の向上が一番大きいと思

います。その中で、やはり国保と申しますのは自主納付が原則と考えております。その中で、やはりこ

の収納率の向上は、国保財政の基盤の安定化にもかかわってくるものでございますので、必要と思われ

ます。 

○鈴木（ひ）委員  この件はさまざまなところでやりとりをしているので、私は改めて品川区がこの

差し押さえのところも徴収法に基づいてというふうに言われておりますが、差し押さえ禁止財産も預貯

金に入れば、それを継承しないということで、そこまで差し押さえるという方針でやっているのだとい

うことも先日の厚生委員会の中でも改めて確認されたところですけれども、この研修の中でも、そこの
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低生活費というのは１人当たり１０万円、さらに１人親族が増えるたびに４.５万円をプラスすると

いうところは書かれていまして、そこのところはしっかりと守っていただきたいということを私は改め

て申し上げたいと思います。 

 それと、ここのリーダー研修というようなところで、ちょっと今日時間がないので詳しく言えないの

ですけれども、私は今度は職員が、逆にこれだとこの研修の中で追い詰められていくのではないかとい

うところを危惧していまして、とにかく収納率を上げるために差し押さえも辞さない、とにかく収納率

を上げることが第一の目的なのだというようなことでやっていくと、さまざま区民に対しても追い詰め

ていくし、職員に対しても追い詰めていくという、そういうところは重々改めていただきたいというこ

とで要望させていただきたいと思います。 

 ちょっと時間もなくなってきましたので、もう一つの介護保険のほうに行きたいと思います。介護保

険は、第七期が今度始まるわけですけれども、第六期では１１億５,０００万円取り崩して、基金の残

が６億３,０００万円になるということであったにもかかわらず、この補正予算のところでは１５

億７,８００万円余の基金となりました。これは多分 終の決算のところではもっと増えると思うので

す。そのようなところでいうと、想定からすると２.５倍、既に今の段階でも９億４,８００万円も多く

なったわけですけれども、これは想定内ということだったのかということが１点です。 

 それともう一つ、私は、総合事業を行ったために来年度も介護保険の予算を、事業費を増やさなくて

済んだのだという説明がありましたけれども、総合事業でかなり品川区は報酬を引き下げました。この

報酬を引き下げたという区がほかに２３区の中で何区ぐらいあるか、わかったら教えてください。 

○寺嶋高齢者福祉課長  まず１点目の基金の取崩し額が当初の見込みよりも少なくて済んだという部

分ですが、想定の範囲か否かということですけれども、この基金の取崩しにつきましては、 大限給付

が発生した場合、それから保険料の歳入が少なかった場合を見越しての基金取崩し額を設定しておりま

すので、基金自体を想定しているものではありませんけれども、計画内におさまっているという認識で

ございます。 

 それから他区の状況につきましては、総合事業に移行して安くなったかどうかということですけれど

も、おおむね従来どおりというふうに聞いておるところでございます。 

○大沢委員長  次に、渡辺裕一委員。 

○渡辺委員  ４３ページ、公衆便所について伺います。 

 まずトイレについては、公明党会派を中心に学校トイレ、ずっといろいろ聞いていてなるほどなと思

うことと、そもそものところを考えながら質問させていただければと思います。何せ理屈ではなく、全

世代、誰でもという表現になるかと思います。この必要性と、そして公的サービスが、数々多くの場で

見受けられるサービスかなと思います。そういう中で、まず区内の公衆トイレ、あと公園トイレという

表現があったりして、ちょっとこの区分がよくわからないので、簡単に教えてください。それと設置数、

おそらく公園が２００余あって、どれぐらい設置されているのか。これはいろいろな見方があると思う

のですが、多いのか少ないのか、状況を区の立場でお答えいただければと思います。 

 それと２つ目が、学校トイレでもありました和式と洋式の比率、先ほど学校のほうが、直近です

が６６対３４の比率、公衆トイレに当てはめると、おおむねどのぐらいなのか教えてください。 

○溝口公園課長  まず、公衆便所、公衆トイレと言わせていただきます。公衆トイレ、または公園の

トイレ、それぞれの役割でございます。まず公衆トイレと言われているものにつきましては、駅等人々

が集まるところ、そういったところについて公衆衛生法の観点から、誰もが使用できるトイレをという
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観点で整備してきているものでございます。続きまして公園トイレにつきましては、あくまでも公園利

用者の方が使用する、公園に遊びに来た方、また憩いに来た方、そういった方々がお使いになるトイレ

ということで整備をしてきているものでございます。 

 まず、トイレのそれぞれの数でございます。公衆トイレにつきましては３６カ所、区内全体でありま

す。また公園、これは児童遊園も含めてになりますが、公園、児童遊園に設置されているトイレといた

しましては、１２７個整備しているものでございます。洋式化につきましては、公衆便所の洋式化とい

うことですが、全体３６個のうち１３カ所が洋式化されておりまして、全体の整備率としては３３％が

洋式化されているという状況でございます。 

○渡辺委員  設置数のところ、また後でコメントいただければと思うのですが、近隣区なのか、ある

いは何か想定が難しいと思うのですけれども、多いのか少ないのかというのは僕らにちょっとわからな

かったので、また教えてください。洋式率３３％、確かにそうだなと思い浮かべればというところがあ

るかと思います。 

 利用状況のところに行きます。これ今設置を聞いて、地域によっても、品川区も広いですからエリア

によっても違うかと思います。ただ、私たちがよく耳にするのは、女性がトイレ行きたいといったとき

にも、やはり公衆トイレというよりは何か屋内の商業施設等を求めるケースがよく見受けられます。使

われている状況をどのような把握をされているのか、どのような方が公衆トイレというものは多いのか。

思い浮かべるところでは、やはり高齢者の方が日中散歩をしていたり、大事な拠点だというふうにも聞

きます。あるいは男女比のところ、先ほどのお話しのように、どのように把握されているのか教えてく

ださい。それと、先ほどの数のところにも関係するのですが、適正配置というくくりでいったときに、

何か基準ですとか、目安があるのか、主なところでいいので教えてください。 

○溝口公園課長  設置の数、 後の質問の適正な配置というところにもつながってくると思います。

区内公園、公衆便所、公園便所含めて、１６３カ所あります。２５０メートルのメッシュを切ると、お

おむねその範囲に必ずトイレがあるような形、これは大体５分ぐらい歩いていくとトイレがあるような

形になっておりますので、おおむねそういった形で区内では充足していると考えているところでござい

ます。 

 また、利用状況でございます。委員ご指摘のように高齢者の方が散歩に使ったり、または公園利用者

の方が使ったりというところでございます。少し私どもの手元にある資料でいきますと、公衆トイレの

利用状況でございます。これは男女のものを１回、アンケートをとりながら調べたデータを持っており

まして、その中でいくと、公衆トイレの女性の使用率については約１３％ほどの方が全体の中で使われ

ている状況にあります。そういった中でいきますと、やはりまだまだ男性の方が多い。利用状況が多い

というところになっておりますが、今後いろいろ、さまざま清掃回数を増やすなど、またトイレット

ペーパーを必ず設置するとか、そういった取組みをしてきているところではございます。引き続き誰も

が利用しやすいトイレに向けて、整備または維持管理、そういったものに取り組んでいきたいと考えて

いるものでございます。 

○渡辺委員  何か品川区だからというわけではなくて、これは全国的な課題なのと、これから維持と、

今お話ちょっと出た管理のところ、清掃のところ、清掃などはおそらく特殊なのか、素人ができるもの

なのか、ちょっとその辺簡単に教えてください。 

 よく行政視察等でも、地方へ行ったときに公園の清掃具合とか、トイレの清掃具合で気づく点がある

のです。そこから比較すると、この品川区の今の状況は、私個人だけではなくて、かなり行き届いてい
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る、清潔感のあるように思います。これも財政基盤等がかかわってくるのかなと。これが先ほどお話し

したかった品川らしさにもつながる、さすが品川の一環ではないかなとは私は思っています。 

 そういう意味で、次に、改修等があるときの方針を教えてください。それはおそらく安全のこと、快

適さのこと、清潔感、この辺の現在の評価、行政としての評価もあるでしょうし、もっとこうしていき

たいとかあるかもしれないです。ちょっと先ほど、個別の事例もあるのですが、公園という観点でちょ

うど天王洲が今改修工事をされている。クラブハウス等も改修をされている。そういう中で、改修の主

な計画ですか、単年度なのか、複数年なのかも含めて教えてください。 

 それと、ちょっと個別のお話になりますが、今の天王洲もこの間ちょっと見たときには、改修してい

ない場所のトイレはやはり和式だったなと。洋式がないなとか、あるいはこの区役所前の中央公園、い

ろいろなイベントで使われる、私も出入りする機会が多いのですが、お子さんも多い中で、やはりトイ

レが和式で使えなかったという声もあるやに聞いています。個別案件も含めてしまうのですが、ほかの

清掃等の管理は抜群にいいと思うのですけれども、この辺もったいないなという思いもあったので伺い

たいと思います。 

○溝口公園課長  まず、公衆便所を含めたトイレの維持管理の件でございます。これにつきましては

専門の業者を充てておりまして、１日１回、また利用頻度が高いところについては１日２回、必ず清掃

に入っている。そういった中で補修状況、またはトイレの状況、そういったものを確認しながら清掃に

当たっている。また悪臭がひどいとか、そういう苦情が寄せられるところについては、特別清掃という

形を行って、薬品等を使って少しでもにおいの低減、そういったものも図りながら維持管理にあたって

きているというところでございます。 

 また、トイレ等の改修につきましては、必ず洋式化を図っていきたいと考えております。 

 また、できる限りだれでもトイレを設置することで、誰もが利用しやすいトイレ、そういったものの

環境整備に努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。 

 あと天王洲のクラブハウスの改修でございます。順次今進めているところでございますが、今年度、

来年度を含めて改修工事をして、全てクラブハウスの改修または増築、そういったものの工事が終わり

ますと、更衣室も含めてバリアフリー対応、またシャワーも車椅子の方がご利用いただけるようなシャ

ワー室、そういったものもあわせて整備をしていっております。トイレだけではなくて、そういった施

設面についても、誰もが使いやすいものを目指していきたいと考えているものでございます。 

 また、中央公園につきましては、この後土木費の中でも予算計上させていただいておりますが、中央

公園の改修ということで、トイレの洋式化を図っていきたいと思っているところでございます。 

○渡辺委員  もうある程度既に考えられているのだなということを確認できて、何か晴れやかな気分

といったら変ですが、見通しが立っていいかなと思います。 

 そういう中で情報発信です。やはりこのような場で今聞けたという中で、区民の方にどう伝わってい

くか。やはりトイレの場所等、これは住んでいる方もそうですし、長く住んでいる方しかり、あるいは

観光という観点で人がいらっしゃる、そういう時代ですから。特に品川区はウエルカムという体制を

とっている中で、どう知られていくか。これは課題でもあり、この課題を解消すると大きなプラスにな

る。情報収集と発信について教えてください。それはまず、まちのサイン計画と案内表示、これは基本

だと思います。アナログな観点といったら変ですが。それと 近、首都圏ニュース等で取り上げられた

かと思うのですが、何か地域課題を解決していくアプリ、その中でも項目にトイレが入っていたという

ように聞いているのです、見た方に。そういった形のトイレ案内アプリの開発、活用。既にちょっと何
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か品川区のホームページを見たらあるやに見えたのですが、この辺の情報。 

 それとあと公衆トイレ以外といったらあれなのですが、公共以外。民間との協力です。特にコンビニ

などは大変今好意的にトイレ提供、まちなかでされている。あとは、今公衆トイレということで聞いて

いるのですが、区有施設、いろいろな区の施設も大変にきれいに行き届いていますし、それが知られる

ことが大事かなと。ちょっと総くくりになりますが、情報収集と発信の考え方を教えてください。 

○溝口公園課長  まず、今回おもてなしトイレ整備事業ということで、まず今年度、品海公園のトイ

レ整備をさせていただきました。そういった中で、やはり利用者の方にわかっていただける、また公園

の中にあるトイレですので、旧東海道からいかにそのトイレを知ってもらえるのか、そういったところ

でサイン、またはトイレの案内、そういったものを充実させてきております。今後もただトイレ整備す

るだけでなく、そういったサイン、案内誘導、そういったものも含めてやっていきたいと思っておりま

す。 

 また、今回オープンデータという形で、トイレのデータを載せております。多分そういったものを活

用して、さまざまなアプリケーションに民間の方が使われているということは、自治体としてあるとは

聞いているところでございます。 

 あともう一つ、観光という観点でいきますと、しながわ観光マップの中にもバリアフリー、だれでも

トイレとか、そういったもののご紹介をしているところでございます。ただ、全てのほかの区有施設も

含めてなのですけれども、所管を含めて、今後どのような形でアピール、またはその情報を発信してい

くのか、そういったところは所管を含めてしっかり、私どもも含めてどのような形でアピールしていく

のか、そういったものは取り組んでいきたいと思っております。 

 また、民間との協力ということでございます。先行しているところでいきますと、豊島区などは民間

と協定を結んでトイレマップをつくって、その中で民間で使えるもの、また公共のもの、あわせて挙げ

ている、そういった事例もうかがえますので、そういったものも含めて、どのような形で区民の方たち

に情報提供していくのか、そういったものはしっかりと各所管、庁内のバリアフリーの所管をするとこ

ろが集まって検討していきたいと考えているものでございます。 

○渡辺委員  後に、今いろいろな施策がまたがるケース、すごい増えていると思います。まず観光

というものがわかりやすさといいますか、必要性が高まっている。特にインバウンド対応のときの洋式

化の対応、先ほど答弁にありました。特にこれ、これから選択と集中ではないですが、ペースをアップ

する、これが大事かなと思います。これは全区的ですね。やはり商店街等歩かれる、もう感覚的にも外

国の方が増えているなとも思いますし、旧東海道というご紹介もありました。あるいはまた、品川駅や

空港からのアクセスもそうなのですが、全区的な取組みだと思います。 

 もう１点、高齢者福祉の点では、やはり外出を習慣化する、これは力を入れられている施策なのです

が、やはり町場の声の中で、当人もそうですし、付き添い、介護の方もやはりトイレの場所どこだろう

と確認をされているケース多いそうです。現場の声として。やはりそういう中での情報提供、あるいは

ハード充実が必要とされているし、まさしく超高齢化の中で当たり前のようになっていくときに、きち

んとサービスが提供できるか。あるいは２０２０年、 後これはまとめのようになってしまいますが、

やはりオリンピック・パラリンピックに力を入れている品川区としてバリアフリーを加速させる。やは

りオリンピック・パラリンピックがあったから一気に進んだ、増えたというようなユニバーサルデザイ

ンの考え方、総合的な考え方で、一番言いたいのはペースアップ、この辺についてどうかということを

後に聞きたいと思います。 
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○柏原企画調整課長  全体的なトイレ、今ご指摘いただきましたけれども、例えばバリアフリー等も

含めてですが、区さまざまな施設があったり、それから民間の施設等々ございます。２０２０年のオリ

ンピック・パラリンピックに向けて、こういったところの事業というものは、我々としても加速させや

すいという時期だと思っておりますので、そういった中でより施設のあり方とか、整備というものを、

区全体として進めていきたいと考えてございます。 

○大沢委員長  次に、塚本委員。 

○塚本委員  私からは、５７ページの障害児施設給付費追加分、３,０００万円ちょっとですけれど

も、それについてお伺いしたいと思います。 

 まずこの増加分についての内容についてというところなのですが、あわせて、おそらくこの児童発達

支援事業、または子ども発達相談室といったところにかかわる増だと思いますので、そちらの利用状況

なども含めてご説明をお願いいたします。 

○中山障害者福祉課長  委員お尋ねの、この児童福祉総務費のうちの障害児施設給付費追加分になり

ます。こちらは児童発達支援ということで、未就学のお子様の療育の経費ということになっております。

この間、区内にあります児童発達支援事業所の数も増えておりまして、現在１２カ所ということになっ

ております。療育を求める保護者の方も多く、この間ずっと増加傾向にございます。 

 相談のほうもなのですが、児童学園の相談事業につきましても、やはり増加傾向にございまして、で

きるだけ早い時期に早期発見、早期療育、そういったところがこの数値にもあらわれているところでご

ざいます。 

○塚本委員  今ご答弁いただきましたけれども、療育の経費と、あとまた相談についても増加傾向に

あるというところで、特にこの相談について、以前かなり待ちが長いというようなことがあって、かな

りこの辺は児童学園等で拡充していただいたのですけれども、 近聞くところによると、やはりこの辺

の増加が当初の予定というか、予測を超えて、非常に急激に相談者が増えているというようなところを

聞くこともございます。区としてその辺の状況をどのように考えているのか、またその増えている原因

というものはどういうところに捉えているのかというところでお伺いをいたします。 

○中山障害者福祉課長  やはり１つには保健センターを初め、いろいろなところから発達のおくれが

心配されるというようなお声をいただいてつながるケース、あるいは親御さんみずから、ご自身のお子

様とほかのお子様と比較したときに発達の特性ですとか、あるいはおくれがあるのではないかというこ

とで心配しての相談のケースというものがございます。今現在は、障害者福祉課の療育担当と、それか

ら特に発達相談というところでは、児童学園の子ども発達相談室のほうで相談をお受けしています。子

ども発達相談室のほうが、やはりかなり、現在仮移転中ということがございまして、なかなか十分な相

談体制がとれないところもありまして、現在２カ月待ちぐらいをいただいております。その２カ月待ち

という考え方が、インテイクといいまして、発達検査をとるまでの時間になっています。ですので、今

後ですけれども、発達相談を受ける前段階の相談からきちんと受けることで、できるだけ保護者の方に

安心していただくこと、その中でインテイクがとれなくても療育につなげることは、療育担当のほうに

ご相談いただいてやっておりますので、そうした中でできるだけ早くお子様に早期の療育を受けていた

だけるような体制を組んでいきたいと考えております。 

○塚本委員  今ご答弁ありましたけれども、いろいろなところでというところでの要因によって、相

談が増えているということ、私なども結構マスコミでも取り上げるというか、このようなことに関して

の取り上げ方がいろいろ、結構増えてきているなということも感じておりまして、そういうことも影響
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の１つかなと思っております。いずれにいたしましても、早期発見、そして早期支援をというようにつ

なげていくということでの体制の充実が望まれますが、１つは今課長のほうからもご説明ありましたけ

れども、もう少し詳しくということで、来年度、平成３１年度に障害児者総合支援施設の開設が予定さ

れております。現在の仮移転先でのという体制から、しっかりとした体制になります。それから戸越

ルームというものが、引き続きこういった療育の場としては使われるということで、これまでの議論も

あったかと思いますが、こういった今後の施設展開と育英も含めて、この発達相談体制、具体的にどの

ような形になるのか、具体的な計画等も含めて、もし今の段階で考え等がございましたら、教えていた

だければと思います。 

○中山障害者福祉課長  実は児童発達支援センターというのは、おおむね人口１０万人に１カ所ある

ことが望ましいと言われております。今回の障害児福祉計画の中でも、現在品川児童学園１カ所という

ことになっておりますので、できればもう１カ所、地域を加えた展開が必要かと考えているところです。 

 今現在の戸越ルームの使われ方なのですが、発達障害児のお子さんに特化したコンパスということで、

児童発達支援、そして放課後等デイサービスということで展開をさせていただいております。平成３１

年に新施設ができますと、現在のコンパス事業については一度そちらのほうに戻る形になります。あそ

この、今戸越ルームの使い方、今後のニーズを考えたときに、療育の場としてがいいのか、それともや

はり身近な地域で保護者の方にご相談に乗れる場としての活用がいいのか、この辺のことについては民

間の療育の今後の動きも見ながら検討していきたいと考えております。 

○塚本委員  もう一つ新たな拠点も必要なのではないかというご答弁でしたけれども、特に障害児者

総合支援施設が、どちらかといえば品川地域ということであると思いますので、どちらかといえばとい

うか、そのものずばりだと思いますけれども、やはり荏原の地域にもう一つということであれば、この

地域バランス等も考えて、ぜひお願いしたいなと思っているところでございますので、よろしくご検討

お願いいたします。もしこの地域的なことについて何かありましたら、一言お願いしたいと思います。 

 それから続いてこの児童発達支援にかかわるところで、保育所等訪問支援事業というものもございま

す。各保育園を訪れて、訪問や助言ということを実施するということですけれども、これが現在どのよ

うな形のものか教えていただきたい。どのような形で実施されているか、訪問の回数とか、助言の内容

とか、教えていただきたいと思います。 

○中山障害者福祉課長  地域バランスというのは、相談者の視点から考えたときにはすごく重要なこ

とだと思っています。また、お子様の通いやすさというところもございますので、地域バランスのとこ

ろということを考えると、荏原地域のほうにやはり児童発達支援センター機能を有するようなものが必

要だと考えておりますので、この戸越ルームもその１つの候補になるかなと思っております。 

 それから保育所等訪問支援についてのお尋ねでございます。保育所等訪問支援自体は、保育所を初め、

お子様が通常通っていらっしゃる場所に支援員が出向いて、お子様向けの環境設定ですとか、あるいは

そこで保育士や学校の先生などにどういった特性のお子さんで、どういった支援をすることがお子様の

安定につながるか、そういったことを指導するものでございます。大体月に２回ぐらいの訪問支援をす

るということになっています。 

 現在、品川区内でこの指定をとっているのは児童学園１カ所ということになっています。なかなかま

だ制度の周知というところも、障害者福祉課側のほうでも十分にし切れていないというところもありま

して、実績としてはお二人の方が利用されているというような状況でございます。国のほうもすごくこ

の支援については大事な支援ということで、次期の福祉計画の中でも保育所等訪問支援を進めるように
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ということで強く言っておりますので、また保育園ですとか、学校ですとか、説明してご協力いただき

ながら、必要なお子様にその支援を届けるための準備をできればと考えております。 

○塚本委員  この事業ですけれども、大切だと思っておりますが、特にこのところ保育園、大変増え

ておりますので、これからも増えていくでしょうし、そういう意味ではしっかりとこの事業が漏れなく

というか、つつがなくというか、できるようにこれからもいろいろとご配慮いただければと思いますが、

後に一言お願いいたします。 

○中山障害者福祉課長  さまざまな施設と連携をして周知を図っていきたいと思っております。 

○大沢委員長  次に、西本委員。 

○西本委員  ３月１１日で、東日本大震災から今年で７年を過ぎようとしております。その後、品川

区は防災対策に対しては本当にさまざまな取組みがなされているなということで評価しておりますけれ

ども、その備えの１つであります、本日は非常用の発電機の法定負荷試験について質問したいと思いま

す。ですからページは不明でございますが、昨年の１２月でございますけれども、仙台市で法定負荷試

験、４８施設で未実施であったと報道がなされております。そしてこの仙台市におきましては、年内実

施する方針を立てまして、今期の予算編成に措置をすると。補正をかけてやっているということなので

す。同様に福岡市についても、８割が違反であったというような報道がなされております。 

 まずお聞きします。実態を教えていただきたいのですが、区有施設においての非常用発電機は、所管

ごとでお願いしたいのですけれども、何機あって、管理がどのような状態になっているでしょうか。そ

して負荷試験とはどのようなことで、この負荷試験、法定負荷試験というものを実施されているのか、

その状況をお伝えください。また、全体の掌握がされているのか、どこがそれを集計しているのかをお

聞きしたいと思います。 

○小林施設整備課長  非常用発電機のご質問ですけれども、区有施設の中には３１施設に非常用の自

家発電機が設置されております。それで、今ご質問の負荷運転等については、消防用設備等点検報告と

いうものが年に一度、消防機関のほうに報告の義務がありますので、各所管が実施しているところでご

ざいます。 

○西本委員  ３１施設にありますというのはわかりました。では、この法定負荷試験というのはどう

いうことでしょうか。それが本当になされているのか。そこはいかがですか。 

○小林施設整備課長  負荷運転３０％というのは、その自家発電機があるのですが、そちらの稼働を

して３０％の負荷をかけて動かすということです。各主管課にヒアリング等の調査を実際したところ、

稼働運転確認のほうは実施されているというところは聞いております。ただ、負荷運転については、現

在のところ実施していない模様です。ただし、先ほども言いましたが、総合点検、これは年に１回届け

出義務がありまして、これは実施しているところでございます。その際、消防機関のほうからは指導が

ないと聞いております。しかしながら、必要なものについて今後消防機関と協議をして、実施していく

ものについては実施していくということで努めてまいりたいと思います。 

○西本委員  この法定負荷試験、課長がおっしゃいました３０％負荷をかけて試運転をするというこ

となのですが、電源を入れてついたから稼働がきちんとできているということではないのです、この負

荷試験というのは。３０％の負荷をかけてチェックをしなければならないのです。それを、今のご答弁

でいうと、３１施設やっていないということの答弁でした。ということは、今３１施設のこの発電機に

対して、何ら法定的な規定に基づいたチェックがなされていないということではないでしょうか。 

○小林施設整備課長  先ほどもご答弁いたしましたが、今後必要なものについては実施をしていくと
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いうことで努めていきたいと思っております。また消防機関とも協議をして、行っていきたいと思いま

す。そしてまた、国のほうではその負荷運転について協議をしていくということを聞いておりますので、

そちらのほうの動向についても注視してまいりたいと思います。 

○西本委員  これは非常に大きな問題になっているのです、全国的に。仙台市はいち早く補正を組ん

で、負荷試験をやっているのです。そしてこの罰則規定もあるのです。電気事業法、建設基準法、そし

て消防法という中での罰則規定があるのです。この消防法でいいますと、担当者に対しては３０万円以

下の罰金または拘留です。所有者、管理者にあたっては、 高で１億円の罰金または刑事責任が問われ

るのです。というところまであるのです、これ。こういう実態を各所管の方々も知っているのかどうな

のかということが、まず１点お聞きしたいと思います。 

 そして、先ほど消防署のほうにということになっておりますが、総務省から消防署に対して点検の通

知がなされております。ということは、消防庁のほうも余り深く考えていなかったという反省点に基づ

き、これからかなり厳しくここは検査が入ってくると思っております。そうなりますと、当然ながら消

防署だけではなくて公的な機関、または民間ですと病院等々も含めて、このチェックをしなければなら

ないということが、かなり追及されてくるのではないかと思いますが、その現状はご存知でしょうか。 

○小林施設整備課長  昨今インターネット等で、私のほうも知ったところでございます。その際、国

のほうの動き方について、先ほど言った総合点検の報告義務というものが年に一度あるのですが、届け

出のほうが５０％弱ということで、厳しい状況だということは国のほうも承知している模様です。その

辺の動きも注視して、必要なものについては実施していくように努めてまいりたいと思います。 

○西本委員  必要なものというところが、私は納得いかないのです。必要なのではないのですか。こ

れ、非常用発電機がなぜ必要かというと、災害があったときの非常用のものです。稼働しなければ無駄

になるわけです。これをチェックしていないという状況は、品川区として責任を果たしていない。区民

の方々の安全面に対して、危機管理も含めてなされていないということになるのではないかと私は強く

感じているわけでございます。それで、必要ではなくて、これはやるべきなのです。やらないといけな

いことなのです。全庁あわせての情報共有も、各所管に任せるということではなくて、例えば危機管理

室があるわけですから、そこで全体を掌握するとか、全体を管理していくという仕組みも必要になるの

ではないかと思いますが、その体制についてもお答えいただきたいと思います。 

 そして消防署のほうに指導があったということは、今、各自治体のほうでも、いろいろこれはやらな

ければならないという認識に立っております。そうなりますと、これをチェックできる業者というのが

決まっておりまして、余りないのです。できるところが。そうなってくると早い者勝ちというのが今の

現状でありまして、早く手を挙げてやりますと言っていかないと、いつになったら品川区に回ってくる

かわからないという現状もありますが、そういう現状も把握されていますでしょうか。 

○小林施設整備課長  そのような状況の把握はしております。それとあと各主管課については、今消

防機関と協議をして、必要に応じたものを委託内容に盛り込むとか、そういうものをこちらのほうから

指導していきたいと思っております。 

○西本委員  これは早急に対応していただきたい。本来は仙台市であるとか、福岡市のことの情報が

入っているのであれば、早急に品川区としても取り組むべき課題ではないかなと思うのです。そして、

これはまさにこの負荷試験をしないがために、ただ単にスイッチが入ったからオーケーという状況が、

多分今の状況だと思います。その理由で不具合が生じて、そこから災害が発生するということも起きて

おりますので、ぜひこれは早急に品川区全体として考えて進めていただきたいと思います。 
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○大沢委員長  次に、木村委員。 

○木村委員  不燃化１０年プロジェクトからの質問ですけれども、この事業は震災や、また火災時に

特に甚大な被害が想定される整備地区において、不燃化に向けた取組みを２０２０年度までの１０年間、

重点的・集中的に行うためにスタートした事業だと思いますが、本区でも木造住宅密集地域が広い範囲

に分布し、道路や、そして公園等、都市基盤がまだまだ十分でないことに加え、首都直下地震による都

全体に大きな被害が想定されています。お聞きいたします。２０２０年度までをめどにスタートした事

業、そう簡単に進まないのは承知しています。しかし、計画がスタートしたからには、１００％を目指

すお考えがなければなりません。３０年以内に想定されている首都直下型地震のためにも、ぜひ集中し

てやらなければならないと思っています。その中で、この事業で４つの減額、３億６,１８４万円です

けれども、中でも旧同潤会地区の防災街区整備事業２億４,４６４万円が大きいわけでありますが、減

額の理由は計画に無理があっての減額か、それともほかに何かあるのか、お聞きしたいと思います。 

○髙梨木密整備推進課長  ご質問のありました件でございますが、まず防災街区整備事業、これは中

延二丁目、旧同潤会地区で行われている事業でございますけれども、不燃化１０年プロジェクトの不燃

化特区のうち、東中延一・二丁目、中延二・三丁目地区のコア事業として、重点的に取り組んでいる事

業でございます。こちらの減額の理由でございますが、工事進捗による減となっております。具体的な

工事進捗のおくれについてですが、基礎工事実施中に地中に障害物が発生したことによる、工事進捗が

おくれたことによる出来高の減となっております。 

○木村委員  １９９５年の阪神淡路大震災では、倒壊した家屋や電柱が緊急車両を妨げ、火災も瞬く

間に燃え広がり、大きな災害を引き起こしたことや、２０１６年には新潟県糸魚川市の大規模火災が発

生したこと、私たちの記憶にも新しいことと思います。このように、木密地域からの火災、火の手が上

がり、瞬く間に家屋を焼き尽くしてしまい、人命をも奪ってしまうことにつながってしまったのです。

お聞きいたしますけれども、もし本区で阪神淡路や糸魚川市のような地震で火災が起きた場合、被害を

小限に食いとめるには常日頃から何を準備しておけばいいのか、また、区民に日頃からどのような心

構えや準備をしていただくのか、行政側からのお考えというものをお聞かせください。 

○髙梨木密整備推進課長  東京に首都直下型地震が起きた際には、木密地域を中心に火災による大き

な被害が出ると、都の被害想定によるとされております。その中でも品川区内では、７７９名の死者が

出ると。そのうちでも火災による死者が多いというような報告がなされております。 

 木密地域を多く抱える品川区におきましては、そういった被害を 小限に食いとめるために、今ある

燃えやすい建物を火災に強い建物に一刻も早く変えていただくべく、重点的に取組みを今後も進めてい

きたいと考えております。 

○木村委員  その中で、一刻も早くということでありますけれども、その木密地域では居住者の高齢

化による建替え意欲の低下だとか、また、敷地が狭いために建替え困難、そして権利関係が複雑、合意

形成に時間を要することなど、改善が進みにくい状況となっていると、区のホームページに掲載をされ

ています。お聞きいたしますけれども、不燃化１０年プロジェクトはこれから３０年以内に起きると言

われている、この大震災だけではなく、あらゆることを想定した災害に対し、しっかりとした計画のも

と事業を進めることが、３９万人にも及ぶこの区民全員の願いだと私は思っています。ぜひとも行政と

して、都民の１人としてのお考えというものも、もう一度しっかりとお聞かせをください。 

○髙梨木密整備推進課長  不燃化１０年プロジェクトは、平成３２年度の期限末まで残り３年余りと

なっております。いろいろと建替えが進まない事情等あると思いますが、改めてこの時限的な助成制度
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があるということをしっかりと区民の皆様に説明し、理解していただいた上でご協力いただける方を１

人でも多くいただいて、燃え広がらない、燃えないまちの実現に向けて、来年度以降進めていきたいと、

このように考えているところでございます。 

○木村委員  ぜひお願いをいたします。本区においても、中延や旗の台、そして豊町、西品川、大井

ほか、補助２８号・２９号線、放射２号線沿道地区など、この区内１４地区において計画が今進んでい

ることと思いますけれども、２０２０年ごろを完成目途にしているのでしょうが、それともまたいろい

ろな事情により延びるような可能性もあるのかどうかということをお聞かせください。 

○髙梨木密整備推進課長  不燃化１０年プロジェクトは、東京都と特別区が連携して進めている事業

でございます。平成３２年度末以降の事業、プロジェクトのその後につきましては、東京都からまだ具

体的な話はございません。しかし、品川区内を燃えない、燃え広がらない、安全なまちにしていくとい

う使命はなくならないと考えておりますが、まずは期限末である平成３２年度末を目標年次と定めて、

それまでに精一杯取組みを進める必要がある、このように考えているところでございます。 

○木村委員  １９２３年９月１日に発生した関東大震災では、マグニチュード７.９で、その後、翌

日にかけてもマグニチュード７以上の余震が７回も起き、激しい揺れによる建物の倒壊や大火災による

被害というもののほかにも、津波や山崩れによる被害も甚大でした。１０万人を超える死者が出、その

うち約９割が火災による犠牲者と言われています。当時の東京府に限れば、死者のうち９５％が火災で

亡くなっているとも言われています。 

 不燃化１０年プロジェクトはこれから３０年以内に起きると言われている、この大震災だけではなく、

あらゆることを想定した火災に対し、しっかりとした計画のもと事業を進めることが、３９万人にも迫

る、この区民全員の願いであろうと思います。行政として、都民の１人としても、そのしっかりとした

計画、またお考えをお聞かせください。 

○髙梨木密整備推進課長  品川区における不燃化の取組みは、委員お話しのとおり、これから起きる

直下型地震以外にもさまざまな災害に強いまちづくりに役立つものと考えているところでございます。

まずは火災に強いまちが区民一人一人の生命と、それぞれの財産を守るということが第一義だと考えて

おりますので、引き続き強力に推し進めていきたいと考えております。 

○木村委員  ぜひお願いをしたいと思います。２０１０年４月に東京都が公表した被害想定では、広

範囲に存在する木造密集地域市街地を中心に、大規模な火災延焼が起き、東京都内だけでも 大約２０

万棟が焼失、火災による死者は４,０００人以上に上るとも言われています。お聞きいたしますけれど

も、本区でも複数箇所から出火することが予想されていますが、一斉に発生した場合、消防車や救急車

の台数というものは今のままで十分と言えるのでしょうか。 後にお聞かせください。 

○髙梨木密整備推進課長  消防車等の台数については、また後ほどお答えがあろうかと思いますけれ

ども、まず委員ご指摘のとおり、東京の被害想定では品川の死者のうち多くの火災の死者数が想定され

ているところで、消防車の台数等も含めて、総合的な防災対策が必要になってくると、このように考え

ております。 

○大沢委員長  会議の運営上、暫時休憩いたします。 

○午後３時１５分休憩 

 

○午後３時３０分再開 

○大沢委員長  それでは休憩前に引き続き、会議を開きます。 



－59－ 

 

 質疑を続けます。ご発言願います。鈴木真澄委員。 

○鈴木（真）委員  私からは、３５ページの国庫負担金、民生費負担金、障害者自立支援給付費、そ

れから障害児通所給付費、それから４１ページ、都補助金、民生費補助金の中で子ども・子育て支援交

付金、すまいるスクール運営費、それから４５ページで教育費補助金、マイスクール運営費、これは歳

出にかかわっていく部分なのですけれども、 初に子ども・子育て関係です。これが増額になっていま

すけれども、１,８００万円余、その増額の理由を教えてください。 

 それから民生費の障害児福祉費です。障害者福祉費で、これは平成２８年度に比べて、平成２９年度

は１億９,０００万円ぐらい予算が増加していました。その上で平成２９年度の予算が３５億７,４００

万円、ここでまた補正が１億８,６００万円という状況になっています。先ほど障害児施設給付費につ

いては随分説明があったので、その部分は除いて、この増加になった分の特色的なものを教えてくださ

い。 

 それからもう１点、マイスクール関係です。今回マイスクールの件は教育委員会の事務事業の点検お

よび評価報告書、この中に相当な説明がされて、筑波大学の窪田教授の件もお話が出ておりました。こ

れはマイスクールは私も地域の方から足りないということで、八潮だけあって足りなかったときに、増

やしてほしいというお声を聞きまして、それで五反田のマイスクールができたという状況がありました。

この補助金が、当初予算に入っていなかった中で、補助金が入ってきた理由について教えてください。 

○髙山子ども育成課長  私のほうからはすまいるスクールの歳入の補正についてお答えいたします。 

 こちらのほう、子ども・子育て支援交付金のほうの増額の理由でございますが、年度当初よりも、想

定していたより補助の基準額が引き上げられたことと、そしてもう１点、１０人以上を単位とする学童

クラブに対する助成ですが、年度当初は１０人未満ということで、当初は要求していなかった３カ所分

の増額要求ということとあわせて、このたびの増額補正に至ったものでございます。 

○中山障害者福祉課長  この自立支援サービス追加分の中の特徴的なものというご質問でございます。

一番大きなところが共同生活援助事業ということで、グループホームのご利用の給付費になります。昨

年１１月に金子山グループホームができましたこと、また近隣のグループホームに入居される方も多く、

こちらのほう６,０００万円弱の増となっております。 

 また、生活介護のところで７,３５０万円ほど入れていますが、特にこの中では就労系のサービスの

伸びが大きかったことで、給付費が増になっているものでございます。 

 障害者介護人派遣事業につきましては重度訪問介護、こちらのご利用の時間数の伸びに合わせて、こ

のような形で増額の補正をさせていただいたところでございます。 

○大関教育総合支援センター長  マイスクールに関します補助金についてでございますが、東京都が

全体的に不登校の出現率が高まってきております。全都的に各区市で適応指導教室を増設する際に、人

的な補助を行うという制度が入りましたので、そちらのほうに応募いたしまして、認めていただいた結

果、今回補正に入っております。 

○鈴木（真）委員  すまいるスクールなのですけれども、これの予算書上の問題なのか、こちらの補

正の歳入のほうにはすまいるスクールという言葉が出てくるのですけれども、歳出のほうにはすまいる

スクールが出てきていないのです。これ何か特別の理由があってなのか。細かいところを見ていくと、

事項別を見ると出てくるのだろうと思うのですけれども、この中で対応する部分が出てくるのが普通で

はないかという点で、その確認をさせていただきます。 

 それから障害関係のほうです。今お話しいただきました共同生活援助事業のほうで、金子山グループ
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ホームの部分が増えているというところと、その辺で今現在の金子山グループホームの状況を教えてい

ただければと思います。 

 それから介護人派遣ということで、重度の方というお話がございました。よく時間的に欲しいという

お声が、我々も言われております。その中で実際対応していただいているから出てくるのだという部分

だと思うのですが、当初予算との絡み、これらどのように考えていくのか。実際にやっていただけるの

ですから、それは十分いいことだと思っているのですけれども、当初予算でももう少しつけてもいいの

かなという感じもするので、その辺はいかがでしょうか。 

 それからマイスクールの件です。マイスクールは先ほども言ったように随分評価を受けていただいて、

さらにまた今度浜川中学校でというお話も伺っています。これ新規の予算のほうになってしまうので、

余り入るのもまずいかなと思いながら、今までマイスクールというと、学校に行きにくいというお子さ

んが基本的にいた、そこが考えのスタートだと思ったのです。これが何で今度中学校の中でやっていく

のか。浜川中学校で既にやっているというのはわかるのですけれども、そこの考え方というか、学校へ

行かれないお子様をここで育ててあげるという感覚、ちょっと違ってくるのではないかと思うのですが、

その辺についても教えてください。 

○秋山財政課長  予算書上の財源更正の表記の仕方なのですけれども、歳入で財源更正があっても、

歳出のほうで、例えば３目の児童福祉施設費のほうで、ほかの財源の増減があったりした場合に、そち

らの中で表記をするということで、目の財源更正のみの場合にだけ表記をするというルールで、この補

正予算書をつくっておりますので、そのような形で、必ず対になっているという表記にはしていないと、

そういう形でございます。 

○中山障害者福祉課長  ２点お尋ねいただきました。まず、金子山グループホームの状況でございま

す。１０人ほどの男性だけのグループホームということになっております。このグループホームは福栄

会に区の土地をお貸しして、福栄会のほうで建物を建てて運営をしています。金子山を１０人の男性に

することに伴いまして、森前のグループホーム、同じく福栄会が運営しているのですが、そこが男女混

合だったものを女性専用という形に変更しております。そうすることで、やはり同性同士のほうが、特

に女性のグループホームの入居者の方にとって、男性と一緒に、例えばトイレですとか、お風呂という

ことでは、抵抗感もございましたので、そのような形に分けることができました。現在その１０人の方

ですが、なれて地域生活を行っているような状況でございます。 

 重度訪問介護についての考え方になります。こちらにつきましては、その方の必要な時間数というこ

とになりますので、ケアプランに基づきまして、どういった配置の仕方がいいのか、何時間相当がいい

のかということも勘案しながら、その結果が今回額の増額につながったところでございます。 

 予算の反映というところですが、実はなかなか重度訪問介護をご利用される方は入退院も多くござい

まして、人数の変動もあります。ですので、できるだけ必要な伸びを予算上は見ながら、ただ執行段階

におきまして、適切なケアプランに基づきまして必要な方には給付をしていく、そういった考えをとっ

ていきたいと考えております。 

○大関教育総合支援センター長  新たにマイスクールの機能を浜川中学校の一部を活用いたしまして、

次年度より適応指導教室を増やすという件につきましてでございますが、ご指摘いただきましたとおり、

これまで中学校現場に直接通うことが難しいという生徒への対応を中心で行ってまいりましたけれども、

今度新たに浜川中学校の場合には、従来、相談学級という形で、正式には週１回の通級の形をとってお

ります相談学級の中でも、不登校傾向のお子さんに対しましては週１日だけでなく、ほかの日ももう少
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し多く来られるような形を、校内体制の工夫で浜川中学校では対応してきたという経緯がございます。

今後そちらの相談学級は特別支援教室として、自分の学校に教員が来てくれるという形に、機能が新た

に次年度より変わってまいりますので、新たにこれまで相談学級だけで活用しておりました教室を適応

指導教室として、今度は新たに活用するという新たな形でございます。 

○大沢委員長  次に、浅野委員。 

○浅野委員  私のほうからは、５９ページの予防接種費追加分、定期予防接種、６３ページの立会川

緑道概略設計委託、時間があれば１０６ページの特定健康診査等事業費について質問します。 

 まず予防接種費の追加分ですけれども、薬剤を混合して接種をしたという、このような事故もあった

かと思いますが、この件で接種のやり直しがされたというふうに聞いております。その後特に問題にな

るようなことはあったのか、なかったのか。また、問題がないと判断するような基準というものが、こ

の場合あるのかどうか、教えていただければと思います。また、全て予防接種の追加のための費用と思

いますけれども、ほかの医者の意見とか、また特筆するような反応などがあったのかを教えていただけ

ればと思います。決して起こしてはならない事故だと思いますけれども、今後とも注意を怠らないよう

にしていただければと思いますが、いかがでしょうか。 

○舟木保健予防課長  予防接種についてのご質問です。今回の補正につきましては、４月に発覚した

予防接種事故の対応に伴いまして予算額を上回ったため、補正を組んだものとなっております。事故対

応のほうにつきましては、１０月末までを再接種の期間として実施いたしまして、そちらのほうの再接

種については、特に大きな健康被害なく終了しております。現在、 終的な報告のほうを区内に限らず、

区外で受けた方の報告を待っているような状況です。また、再発防止についても、医師会のほうと共同

して今後進めていくこととしております。 

○浅野委員  この場合、接種をしてしまった子どもたちもおられるわけですので、追跡調査とまでは

言いませんけれども、ぜひともフォローしていただければと思います。 

 あと２点目といたしまして、立会川緑道概略設計委託の件ですけれども、緑道の改修ですが、３０年

も経過をしているということで、今後進めていくという話を伺いました。２月７日に源氏前小学校で地

域住民の皆さんに対しての説明会がありまして、私も耳を傾けさせていただいたのですけれども、かな

り多くの方が積極的に質問されている、やはりその立会川、立会道路の地域に関しての、長く住んでい

る方が愛着を感じているのだなということを改めて感じました。またその中で、沿道とこの緑道が分断

されていること、また樹木の老朽化、歩行者の歩くところですけれども、そこで自転車も同時に走行し

ているとか、さまざまな意見が出ておりました。ぜひとも地域住民の皆さんの真意というものを酌み

取っていただきまして、新しい整備につなげていただければと、そのように考えるものでございます。

この件につきまして、今回設計委託という形が出ておりますけれども、今後のタイムスケジュールとい

うのでしょうか、計画の進め方などについて概略を教えていただきたい、よろしくお願いします。 

○多並道路課長  私からは立会川緑道の整備についてお答えさせていただきます。 

 立会川緑道につきましては、整備してから約６０年がたっておりまして、非常に老朽化が進んでいる

というところでございます。こちらの一番大きなところは、今、歩行者専用道路という整備をしている

ところですけれども、そこで自転車をご利用いただく方がいるということで、交通量調査をした結

果、３６９台という形で１日通っている実態があるということです。そこについて地元の皆様にお諮り

して、再整備のあり方ということでご説明したところです。基本的には自転車も歩行者も安全に、安心

してご利用いただけるように整備しようというのが大きな考え方ということでございます。 
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 ここの整備のあり方につきましては、今後、今年度概略設計ということを行っておりますけれども、

今回の説明会の内容を踏まえまして、来年度詳細設計を進めながら、再来年度から順次工事計画を進め

ていきたいと思っておるところでございます。工事経過につきましては、すみません、整備してか

ら３０年というところでございます。 

○浅野委員  こちらのほうの地域、今まで説明会何回か聞いたことがあるのですけれども、これだけ

多くの方が見えたというのは私も初めての経験でありまして、やはりそれだけに地域の方々の、この愛

着というものが非常に強いものがあるのかなということを感じました。それで、ここで質問なのですけ

れども、参加された方は概略、大体内容はわかっているかなとは思うのですが、それ以外の方々、普通

に生活をされている、普通に利用されている方など、数多くおられると思いますし、緑のあるところな

ので散歩される方も多いかと思います。このような場所であるからして、今回の計画が発表されたわけ

ですので、どうか地域の住民の方にどのような形でこの計画を理解していただくといいましょうか、概

要だけでも知っていただいて、それである意味協力も求められるということも考えられます。また、さ

まざまなアイデアが出てくれば、それもいいものについては導入をしていっていただければと、このよ

うに思います。私もよく通るところですけれども、なぜこういう形になっているのかなというのがなか

なか理解できない部分もありましたが、今回の整備によりまして、まちがさらに一層明るくなる、また

活気が出るような形をとっていただければと考えておりますので、よろしくお願いいたします。ぜひと

も追加の説明会、何回か行っていただき、多くの方に知っていただく取組みをしていただければと思い

ます。 

 大体完成する時期ですか、どのぐらいの期間、いつごろになるのか教えていただければと思います。 

○多並道路課長  立会川緑道につきましては、来年度詳細設計を行い、そのときに、今委員のお話あ

りましたように、地域の方個別にお話ししながら、整備のあり方をいろいろお話聞きながら、整備を進

めていきたいと思っております。そのような観点から、かなりスパンが大きいところもありますので、

区割りを４カ所、もしくは５カ所の割りで進めたいと思っております。そういうことで、平成３１年度

から、そのスパンで合わせた形ですね。１年間で１スパンごとやりますので、四、五年ということで、

これから地元とよくお話し合いしながら、そこについては決めていきたいと思っているところでござい

ます。 

○浅野委員  この件に関しましては、とにかく無事故で区民の方々が本当に安心して歩ける、また使

える、そのような地域にしていっていただければと思いますので、本当によろしくお願いいたします。 

 次に、特定健康診査等事業費についてですけれども、他の委員からも質問もありましたが、特定健康

診査等事業費、こちらが１１％減額補正となっているということで、この件につきまして、今後はぜひ

とも増額補正になるように取り組んでいただければなと、そのように考えているところですけれども、

こちらの特定健診、なかなか率が上がらないということで苦慮されていると思いますが、やはり何らか

のいい知恵を出していただいて、多くの方が参加といいましょうか、健診に立ち寄る、また受けられる

ことができるようにしていただければと思います。 

 いろいろネットを見てみると、なかなかやはり特定健診、うまくいっているなというようなところは

なかったと、このように思っておりますけれども、その一番 初に抜け出せるのが品川区であるように、

私は祈りたいと思っております。ネットを見て感じたことですけれども、特定健診を受けなかった理由

というのが何項目かありまして、それを見てみますと、１番目は心配なときはいつでも医療機関を受診

できるからという、これは当たり前のことだと思います。２番目は時間がとれなかったから。これは言
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いわけだと思います。そして３番目、面倒だからという。これがベストスリーに入っておりました。こ

この部分をいかに少しでも区民の方が、よし、特定健診を受けてみようと、そういう気になるような施

策、そういうものを打ち出していただければと思います。以上です。よろしくお願いします。 

○大沢委員長  次に、のだて委員。 

○のだて委員  私からは、６９ページの不燃化１０年プロジェクトに関連して、戸越公園駅再開発と、

また同じく６９ページの住宅・建築物耐震化支援事業について質問します。 

 まずは戸越公園駅、戸越五丁目１９番地の再開発についてです。再開発地域も不燃化特区の中にあり

ますけれども、この１９番地再開発を防災のためと説明しますが、どこが防災のためになるのか、まず

伺いたいと思います。 

○東野まちづくり立体化担当課長  戸越公園駅の南側でございます戸越５－１９の再開発事業につい

てでございます。こちら、防災のためということで進めているだけではございません。駅前の脆弱な基

盤の解消、それから道路等、そういった地域の課題を解決するために、地域の皆様みずからが計画して

再開発、こちらを行っているものでございます。 

○のだて委員  防災のためだけではないというご説明でしたけれども、どこが防災のためになるのか

ということを伺いましたので、ご答弁お願いします。 

○東野まちづくり立体化担当課長  防災というところに特化してお答えしたいと思います。 

 この戸越五丁目１９番地区にございます建物、１３棟ございます。この中で旧耐震以前の建物が８棟

ある、木造住宅も入れまして８棟あるという状況でございます。そういったものが新しく建て替わるマ

ンション等で解消される、そういったものでございます。 

○のだて委員  つまりは、旧耐震の建物が新しく建て替わることによって、耐震性が増すということ

だったと思いますけれども、それならば、わざわざ超高層でやる必要もないと思うのです。超高層で

やった場合、大地震が発生した際、エレベーターがとまったり、ライフラインが切断したりということ

で、高層階での生活は困難になってしまいます。また、長期間の避難生活では備蓄がやはりある程度の

期間しかできないと思いますので、避難所に支給を受け取りに行くたびに２４階まで上り下りをしなく

てはいけないと、そのようなことはできるはずがないわけで、結局避難所生活になるということになり

ますけれども、やはりこの超高層でなくて、別の耐震化であれば、方法があると思います。リスクが新

たに超高層で生まれる可能性があるならば、低層や戸建てへの支援、誘導のほうが、やはり有効的で大

切だと思います。この超高層のどこが防災になるのか、改めて伺いたいと思います。 

○東野まちづくり立体化担当課長  この再開発につきましては、先ほど答弁申し上げました地域の課

題解消というところを目標にしているところでございます。この戸越五丁目１９番地区につきましては、

商業的なところの配置、そういったものも含めまして、必要な施設だと考えてございます。また、新た

な居住空間の確保、こういったところから一定程度の高さは必要だと考えてございます。 

○のだて委員  課題解決のためにやっているというお話ですけれども、あと商業的にも、そして住戸

確保のためにもというお話でしたが、商業的にということであれば、別に超高層にしなくても、商業的

には沿道に商店を設けることもできると思います。この地図で見ますと、１９番地のところはどの建物

も接道していて、再開発でなくても建替えできると考えられるわけですけれども、再開発でないと建替

えできないということなのか伺います。 

○東野まちづくり立体化担当課長  建替えに関しましては、再開発でなくても建替えは可能でござい

ます。ただ、こちらのお住まいの方々がみずから企画いたしまして、そういう再開発の手法によるまち
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づくりを望んでいる、それを区としては支援していくものでございます。 

○のだて委員  地域の方が望んでいるというお話でしたけれども、この地域の中で情報発信として行

われた事業者の説明会があったのですが、そこでは再開発以外の共同化ですとか、あと単独での事業の

説明もありました。なぜ再開発になったのか、防災のためなのか、伺いたいと思います。 

○東野まちづくり立体化担当課長  地域では勉強会というものを開きまして、さまざまな手法につい

ての考え方を皆で共有してきたというように聞いています。その中には共同化による方法、それ以外の、

いわゆる一般的な建替えによる方法、そういったものについても皆さんで考えた末の結果としまして、

再開発事業の手法を用いたものが自分たちのまちづくりに一番ふさわしいのではないかという考え方か

ら、再開発になったものだと聞いてございます。 

○のだて委員  地域の方がさまざま考えたということですけれども、やはり今ある戸越公園駅周辺の

まちは大体５階建てぐらいで、この２４階建てがいきなりそびえ立つということになりますと、この地

域の町並みも壊すことになりますし、地域のつながりも再開発によって分断されてしまう、こういった

可能性が大いにあると思うわけです。その中で、超高層が防災にもなるというお話もありますけれども、

この超高層とほかのもので、先ほどご紹介しました共同化ですとか、単独事業、こういったところと耐

震性というのは違いがあるということな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  超高層の建物とほかの建物につきましては、耐震性というところ

では耐火基準を満たしているものであれば、何ら変わりないと思います。 

○のだて委員  であるならば、やはり超高層である必要はないと、防災の面でいっても。そう思いま

す。やはり超高層によって別のリスクを生み出すということにもなってきますし、今の商店街がやはり

商店の方も顔を合わせてコミュニケーションできる、こういったまちづくりがいいのだということで、

この防災の面から見ても、超高層ではなくて低層、そして戸建への支援で防災に強いまちづくりを進め

ていくべきだと思います。 

 その超高層はいろいろなところで進めている一方で、この住宅・建築物耐震化支援事業費というもの

が、今回更正減額、実績見合いで約４億円減額されました。この耐震化率９０％を目標に、今取り組ん

でいらっしゃると思いますけれども、速報値では７３.５％にとどまっているという状況です。この目

標が未達成になっていますが、これでよいと考えているのか伺います。 

○鈴木建築課長  品川区の耐震改修促進計画におきましては、平成３２年までに住宅の耐震化

率９５％にというところでございまして、先ほど７３％等のご紹介をいただきましたが、今現在、耐震

計画の見直しの中で、現状の耐震化率を算出してございます。国ならびに東京都が戸数ベース、世帯

ベースの耐震化率を出してございまして、今その形で区のほうでも耐震化率を、速報値でございますが、

現状として８８.４％というところでございます。ただ、目標に対しては非常にまだ、９５％というと

ころでございますので、これからもしっかり耐震事業、支援事業を充実し、あるいはＰＲしながら耐震

化を図っていきたいというところでございます。 

○のだて委員  ただいま８８.４％までいっているというお話でしたが、一応目標までには達してい

ないということですけれども、以前の速報値は７３.５％だったと思うのですが、これはなぜこんなに

急に上がったのか伺いたいと思います。 

○鈴木建築課長  耐震化率につきましては、例えばマンションの建物を１棟で捉えるのか、あるいは

各戸で捉えるのか、それぞれ戸数ベース、棟数ベースの出し方がございます。前回、現状の耐震計画の

中では、これを棟数ベースの中で算出してございまして、棟数ベースでいきますと、現状が７６.７％
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というところでございます。先ほどご紹介しました８８％につきましては戸数ベース、これは先ほども

ご紹介しましたように、東京都ならびに国がこの戸数ベース、より現実、世帯ベースに近い数字として

採用してございまして、今その形で速報値のほうを算出しているというものでございます。 

○のだて委員  今、戸数ベースでやっていることで８８.４％ということでしたけれども、マンショ

ンですとやはりもう数百戸という建物の戸数になるわけです。そうすると、やはり棟で考えたほう

が、１棟、２棟で考えたほうが、この耐震化というものが実態に合ってできると思うのですけれども、

そういったお考えは今後検討されるのか伺いたいと思います。 

○鈴木建築課長  当然ながら今計画の見直しの中では、木密地域内での状況等についても把握してご

ざいます。耐震化率につきましては、それぞれ木造住宅、あるいは非木造住宅、マンションについても

耐震化率を分けて算出してございますので、マンションの戸数が戸建を包括して耐震化率がぐんと上が

るので、それで耐震化９５％がいいだろうということは決して考えてございません。それぞれ木造の戸

建住宅についても、充実した耐震化支援を今後も進めていきたいというものでございます。 

○のだて委員  木造やマンションについては別々で把握しているということで、そうすると木造、住

宅だけでなくてもいいのですが、出すとどういったパーセンテージになってくるのか、やはりここの部

分が大切だと思うのです。これは住宅の耐震化をすることによって、大震災のときの人命を守るという

ことですとか、救助の際に道を塞ぐことがないようにするということが、やはり重要だと思いますけれ

ども、今木造住宅についてどうなっているのか伺います。 

○鈴木建築課長  木造住宅の現状につきましては、戸数ベースでいきますと６８.３％、棟数ベース

でいきますと６８.４％、同じような数字でございます。当然ながら区全体の住宅は９５％を目指して

いくわけですけれども、それぞれ戸建、マンション、非木造、耐震化率を上げるべく、特に今年度から

はアクションプログラムを木密地域内で開始しておりまして、特に戸建住宅についても耐震化を充実し

ていきたいというところでございます。 

○のだて委員  木造住宅についてもやっていくということです。ぜひやっていただきたいのですけれ

ども、来年度東京都の耐震改修の診断設計工事に補助が計画されております。一般質問でもお伺いしま

したけれども、この区も既に補助を行っていると思いますが、そこに上乗せして耐震化を進めていくと

いう方針をとらないというお話でしたけれども、やはり上乗せしていけば、さらに耐震化の後押しにな

ると思うのですが、そう考えないのか伺いたいと思います。あわせて、高齢化でなかなか建替えできな

いという方もいらっしゃいますけれども、そういった方にも個別に対応をしっかりとやっていっていた

だきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○鈴木建築課長  来年度から東京都が全域でということでございますが、既に区では平成１９年度か

ら診断、設計、改修工事、全てにおいて全域で充実して、１５０万円、３００万円で助成を行っており

ます。今後も進めていきたいというところでございます。 

○大沢委員長  では次に、本多委員。 

○本多委員  ４８ページから、各項別、各目別で、それぞれ職員給与費が出ております。いろいろな

要素があって増減があると思います。追加分があったり、更正減額があったり、午前と午後の質疑を踏

まえまして、聞かせていただきたいと思います。 

 まず、全体的にこの平成２９年度の 終補正としまして、特色については先ほどのやりとりで、退職

者の見込みが１０２人から１４７人だった、これも特色だと思うのですが、ほかに何か特色があれば教

えてください。 
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 それと７８ページの一般職員、補正前は２,４５６人、補正後２,４９１人、３５人プラス、それと再

任用短時間職員は、補正前が２０８人、補正後１７５人、マイナス３３人、この辺についての捉え方と

いうか、何か特色、こうだとか、一概には言えないと思いますが、その辺につきましてお聞かせくださ

い。 

○黒田人事課長  それでは７８ページの、いわゆる給与費明細から申し上げますと、今回の補正では

退職手当を除くと、人数としましては３５人増えておるのですが、金額としましては９,７５０万円ほ

ど減額となっておりますので、採用が進んで人件費の総額自体は少し下がっているのかなというところ

が特徴として挙げられます。再任用短時間職員につきましては、無年金期間が長くなる関係で、フルタ

イムを希望される職員が多いということで、年々短時間職員の任用数が減ってきているというような事

情もございます。 

○本多委員  全体について聞かせていただきました。今度は個別にちょっと聞かせていただきたいと

思います。 

 ７３ページの小学校も中学校の教職員ですね。両方とも減になっておりますけれども、平成２９年９

月から区内公立学校において、定時退勤日を設定したということなのですが、そういったこととの関連

性についてあれば教えてください。平成３０年度予算、明日からの審査になりますけれども、区の職員

も教職員も働き方改革ということで進められますが、この平成２９年度中において、その前の年という

ことで、何か機運とか、かかわりとか、何か特徴があればお知らせください。 

○黒田人事課長  職員費の減につきましては、用務職を退職補充としている関係で、人件費が減と

なっているというものでございます。 

○品川庶務課長  教員の関係でございますが、現在教職員のほう、働き方改革のほうを進めてござい

ます。例えば広報紙等に学校の勤務時間は何時から何時までだよというような形で、教員の正規の勤務

時間を区民の皆様にもはっきりと示していくというような方向で、今こういった取組みを進めているよ

うなところでございます。 

○本多委員  ちょっと次の質問に行きますが、６１ページの清掃職員につきまして、今定例会で専決

処分の報告がありましたけれども、清掃作業中における、クリーニングに出すタオルを誤って収集して

しまったという、一生懸命やっていればこういうこともあると思って、本当にふだんの作業には感謝し

ております。例えばこういったいろいろなご苦労があると思うのですが、そういったことに関連して、

何か職員費に影響があったとか、そういったものがもしあれば教えてください。 

 それと平成２９年度から、平成２９年４月から回収した小型家電、「都市鉱山からつくる！みんなの

メダルプロジェクト」をやっておりますけれども、この金銀銅メダルに生まれ変わるということで取組

みがされておりますが、これまでの小型家電リサイクルの流れから、清掃作業の方たちの作業工程が増

えたり、あるいは職員費の増とか、減とかに影響があったのか、その辺教えてください。この補正予算

の予算書を見ると、それぞれの目別にいろいろな要素があると思うのです。解析をすると。増の要因が

あったり、減の要因があったり、この予算書を見ると、トータルで増とか、トータルで減とかしか書い

ていないので、その辺の中身について、それぞれ一つ一つの事例において、その辺の職員費に影響が出

たのか、その辺を教えてください。 

○工藤品川区清掃事務所長  清掃総務費における職員給与費の更正減額と専決処分との関係というこ

とでございます。専決処分につきましては、今回報告第２号ということで、誤収集という形で損害賠償

が発生したということで、議会のほうにも報告させていただいたところでございます。今回の更正減額
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につきましては、額としては３,３８０万円余減されているということでございまして、理由といたし

ましては、急な退職がありまして正規職員が補充できなかったという部分がございます。そのため減に

しているということでございます。誤収集の事故と人員につきましては、影響という部分はないと考え

ておりまして、私どもといたしましては、やはり清掃事業という部分を現予算の中で区民サービスを落

とさずやっていくものだと思っておるところでございます。 

 また、小型家電回収の「都市鉱山からつくる！みんなのメダルプロジェクト」の関係のご質問でござ

います。こちらのほうは東京都、またオリンピック組織委員会のほうで、昨年の４月からこのプロジェ

クトを始めておりまして、小型家電を回収しまして、オリンピックのメダルに使うというプロジェクト

でございます。こちらのほうにつきましては、現在３１カ所の拠点回収で小型家電を回収していると同

時に、今調整しておりまして、体育館２カ所、戸越体育館、総合体育館で今取扱い箇所を増やしている

というところでございます。収集職員との関係という部分につきましては、こちらのほうは拠点回収で

やっておるということでございますので、私どもの収集の部分としては、別の部分で業務をやっており

まして、拠点回収、シルバー人材センターのほうにお願いしているということでございます。特に影響

という部分は見受けられないと考えておるところでございます。 

○本多委員  後に１点聞かせてください。先ほど質疑のやりとりで、行政サービスコーナーの人件

費が直営事業の委託化、民間活力によってコスト削減という答弁がありました。この直営の事業を民間

活力でという、この考え方についてお聞かせください。 

○柏原企画調整課長  直営の事業さまざまございます。その中で民に仕事としてできるもの、やって

もらえるものにつきましては、なるべく民のほうに移行していくという考え方のもとに動いてるもので

ございます。それは仕事の中身、それからどのようにサービスを提供するかというものによりますけれ

ども、民にできるものは民という考え方のもとで直営の事業、それから委託できる事業というものは、

区分けをしながら行っていくというものでございます。 

○大沢委員長  次に、松永委員。 

○松永委員  私からは３９ページ、国庫補助金、防災生活圏促進事業、そして同じページの避難道路

機能強化事業、そして同じ事業名ですが、４３ページの防災生活圏促進事業、避難道路機能強化事業で、

また同じ内容ですけれども、６９ページの防災生活圏促進事業、それぞれ伺いたいと思います。 

 まずこの事業内容についてなのですけれども、国庫補助金から出ている部分と都補助金から出ている

部分、それぞれ防災生活圏、また避難道路機能強化の事業の内容について、伺いたいと思います。 

○髙梨木密整備推進課長  まず、防災生活圏促進事業についてですが、こちらにつきましては広域避

難場所である林試の森公園および戸越公園の入口整備や、その広域避難場所に至る避難経路の拡幅整備、

防災広場の整備等を行うものでございます。具体的に言いますと、林試の森公園周辺では、かむろ坂付

近から林試の森公園東門に至る富士見通りと呼ばれる道路の拡幅整備を行っておりまして、それと戸越

公園につきましては、大原通りの東急大井町線から四間通りの間の６メートルへの拡幅整備、こちらの

事業を行っているものでございます。 

 次に避難道路機能強化事業につきましては、こちらは広域避難場所である大井競馬場、品川区民公園

へ至る避難道路である滝王子通りの幅員を、現況約７.２メートルあるものを１０メートルに、こちら

も拡幅する整備事業でございます。 

 両事業における道路拡幅の手法についてなのですが、周辺のお宅から用地を取得しまして、その部分

を拡幅工事をして道路にするといったものでございます。国や都から補助金を得て事業を行っておりま
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すが、特に国からどこの部分、都からはどこの部分と決まっているものではございません。用地を取得

する用地取得費、道路にするための設計や工事に係るお金を決まった割合、都と国の割合から補助金を

いただいて、区で整備を行っているものでございます。 

○松永委員  この補正予算の内容、今確認させていただきました。そうした中で、国庫補助金の中の

この防災生活圏促進事業については５７０万７,０００円減、そのほかにも避難道路機能強化事業につ

いても５８０万１,０００円の減という形で、都も国も、ちょっと次、６９ページのほうにも移るので

すが、区のほうでも１,７４４万９,０００円減という形になっております。その減になってしまった理

由というのは、それぞれどのような形でこうなってしまったのか、理由について教えてください。 

○髙梨木密整備推進課長  防災生活圏促進事業、避難道路機能強化事業とも、先ほど申しましたとお

り道路拡幅に係る用地の取得や、道路にするための設計工事費を予算として計上させていただいており

ました。しかしながら、沿道の皆様と用地取得に係る交渉をする際に、用地をいただく交渉が未了で終

わったため、今年度につきましては記載のとおりの金額を減額させていただくと、このような理由でご

ざいます。 

○松永委員  そうすると、今度６９ページのほうに移るのですけれども、測量等委託が６３２

万８,０００円減、そして道路整備工事費が３００万円減、用地取得費が８１２万１,０００円減という

形なのですが、これは道路をつくる流れとして合っているかわかりませんけれども、測量等をして用地

を取得して工事に移るという流れだと思うのですが、防災生活圏の事業では１,７４４万９,０００円減

となっております。そこで、これ測量等の委託減というのは、その内容ですか。道路の変更というか、

道路以外にも、例えば用地を取得して公園にしたりとか、いろいろさまざまな形になるのかなとは思う

のですけれども、そういった計画が変わってしまっているのか、ちょっとその辺がわからないので、こ

の測量等委託というものが変わってしまうとどうなってしまうのかなと思って、その辺について伺いた

いと思います。 

○髙梨木密整備推進課長  両事業において、測量等委託ということで項目が記載されております。こ

の内容についてなのですが、ただその用地の測量をするだけではなく、当然用地をお譲りいただく際に

一体どのぐらいの面積があるのかといったところを確定するために、現地の測量をするというような委

託も当然行いますけれども、そのほかにその用地が一体幾らぐらいなのだろうかといったような、価格

を調査するような委託であったり、あと道路にするために実際どこにどういった構造物を置いたらいい

のかといったような、工事に係る設計の委託等々のさまざまな委託が含まれているといった内容でござ

います。 

○松永委員  さまざまあるということなのですけれども、今後についてなのですが、今こうした事業

を国、都、そして区が行われている事業の中で、現状今整備というものはどれくらい進まれているのか、

全体的に通して何％ぐらいでもいいので、完了しているのか教えていただきたいと思います。 

 後に、その用地取得された場所、それは多分一部、例えばずらっと全部用地を取得というのはなか

なか難しいと思うので、多分一つ一つその用地を取得されていると思うのですけれども、その用地とい

うものは、今どのような状況になっているのか。例えば雑草が生えてしまったりとか、その環境がどう

なっているのか、 後にそれについても伺いたいと思います。 

○髙梨木密整備推進課長  初に道路拡幅の進捗率についてお答えをいたします。 

 林試の森公園周辺で行われている地区防災道路と呼ばれる富士見通りの拡幅整備なのですが、こちら

につきましては約３６％の進捗率となっております。次に、戸越公園周辺で行われています大原通りの
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拡幅につきましては、約１８％の進捗という形になっております。それと避難道路強化事業で拡幅整備

を行っております滝王子通りにつきましては、約８％の進捗という形になっております。 

 次に、取得した用地の状況でございますが、基本的に建替えに伴って用地をお譲りいただく際には、

建築工事が行われていますので、更地の状態で区にお譲りいただく形になっています。その際にはほこ

り等起きないように、直ちに防塵舗装、もしくは道路工事がすぐ入れるようであれば、すぐに道路にす

るような舗装という形で、周辺の皆様に迷惑をかけないような形で工事のほうに取りかかるようにして

おります。 

○松永委員  実はそうした用地に関してなのですけれども、何かほかに、ずっとそのままほったらか

しにするのはもったいないので、何かできないかなとか、例えばそういう場所に、ちょっと暗いのです。

周りが。やはりそういったところにも街路灯などがあったらいいなと思っております。 

 後ですけれども、この目標について、大体いつごろ、このパーセンテージを見るとなかなか進まな

いかなとは思うのですが、もしその目標がありましたら教えてください。 

○髙梨木密整備推進課長  目標についてですが、こちらは冒頭委員からもご説明ありましたとおり、

国や東京都からの補助金をいただきながらやっている事業でございます。ついては事業を行うにあたっ

て、事業の期限というものをそれぞれの地区において定めてやっております。ただ、どうしても土地を

お譲りいただく皆様方のご都合に合わせてという部分も、どうしても否めないところもございまして、

現在事業期間を延伸しながら進めているといったような状況が続いております。区といたしましては、

事業についての普及啓発活動を活発化させて、１日も早く整備が進むように、できるだけその道路にな

らないで遊ぶような土地がなくなるようにということで努めてまいりたいと思います。 

○大沢委員長  次に、高橋しんじ委員。 

○高橋（し）委員  ４６ページの歳入で繰越金について、それから５７ページの児童福祉施設費の職

員給与費、これはほかの委員からもいろいろ質問あったと思いますが。 

 まず先に４６ページの繰越金のほうなのですが、先ほど簡単にご説明があったのですけれども、どの

ようにして算出されたかということなのですけれども、決算の見込額として４４億８,７５５万円余と。

そしてここで補正をしているということです。先ほども簡単にあったのですが、もう一度見込み額

を４４億云々というふうに出した計算、算定の根拠と、補正においてこの繰越金についての考え方をお

尋ねします。 

○秋山財政課長  繰り返しになりますけれども、この繰越金の４４億８,７５５万７,０００円という

のは、平成２８年度決算における実質収支の額でございます。歳入と歳出の差額というもので、これは

昨年の秋の決算特別委員会において認定いただきました実質収支４４億８,７５５万７,０００円が９月

に確定いたしまして、今回平成２９年度予算で平成２９年度に繰り越す額がこちらの４４億８,７５５

万７,０００円に確定いたしましたので、今回その差額を補正したというものでございます。 

○高橋（し）委員  今お話あったように実質収支の額ということです。この繰越金と歳入全体の比率、

割合を見てみると、平成２６年度は２.１％、平成２７年度は２.３％、平成２８年度は２.７％、平

成２９年度は今の数字で２.６％ということなので、そうすると、ここの補正の金額も、今決算から出

てくるということなのですが、その実質収支の話にするとまたちょっと別の話になってしまうのですけ

れども、そこの数字が大きく影響して、ここの繰越金になってくるわけなのですが、２３区、ほかの自

治体の比率を見てみましたところ、これはちょっと平成２７年なのですけれども、渋谷区が５.９％、

文京区は５.３％と非常に比率が高い。一方で北区は１.１％、足立区は１.２％ということで、実質収
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支から出てくることでもあるのですけれども、この繰越金というのは一定のメッセージを自治体とし発

していくものだと考えています。２３区平均だと３.２％で、品川区は中位よりもちょっと下というと

ころなのですが、その数字と、品川区としてのこの繰越金のメッセージについてはどのようにお考えで

しょうか。 

○秋山財政課長  繰越金の額の大小というのが、それほど大きいメッセージを持って私もやっている

とは考えておりません。歳入と歳出の差額という実質収支という考え方が、実質収支比率という中で評

価をされているというところもありますし、実質収支比率自体がそもそも地方交付税のないところ

で、２３区の状態でどうかという議論もありますけれども、そういう評価の中で実質収支を入れており

ますので、私どもとしてはそれほど何かこの額にメッセージを込めてやっているというものではないと

いうふうに考えるものでございます。 

○高橋（し）委員  戻れば、やはり実質収支のほうの話になってしまうところもありますが、この繰

越金に関しては、当局としてはメッセージはそれほどないということですけれども、数字はひとり歩き

するというか、見る人から見ていろいろなメッセージがあるわけで、先ほどの渋谷区５.９％、逆に練

馬区０.９％というのは、それはそれで自治体のありようといいますか、それが見えてくるところなの

で、今メッセージはほとんどないというような形でおっしゃったのですが、そこはこの数字、いわゆ

る２.６％というその比率ですね。あるいは金額自体は年度で上下ありますからあれですけれども、そ

の辺のメッセージを込めて進めていっていただきたいと思います。これは要望させていただきます。 

 それで今繰越金の話なのですが、そうするとやはり繰入金のお話にもなってくると思っていまして、

今年、今年度の補正では繰入金の補正額が出ていないのです。平成２６年度は４億円減、平成２７年度

は１０億円、平成２８年度は１０億円、そこまでで、決算では６６億円の減額、平成２７年度は４８億

円の減額、平成２８年度は５８億円の減額です。ここで繰入金の補正額がないということは、そのまま

平成２９年度当初予算で８０億円の基金繰入金を組んでいるのですけれども、それをそのまま全部歳入

のほうに入れるというふうに、補正予算に繰入金が入っていないところを見ると、そのように考えても

よろしいのでしょうか。 

○秋山財政課長  基金繰入金に関しましては当初予算で立てたものを、今回補正をしていないので、

その額で繰り入れをしていくという予定でいるというところでございます。 

○高橋（し）委員  それで、これまでの平成２６年から平成２８年までは、一応補正で数字を出して

いますけれども、それ以上の形で繰り入れをしないで済んでいるというところがあるのですが、今年度

はここでゼロということは、もう１回お話になるのですけれども、補正等で 終処理をするのではなく

て、今お話あった当初予算の８０億円をそのまま歳入のほうに繰り入れるというふうな確認でよろしい

でしょうか。 

○秋山財政課長  繰入金に関しましては、今後の出納閉鎖期間等の税収であるとか、 終的に決算を

しますので、その中でどのようになるかというところが１つは影響が出てくるのかなと思っています。

ですので、この時点で、あくまでもこれ予算でございますので、 終補正とはいえ予算でございますの

で、実際に出納閉鎖後の決算のときにどうなっているかというのは、ここで補正をしないということは

余り動くことはないだろうという予測はしておりますけれども、８０億円を必ず繰り入れるかというこ

とには、あくまでも予算ですので、なっていないと思っています。 

○高橋（し）委員  昨年も一昨年も１０億円の補正をしている、それぐらい動くだろうという感じが

あったのでしょうけれども、今年はそれだけ動かないだろうというようなお考えは、どのようなところ
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から出てくるのでしょうか。平成２６年度でも４億円ぐらいの補正をしているということですので、そ

のあたりが全くないというところが非常に、これまでの数字から見て非常に目立ったところがあるので、

お尋ねしています。 

○秋山財政課長  こちら 終補正の考え方ですけれども、考え方というか、繰入金の考え方ですが、

歳出に連動してそこの財源が出てきたとかいうことがあって、平成２７年、平成２８年については減額

をしておりますが、そういう意味では今回はそういう影響が出ていないので、当初の予定どおり繰入金

は今のところそういう考えでいるというところでございます。 

○高橋（し）委員  またこの件は決算のときにどのような数字が出てくるかで、またいろいろお話を

伺っていきたいと思います。 

 先ほどの職員給与費のところは、保育士のお話がいろいろ出ていましたが、平成２８年度は２

億５,０００万円余の減額があって、今年度は７,０００万円ぐらいなのですが、先ほど若い年齢の方が

多かったという話があったのですけれども、昨年はちょっと予算書の書き方が違う可能性もあるのです

が、ほかの事業も含んで２億円の減額だったのでしょうか。 

○黒田人事課長  昨年度の予算書の書き方につきましては、現在ちょっと手元に資料がなく承知して

おりませんが、今年度につきましては保育園の職員につきましては、７１２名から７２８名に増えてお

りますので、人件費相当分が減っているということでは、若い職員を採用しておりますので、そういっ

た中で人件費の置きかえがあるというようなことが平成２９年の 終補正の数字でございます。 

○高橋（し）委員  時間のほうがないので、質問のほうがはっきりいろいろお尋ねできなくて申し訳

ありませんでした。これも保育士の退職や、あるいは採用についてはまた別の機会にお伺いしたいと思

います。 

○大沢委員長  次に、若林委員。 

○若林委員  ７８ページ、給与明細の一般職のところ、それからもう一つは、先ほどに引き続き５７

ページの障害児施設給付費に関係してお聞きしたいと思います。 

 まず給与明細書の一般職のほうですが、この表によりますと、今年度の定数条例ですか、これ

が２,４７５人という形があって、この補正によりますと、補正前が２,４５６人、これが定数の中に

入っていて、補正後が２,４９１人と、条例上の定数を出ていると。このような明確な数字になってお

りますけれども、条例上どういう扱いになるのか、これについてのご説明をいただきたいと思います。 

 それからもう一つは、この３５名の増員について、この内容をお聞きしたいと思います。既に過去の

代表・一般質問等で、特別委員会等で適材適所というご答弁もありましたので、３５名の内容について

お聞きしたい、確認をしておきたいと思います。 

 それからもう一つ、一般職に関連してですけれども、この人材配置については、部課長、執行部も含

めて、来年の人員について細かく要望を聞き取りながら調整するという手順を踏んでおられるというこ

とですが、一般職のほかに、いわゆる非常勤職員とか、そういう方の人員配置の考え方というものもや

はりこのような手順を踏むのかというところをお聞きしたいと思います。 

 それからもう一つ、障害児施設給付費のほうでは、これもずっと課題になっている、いわゆる児童発

達相談のところは、今も２カ月待ちということで、この答弁がここ何年か変わっていないのだと思いま

す。その都度さまざまな委員、私も含めて対応策というものを提案したり、または質問したりというこ

となのですが、いまだにこの状態が続いていると。やはりこういう発達支援をする場合には、当然早期

発見、早期の療育ということがずっと指摘をされている中で、こういう小さいお子さんの２カ月待ちと
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いうのが果たして、ある意味で障害児と、障害となったわけではありませんけれども、合理的配慮云々

の話にかかわってくる事項なのかなという心配もありますので、改めてなぜ今この状態が続いているの

かということを１つお聞きして、では平成３１年の、先ほどもありましたけれども、新しい総合支援施

設が開設された折には、原因が解消されて、皆さんがいわゆる早期発見、早期療育ということにつな

がっていくのかという確認をさせていただきたいと思います。 

○黒田人事課長  それでは定数条例との関係でございますが、平成２９年度の定数条例は２,４７５

名ということでございますけれども、附則で７０名は定数外とするというところがございまして、そち

らのほうで、いわゆる育休の代替措置でありますとか、保育園の定員の区のプラスの部分というところ

で、７０名を上限に定数にプラスしている関係がございまして、そうしますと２,４７５名に７０名を

足しますと２,５４５名ということで、補正後でありましても、この定数の、附則も含めた人数の上限

の枠内に入っているということでございます。 

 補正前との比較の３５名ということでございますが、この補正前につきましては、平成２８年１０月

の現員ということでございますので、平成２９年度のスタート、４月１日の段階では退職、採用、人事

異動等で人の配置替えがございまして、その際の人数としますと２,４８２名、休職者を除きますとそ

ういった職員数になってございますので、その中でまた平成２９年中に休職者の代替ですとか、育休の

配置など、職員数の多少の異動がありまして、補正後の状況で正規の職員については２,４９１名とい

うことで、時点時点で職員の数え方が違いますので、なかなかわかりづらいところはありますが、職員

数につきましてはそういった関係でございます。 

 非常勤職員につきましては、現在の非常勤は専門職非常勤と申しまして、いわゆる区の職員よりもや

や専門性が高い仕事の部分で非常勤になっていただいたりとか、保育園ですと保育補助という形で、短

時間で開園時間の中でうまくシフトを組んで補助していただくというような形でありますので、基本的

には毎年度、大体同じぐらいの人数になりますが、専門職非常勤につきましては課題がありまして、新

しく専門職の時間帯を追加したりとか、職種を追加したりということがございますので、やや増減ござ

いますけれども、平成２９年４月の任用数で１,３００名ほどという人数を雇用しておりまして、今後

もこのぐらいの規模になろうかなと考えてございます。 

○中山障害者福祉課長  発達相談についてのお尋ねでございます。なかなか従来からの知的発達のお

くれの相談だけではなく、発達障害の方の相談も増えているということで、相談実績としても増えた結

果、なかなか待ち時間が解消されないような状況もございます。今現在は八潮のコミュニティプラザの

ほうで発達相談を受けているわけなのですが、心理職を増やしても、どうしても発達相談をするお部屋

の問題もあります。発達相談をするときは親御さんの相談と、それからご本人の発達検査ということ

で、１回の相談に２つのお部屋を使うような状況もございます。新施設に移りましたら、そうした部屋

の工夫はさせていただこうと思っております。 

 あともう一つは、インテイクのとり方の問題だと思っています。発達相談が、今はインテイクが、発

達検査をとるときということになっております。これを受けるための待機時間というものがかかってい

るところなのですが、その手前のご相談を受けながら、必要に応じてこの発達検査まで持っていく、そ

うしたこともしていくことで、なるべく初回の相談を早目に受けて、その中で急ぐ必要のあるお子様に

ついては検査のほうも早目にする、そのような取組みもあわせてすることで、できるだけ早く保護者の

方が不安なくお子さんの発達についてご相談ができる体制を整えていきたいと考えております。 

○若林委員  障害、発達支援のほうについては、まさに現場の知恵で、創意工夫でいろいろな皆さん
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のチームワークでできることがあられるのだろうなと今の答弁を聞きながら思いましたので、物理的な

部分、またそういうインテイクをする側の職員の部分、人数が多ければ早くできるでしょうと、当初そ

ういうものもありましたけれども、そういうものでは決してないのだということで確認をさせていただ

いて、さまざまな創意工夫をまた引き続きやっていただきたいというふうにお願いをしておきます。 

 それで１つ、厚生委員会でも障害福祉計画素案が示されまして、委員会の中で報告があって質疑をさ

せていただきました。１つだけ聞かせてください。重点施策が３つ立てられまして、在宅支援の強化と

いうことで保健医療部門と協働する仕組みをつくらなければいけない、また高度化・高齢化への対応と

いうものがもう一つあって、これも保健医療と関係機関の連携が欠かせないと。また３つ目の重点では、

療育支援体制というものが掲げられて、これについても保健センター等医療保健部門との連携、これを

強化しなければならないというふうに、いずれの重点施策も保健または医療機関との連携、連携、連携

となっております。この意味を教えてください。 

○飛田障害者施策推進担当課長  今までこの医療部門、また保健部門と子育て部門、こういうところ

で今までももちろん連携のほうやっていたところです。それよりまた、今後さらに強化していくという

ことで、連携のほうを進めて、さらにまた新施設立ち上がります。それに向けて一致団結して進めてい

きたいと考えております。 

○若林委員  連携、当然大事だと思うのですけれども、私も代表質問でやりましたが、障害児、障害

者の部門にやはり連携ではなくて保健職が、専門職がいるということで、この計画も、本来はこの計画

自体にも参画していただきたいなという思いがあったのですけれども、そこについて一言お願いします。

〔時間切れにより答弁なし〕 

○大沢委員長  次に、伊藤委員。 

○伊藤委員  私は３４ページの普通交付金等に関連をして、それから３７ページ、区内私立保育園経

費に関連して質問します。 

 先に普通交付金等でありますけれども、これはずっと議論のありました平成２９年の補正予算、普通

交付金が５億円の増、それから繰越金が１７億５,６００万円余の増等々、大体トータルで約４２億円

ぐらいの増の結果が出ていると確認しました。なぜかということを聞かないで私が思うのは、この数字

というのは、つまり各部、各課で目標を行ってきた、もしくは財政管理してきた、そのしわがここに来

ているわけです。だけれども勉強していくと、事項別明細書には各課、各部のことは非常に細かく書い

ている。だけれども、そのトータルの部分がすっぽり抜けているのです。補正予算の 終的な部分で、

例えば公共施設設備基金積立金、当初４,３００万円が２０億円になっている。その２０億円の財源に

ついてはわかるのだけれども、それをトータルで、つまりこれこれこういうふうでこうだからこうなり

ましたということがないのです。ただ数字だけ出てきている。だけれども、各部各課では、それぞれが

目標を掲げて対応しながら具体的なことを出している。やはりその差があるからこそ、私たちは非常に

そのことに対していろいろな思いを持つわけであって、正しいことをしているとは当然思うのだけれど

も、やはりその大きな数字ということに対して、具体的に各部各課の事業を見てくださいよということ

ではなくて、例えば４,３００万円が２０億円になったその背景には、このような事業、これでこう

だったとか、それから具体的な事業はこのように進まなかっただとか、そういうことがより具体的な説

明があったらいいと思うのですが、いかがでしょうか。答弁をお願いいたします。 

○秋山財政課長  １つは財政調整交付金等の歳入の増については、それぞれ理由がございます。財調

であれば法人住民税が増えていますとか、これは２３区全体の話でございます。特別区民税も、先ほど
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述べましたように、税務課長も述べましたように、納税義務者の増ということがあります。また、その

歳出については、それぞれ国庫補助金の減に伴うものの歳出の減であったり、実績が上がらないという

ことの減があったりします。 終補正の場合は、それぞれ出た、例えば歳入であれば特別区民税が増え

た分、財政調整交付金が増えた分について積み立てるというのは、見方はわかりやすいと思うのですが、

そのマイナスの部分、歳出が落ちた部分ですね。歳出が落ちた部分というのは、なかなか各事業を見て

いかないと出てこない。ましてプラスマイナスがあると、相殺をされてしまうというようなこともござ

います。補正の概要としましては、今回減額の補正が６１億円ほど、増額の補正が３６億円、それの差

額と、あと歳入の増があったので、その分の基金が補正分として５０億円ほど積み立てていると、その

ような説明になるのかなと思ってございますので、大きいくくりとしては、それぞれその増額の理由、

減額の理由は、それは各部各課で事項別等ありますけれども、それぞれ理由がありまして、それを大き

くざっくりと言うと、というとなかなか難しいところがあるのかなとは思ってございます。個々のもの

を足し引きをしまして、いわゆる当初の予定よりも減額の補正が幾らぐらい、増額の補正が幾らぐらい

というご説明はできるのかなと思ってございます。 

○伊藤委員  つまり、行政の見える化といったらいいのでしょうか。プラスマイナスがわかりにくい

感じがするのです。それで金額だけがどんと出てきてしまっているから、質問が集中するわけであって、

決して品川区の仕事をどうこうということではなくて、各部各課でやっていらっしゃる目標管理である

とか、それから財政管理であるとか、それのトータルを持ってきた結果がここへ出てきているわけで

しょう。だから、そのことの表現の仕方とか、それから書き方の内容であるとか、それをもう少し工夫

をしていけば、例えばこれこれこういうことでこれだけの補正が出ましたよということ、もしくはさま

ざまな積立てができましたということがわかれば、これは私たちの理解ももっと進むと思うのですがい

かがでしょうかということと、それから、これから行政はＩＣＴ化が進んでいかなくてはいけないと私

は思っております。ですからこういう数字の内容も、それから議会にｉＰａｄは入りましたけれども、

ここに具体的に非常にわかりやすい資料が出てきたわけです。これはもちろん正しいことなのだけれど

も、さらにこれを進めていくと、例えば全ての部課の目標管理であるとか、それから達成の具合である

とか、何人で仕事を担当していくのが合理的であるかどうかということについても、ＩＣＴ化をしてい

けば相当高い数字が出てくる可能性があるわけであって、例えば国のレベルでは、平成２９年度だけ

で１,１５１億円の税金の節約になったという報告も聞いています。だから、すぐにはもちろんできな

いと思ってはいるのだけれども、このＩＣＴ化のことについては、品川区の考え方だけをここでお聞か

せください。お願いいたします。 

○秋山財政課長  ＩＣＴを使ってわかりやすい説明をというご趣旨なのかなと思います。例えば、今

新公会計を入れておりますので、その中で各事業ごとの財務状況等が今度からわかるようになるという

こともございます。そういうものも含めて、膨大な量をどうやってお見せするかというようなことも課

題としてはあるかと思いますけれども、その辺も含めて、何らか見え方といいますか、説明責任という

言葉もありますので、そういうところも含めて、これからの時代はＩＣＴを考えずに何かをやるという

のは難しいと思ってございますから、どのように使えるのかを一生懸命考えて、わかりやすいものをつ

くっていきたいと思っています。 

○伊藤委員  ＩＣＴ化については、もうもちろん勉強されていらっしゃるので深くは聞きませんけれ

ども、これは幾つかの自治体でも相当導入実績もあるし、効果も上がっております。また別な場で指摘

をしていきたいと思っておりますので、よろしくご検討をお願いいたします。 
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 それから私立保育園経費補助に関連してであります。これはいろいろと確認しましたけれども、今年

の補正予算、保育園は合計で約８３億円の予算が補正されています。これはもちろん今の待機児童対策

でさまざまな事業を展開されていらっしゃるから正しいことではあるのだけれども、補正だけでこの金

額ですから、このほかに通常経費を考えたら結構な金額を保育園に投入していることがわかります。そ

の一方で私立幼稚園の補助金、これは平成３０年度の予算要求でありますけれども、合計で約８億円で

す。先日、私立幼稚園の方々と会合する、お会いする会があって、さまざまな意見をいただきました。

保育園、それから幼稚園、当然その園数も、それからその目的も、所管官庁も違います。これは当然違

うわけでありますけれども、でも同じ幼児の教育や保育に対する立場からすると、例えばこういう上記

の補助金、今一旦お話をさせていただいた保育園に対する補助金や、それから保育士の家賃補助が行わ

れている現状の中で、幼稚園教諭や保育士を養成する学校でどういう現状が起きているかということを

聞きました。結果として保育士の希望は非常に多い。これは当然ですね。自分の待遇がいいわけであり

ますから。だけれども、その一方で幼稚園教諭になる方は非常に少ないことがわかりました。当然これ

は同じ子どもの教育に携わる身からすれば、公立保育園も私立保育園も当然大事、同時に私立幼稚園も

守っていかなければいけない。だからこのことについて品川区の考え方をお聞かせください。お願いい

たします。 

○佐藤保育課長  私立幼稚園の関係の幼稚園教諭等の処遇の改善確保の関係のご質問だと思います。

品川区といたしましては、これまでも私立幼稚園が幼児教育の主たる施設として、区立幼稚園は補完の

立場というところで対応してきたところでございます。第一義的には東京都のほうから、私立幼稚園の

ほうには補助金が出ておりますが、区からも保護者補助金であったり、そういったものの補助金を拡充

してきたところでございます。今後も区としてできることを 大限やっていきたいと考えております。 

○伊藤委員  それは当然なことではあるのです。だけれども、公立・私立保育園と私立幼稚園に対す

る補助の金額は、もう歴然としているわけでしょう。もちろん繰り返しますけれども、園数も違うし、

目的も違う。それはわかっています。だけれども、やはり同じ幼児教育に携わる立場からすれば、そこ

の差は何とかしてくれというのは当然の思いと私は思ったのです。加えて言うならば、保育士というの

は特に、例えば免許の更新もないわけです。ご承知のように。でも幼稚園教諭というのは教諭ですか

ら、１０年に一度その免許の更新が必要だということも聞きました。それはもちろん法的な体制もあっ

て、それから所管の官庁も違うから、一概にすぐこの場でどうこうと言えない部分はあるのだけれども、

だけれどもやはり私立幼稚園の方々の思いは切実であります。 

 例えば私立幼稚園の方々が新しく教諭を募集するとしても、残念ながら今、保育士の方にほとんど

行ってしまう現状がある。その中でもやはり目の前の子どもたちを預かっていかなければいけない現状

があるということをもっと、これは今までどおりの私立幼稚園の考え方、私立幼稚園に対する補助のあ

り方であるとか、それから政策立案であるとか、そういうことではなくて、もっと新しい次元でこのこ

とを考えていかないと、おそらく品川区の私立幼稚園の将来は厳しいものになると思うのですが、改め

て答弁をお願いいたします。 

○佐藤保育課長  私立幼稚園に関するご質問ですが、確かに私立幼稚園のほうの入園者数自体はここ

数年変わってはおらず、横倍の状態です。ただ、既にご案内のとおり、品川区内の乳幼児の数は増えて

おりますので、そういった増えた分に関しましては保育園のほうに入っていると。ということは、乳幼

児の人口は増えているけれども、私立幼稚園のほうの入園者は増えていないという状況ということも、

我々としては理解をしております。また、定期的に私立幼稚園協会等ともさまざまな要望等聞く場もあ
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りますので、委員ご指摘の趣旨も踏まえまして、今後さまざま検討していきたいと思います。 

○伊藤委員  それは今まで重ねてきたことであるし、今までの延長上であることはよく理解はするの

です。だけれども、国を挙げて保育園をつくってきたことは正しいし、それもやっていただければと思

います、それは。その方向は。だけれどもこれだけ差が歴然としてくると、やはり将来の幼稚園教諭の

確保というのは非常に厳しくなってくる思いがすごくするのです。だから、すぐにこの場でどうこうは

できないとはわかっていながら聞くのだけれども、補正だけで保育園は約８３億円です。それで、平

成３０年度の新規予算では、私立幼稚園は約８億円です。だからこれだけの差がある中で、幼稚園がど

う生き残っていくのか、私立幼稚園が。どういうふうに確保していくのかということについては、結構

大きな課題であるから、もう一言だけ答弁をお願いいたします。 

○佐藤保育課長  私立幼稚園に関するご質問ですが、繰り返しになる部分もございますけれども、品

川区の幼児教育を支えてきたのは私立幼稚園だと考えておりますので、今後もさまざまお話を聞いて、

東京都と区と、できることの役割分担をよく確認して進めていきたいと思っております。 

○大沢委員長  次に、須貝委員。 

○須貝委員  私は３４ページ、特別区民税についてお聞きしたいと思います。政策についてなので、

財政課にお聞きします。 

 特別区民税が約１０億円増えていると。理由は品川区は人口が増えている、そしてとりわけ所得が高

い納税義務者が増えているというようなお話でした。特別区民税が増えている、この状況を区ではどの

ように実際分析しているのか。そして、この特別区民税が増えたのは、区の事業により生まれたものな

のでしょうか。２点についてお聞きします。 

○秋山財政課長  委員のご質問ですけれども、特別区民税につきましては、納税義務者の増というこ

とでご説明をさせていただいております。その納税義務者の増が、いかなる理由によるものかというご

質問だと思います。これは品川区の努力というものももちろんあります。それは教育であるとか、保育

園の施策であるとか、そういう施策によって、品川区に人が来て住んでいただいているという面ももち

ろんありますし、あとは２３区全体、東京都全体としての、いわゆる一極集中という言葉で言われてお

りますけれども、そういう面もあろうかと思います。結論から言うと、私どもももちろんこの事業の成

果でこのようなことがなったということは重々自負もしておりますけれども、それ以外の要因も当然あ

るというふうに考えているところでございます。 

○須貝委員  さて、その一方でふるさと納税制度により、区では平成１７年度、１２億円の減収と

なっています。区では、継続して行財政改革に努めています。そして各事業部もそうですが、節約しつ

つ、効率的な予算の執行を行っています。各事業部が努力しているわけです。そうしている中なのです

が、逆に減収している。今ふるさと納税で減収している。これをそのままとまらないで、逆に増えてい

ます。やはり減収を抑えるべきことを考えないといけないのではないでしょうか。それに対して何か抜

本的な対策というものは行っているのでしょうか。 

○伊東税務課長  ふるさと納税ということで、流出額が大きくなっているというご指摘はそのとおり

でございます。ということで、この間、区といたしましても、何とか品川区に対してふるさと納税して

いただきたいということで、税務課の窓口として平成２７年１０月から開設し、その後お礼の気持ちと

いうことで、若干の品を用意させていただいた。さらに納付しやすい環境を整えるということでクレ

ジット納付等開始をして、民間サイトのホームページ上にも載せてＰＲを行ってきたと。そのようなこ

とで、何とか区のほうに目を向けていただきたいということでやってきたところでございます。 
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○秋山財政課長  今お話しさせていただいたのは、区としてのふるさと納税をどう増やすかというこ

とでございます。あわせて、このふるさと納税の制度自体いかがなものかということで、都市部から税

源を吸い上げるというためのものになっているのではないかということで、本来のふるさと納税の意味

は理解しつつも、今の返礼品競争であるとかいうところをもってふるさと納税が増えていくというのは、

品川区としては、この制度について認めるようなことはしたくないし、しておらないということです。

このような制度全体に対しては、都と連携をしたり、それから区長会を含めて強く主張していきたいと

考えてございます。 

○須貝委員  おかしくないですか。各事業部が予算の範囲で一生懸命やって、何とか予算オーバーし

ないように努力している。そして品川区には、支援を求める方がたくさんいます。それで今年、平

成１７年度に１７億円、その前の年がちょっとわからないですが、８億円か。累計で相当の額になって

いるのではないかと思うのですが、それをとまっているならわかります。逆に増えていっているのです。

片や努力しているのに、片やこれを放置している。このようなことをしていいのでしょうか。ちょっと

その点について、もう一度ご見解をお聞かせください。そして累計額についてもお聞かせください。 

○秋山財政課長  先ほどからお話をさせていただいておりますけれども、私ども座して現状がよしと

しているわけでは全くございませんので、品川区のふるさと納税を増やすためには、税務課のほうでい

ろいろ工夫もさせていただいております。それから繰り返しになりますけれども、この制度自体が、ふ

るさと納税という制度自体について、東京都として制度を変えるような、一緒に連携をしていくような

動きもしております。そのようなことから考えますと、ふるさと納税の大きな流れというのは国が制度

を設計しておりますので、それについては区としても違うものだということは強くこれからも主張して

いきます。その話と、各部が歳出のほうを効率的にやっていくということは、余り連携はしていないと

考えております。それはそれで各部がそれぞれの事情、自分たちの仕事を効率的に行っていく努力はも

ちろんしますし、納税のほうでは納税のほうで、ふるさと納税をどのようにして増やしていくかという

ことを努力しているということで、同じ部類の努力だと考えております。 

○伊東税務課長  金額の累計というご質問がございましたけれども、参考に平成２７年度からの数字

を言わせていただきます。平成２７年度の流失が約１億１,０００万円、平成２８年度が約６

億３,０００万円、そして平成２９年度が約１１億９,０００万円、そのような数字でございます。 

○須貝委員  これだけの額を放置して、私は言ったように努力している、結果が出なくていいのです

か。これは放置しているのと同じ、今税務課長が話していました。どんどん増えていますよ。これ、区

民税、皆さんの税金です。税金をこのまま見て見ぬふりをしているのか。国に訴えてもだめでしょう。

やはり努力しなければいけない。これ民間だったら、このようなことをやっていたら部署替えの上、降

格人事になり、出向です。責任をとって。本来なら、区民のために使うべきお金が、毎年放出している

のです。所管の人たちは皆さん一生懸命努力して、区民のために少ない予算の中で予算を使って、そし

て区民を助けている。支援しているのです。片やこのように、いいですよ、これ。１２億円。しようが

ないです。我々は訴えているのですから。だけれども国の制度がどうのこうの。では、その制度に対し

て、こちらもやるべきことはやらなければいけないのではないですか。区民税はこのようにして増えて

きてしまって、それはわかります。努力もありますけれども、大した政策に対して努力がない。だった

ら、この出て喪失しているのはそのまま放置している。このようなやり方、私は間違っている。本来は

国がきちんと、そのように制度を改革してくれればいいけれども、それをしない以上は、私は血税で税

金はきちんと、やはりそういうふうに喪失させないで、きちんと皆さんのために使う努力をする、そう
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いうことが私は大切だと思うのですが、ご見解をお聞かせください。 

○秋山財政課長  委員ご指摘の努力というのが何を指すのか、ちょっとわかりませんが、私どもとし

ては、ふるさと納税の意義は認めております。ただし、返礼品競争であるとか、そういうふるさと納税

の半分以上お返しするような返礼品競争にくみするつもりは全くございません。こういう中で、ふるさ

と納税をどうしていくのかというのは、国に対しての制度の変更であるとか、そういうことを求めてい

るということでございます。民間ならというお話もありましたけれども、民間なら１人の責任をとって

そういうことがあるのかもしれませんが、実際の場合はそういう国の制度、それから区民のふるさと納

税をしたいという気持ちもある中で、何をやっていくのか、それから返礼品競争にくみしないという、

そういうスタンスでやっているものでございます。 

○須貝委員  私はもっと税金というものをしっかり捉えて、区も真剣に闘って、一緒に返礼品競争を

やるべきだと思います。国に対する訴えです。 

○大沢委員長  次に、石田しんご委員。 

○石田（し）委員  私からは１０６ページの特定健康診査等事業費についてと、５８ページの予防費、

定期予防接種についてお伺いします。特定健康診査等事業費については、先ほどから議論が白熱してい

るふるさと納税についても若干触れさせていただきます。 

 まず初めに、この特定健康診査ですが、いわゆる健康状態が把握できないという割合が、私は多いの

ではないかなと感じるのですけれども、どのようにその健康状態を把握されているのか。また、把握で

きていないのであれば、その課題というものは何なのか。それと、この把握をされている中で、どのよ

うな取組みをして、いわゆる医療費を削減に向けて努力をされているのか、お知らせいただきたいと思

います。また、医療費における生活習慣病の割合も、どの程度なのかお知らせください。 

 ５８ページの定期予防接種ですが、いわゆる子宮頸がんワクチン予防接種についてです。今、国から

も通知が出ていて、いわゆる積極的な勧奨を差し控えている状況だと思います。この現状がどのように

なっているのか、また見通しがどのようになっているのかお知らせください。 

○三ツ橋国保医療年金課長  特定健康診査に関するご質問でございますけれども、こちらにつきまし

ては、生活習慣病の予防を中心としておりまして、その中で、この特定健康診査につきまして、項目が

決まっております。こちらはメタボリックシンドロームの関係でございますので、例えばＨｂＡ１ｃと

か、腹囲をはかるとか、そのような項目が関係してまいります。そこで実際には、指導については委託

しているのですけれども、栄養士であったり、また保健師であったりが、その個別の対応をしておりま

す。その医療費削減の目的の関係で、やはり全体的に考えますと、ご自身で医療にかからないようにし

ていく、その予防が中心と考えております。 

○舟木保健予防課長  子宮頸がんワクチン予防接種についてお答えいたします。 

 現状も積極的な勧奨については差し控えているような状況です。今回、厚生労働省のほうが１月に、

ヒトパピロマウイルスのワクチンのリーフレットを、情報の内容を 新のものにして更新をしたという

ことで、通知のほうが来ておりますが、そのリーフレットのほうにも、「ＨＰＶワクチンは積極的にお

勧めすることを一時的にやめています」ということは明記してあるような状況です。国のほうはこの情

報提供をやって、国民への理解が進んでいるかどうか効果を確認して、今後評価していくところだとい

うふうに聞いております。 

○石田（し）委員  特定健康診査のほうですが、今年から長野県の伊那市において、ライザップとい

うトレーニングジムなど展開をされているところが、自治体向けのシニア層を対象とした健康増進プロ
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グラムというものをスタートさせて、いわゆる民間と自治体、行政が連携をして健康増進にコミットを

していくといった中で、このプログラムなのですが、成果によって報酬を得る、いわゆる成果報酬型で

あります。これは基本的には国保の方を対象に、定期的に栄養バランスのよい食事についての指導だっ

たり、ストレッチなどの運動など、軽いトレーニングを中心に行っていくといったことを今行っている

そうです。実はこのライザップ、もちろんこのプログラムは提携しているのですが、それと別にふるさ

と納税についても、そのふるさと納税の、いわゆる返礼品の１つとして、ライザップでのトレーニング

等の利用券ではないですが、そういったものもふるさと納税の特典としてやっていると。いろいろいい

悪いはあったとしても、やはりこれ、制度がもう確立されている中で、また区民や市民の方たちはこれ

を喜んで、いろいろ活用しているわけです。 

 例えば、それはその自治体からすれば、返礼品でお肉を出すのはけしからんと言ったとしても、お肉

が欲しい人たちがふるさと納税をやっているのです。現に。実際我々の周りの方たちも、話を聞くと、

いや、いい制度だよね、おいしいものももらえるしと。これをよしとするか悪しとするかは別としても、

実際に今行われていて、本当に自治体としても多くの歳入マイナスが出てしまっているのですから、こ

れは本当に、先ほどほかの委員からもお話がありましたけれども、真剣に考えていかなければいけない

のではないのかと思いますので、その点は答弁は要らないですが、ぜひそういったものも含めて、特定

健診なども活用して、まだそういった健診を受けられない方たちがなぜ受けないのか。忙しいから受け

ない、本当に忙しいから受けないのか、それとも余り気にしていなかったり、魅力がないから受けない

のか。そういうこともぜひ精査をしていただいて、そういった取組みも含めてさまざまな展開をして

いっていただいて、健診率の向上、また医療費の削減にぜひ取り組んでいただきたいと思いますが、そ

の点は何かありましたらお答えください。 

 定期予防接種の子宮頸がんワクチンですが、これは今、国のほうからそういったお達しが出ています

けれども、では今対象になっている子たちには、どのような説明も含めて、子宮頸がんワクチンの存在

というものを、また定期接種の存在というものを教えているのでしょうか。これは学校現場も含めて、

ぜひお知らせをください。なぜなら、今その子たち、その対象の子たちが実際に何も知らずに受けられ

ていないのであれば、それはいわゆる空白期間になってしまうと思うのです。ですので、その点今どの

ように取り組まれているのか教えてください。また、子宮頸がんは唯一予防接種で防ぐことができる、

予防できる唯一のがんであります。またこの予防接種とがん検診をセットで行うことによって、さらに

予防対策ができると思うのですが、その点についてもどのように取り組まれているのかお知らせをくだ

さい。 

○三ツ橋国保医療年金課長  今までも区は、区として受診率向上の取組みは実施してきております。

特に今回、来年度に関しましては、早得キャンペーンなども実施しておりまして、魅力的な健診、この

特定健診というものを魅力的なものとして、区民の皆様から受診していただけるようなものとして実行

してまいります。 

○舟木保健予防課長  子宮頸がんワクチンの周知についてですが、対象者の方に個別には周知はして

いない状況ですけれども、医療機関のほうに定期予防接種のポスター等、一覧のほうは張らせていただ

いていますし、一応そういうもので周知をしているような状況です。また、改めてその対象者への対応

等については検討してまいりたいと思います。 

○大関教育総合支援センター長  がん教育につきまして、学校では取り扱っておりますが、子宮頸が

んワクチンまでは踏み込まずに、健康教育の中でがんについても取り扱うという範囲でございます。 
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○石田（し）委員  ワクチンの件ですが、いわゆる空白にならないように、ぜひその積極的な周知を

してくださいと言っているわけではなくて、やはり知らないでというのが一番かわいそうだと思うので、

ぜひその辺は学校とも連携をして、しっかりこういったものはあるよと。そのかわり判断は 終的には

ご自身、またご家庭で判断をしていただくというふうにはなるかと思いますが、ぜひその辺はしっかり

と教育の現場でも行っていただければなと思いますので、よろしくお願いします。 

○大沢委員長  次に、安藤委員。 

○安藤委員  私から４９ページの基金積立金など、 終補正予算全体について伺いたいと思います。 

 まず歳入の部分を見ますと、当初予算に比べて特別区民税が約１０億円、財調も５億円増額補正とな

りました。さらに繰越金は１７億５,６００万円増額補正です。これらを合わせると約３２億円余とな

りますが、これらは当初予算に比べて新たに３２億円、区で自由に使える財源が増えたということでよ

ろしいのか伺います。 

○秋山財政課長  今回の 終補正で補正をさせていただいております特別区民税、それから財調交付

金等につきましては、年度当初では想定をしていなかったものが特別区民税では９億７,０００万円、

財調交付金では５億円来ているというものでございます。また、繰越金につきましては、これは既に９

月の決算委員会等でもご認定いただいておる実質収支額が、こちらのほうに入ってくるというものでご

ざいます。 

○安藤委員  これは一般財源に入ると思うので、区で自由に使える新たな財源が増えたということで

よろしいのですかと伺いましたので、後で聞かせてください。 

 それと繰越金ですが、つまり黒字分が当初予算から 終補正で増えて、１７億円余増えて４６億円余

となった、その要因は何でしょうか。その要因について、これまで区は税収の増、それと効率的な執行

で歳出を下げていると、２つを挙げてきたと思います。効率的な執行とは何なのか伺います。例えば予

算書の５３ページにあるように、毎年行われているのですが、各特別会計への、介護ですとか、国保で

すね。繰出金の更正減額はそれに当たるのでしょうか。伺いたいと思います。 

○秋山財政課長  自由な財源かというご質問でございますけれども、これらは一般財源でございます

ので、区の中で使える、自由にというのはどういう自由かは議論はあるところではありますけれども、

特定財源ではないという意味では一般財源だということでございます。 

 それから、繰越金が昨年度出て実質収支の額だということで、この理由ということでございます。こ

れは昨年の決算特別委員会でもお話をさせていただいていますとおり、財源が出た分、それから予算を

立てたけれども、効率的な執行を行ったがゆえに、歳出を抑えることができた、効率的な行政運営をす

ることができたということで、歳入と歳出の差額ということで実質収支額というものが出ているもので

ございます。したがいまして、繰越金については、この繰越金の補正額につきましては、補正額の１７

億５,６５９万３,０００円に意味があるというよりも、補正後の金額４４億８,７５５万７,０００円が

昨年の実質収支と同じになるとご理解をいただければと思います。 

○安藤委員  効率的な執行というと、何か、ああ、すごいいいことかなというように聞こえてしまう

のですけれども、伺ったのは、先ほど、例えば各特別会計繰出金を更正減額しているのですが、こうい

う一般会計からの繰出金を減らすということは、当然国保料が上がったりとか、そのようなことになる

わけですが、それは効率的な執行に当たるのですかと伺ったので、伺わせてください。 

 それとあと、一方歳出を見ますと、当初予算ではわずか８,６００万円余だった基金積立金が、今

回２１.５億円を大幅追加しておりますけれども、これは新たに増えた区の判断で使えるお金３２億円
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余のうち２１.５億円、かなりの部分をこの基金の積立てに充てたということでよろしいのでしょうか。

伺います。 

○秋山財政課長  特別会計の繰出金の話でございます。これも特別会計のほうの歳入歳出があります

けれども、歳出のほうでそれぞれの会計において、一般会計からの繰入金というのは、そちらの差額を

補塡するという性格のものでございますから、特別会計のほうで効率的な財政執行を行ったがゆえに、

補塡の額が少なくなっているとご理解いただければいいのかなと思います。 

○安藤委員  特別会計のほうで効率的な執行をしたということでございましたけれども、ちょっと２

つ目の質問です。この３２億円新たにできた一般財源のうち、歳出のほうを見ると２１億５,０００万

円を基金積立金に大幅追加しているのです。かなりこれの基金の積立てに充てたということなのですか

と伺ったので、もう一度お伺いします。 

○秋山財政課長  こちらにつきましては、先ほどからお話しさせていただいているとおり、今回の補

正はいろいろ国の予算の関係に連動して削減したもの等々、それから必要なものをつけたというような

ものを合わせて 終補正とさせていただいております。その中で、いわゆる事業を効率的なものを含め

て減額をする補正のトータルが６１億円、それから増額の補正をするものが３６億円という、その差し

引きの金額と、あと先ほどからお話をさせていただいている特別区民税であるとか、財調交付金等の増

を含めて、財源が出ているものの一部を基金積立金ということで基金のほうに入れているということで

ご理解いただければと思います。 

○安藤委員  結果として、 初８,６００万円だった当初予算が大幅増加、積立金に 終補正で増加

されているということなのです。ですから、今答弁されたように積み立てているということなのです。

私は、こうしたお金というのは、今の苦しい区民生活や地方自治体の役割に照らせば、基金の積み立て

に充てるのではなく、待機児童の緊急対策ですとか、中小零細企業の支援策、あるいは障害者などの福

祉の改善など、住民福祉の向上の施策に使うべきだと思うのですけれども、いかがでしょうか。 

○秋山財政課長  新たにできた財源をそのような事業に使うということで、今回補正もさせていただ

いておりますし、年度の途中で補正もして、そのような待機児童対策であるとか、もろもろの予算を立

てて、ご議決をいただいてやっているということでございます。したがいまして、今この段階で 終補

正をしておりますけれども、それ以前に必要な福祉の財源であるとかいうものには、必要な額は入れて

いると考えております。例えば子ども関係であれば、昨年度に比べて、５０億円以上増やしたりですと

か、かなりの割合でその予算的なものは増やしております。ですから、こういう財源を使ってそういう

予算を増やして、仕事をしているということでございます。 

○安藤委員  私はこの時点で新たに生まれた財源を基金に入れるのではなく、５０億円以上増やすと

言いましたけれども、まだまだ足りないですよね。ちょっと具体的に補正予算の歳出を見ますと、児童

保育委託追加分ということで２８億８,１００万円余が増額されておりますけれども、これ、このよう

に 終補正で新たに私立保育園の開設数を６園から１９園に増設する予算を組んでいますが、しかし一

次では不承諾者数は９５５人です。二次募集の結果は３月１５日ですけれども、この 終補正をしたと

しても９５５人です。この 終補正でこの４月、区が言う待機児はゼロになるのですか。その見込みに

ついて伺いたいと思います。また、少なくともとりわけ深刻な、認証保育所にも入れなくて、４月入園

再申請も諦めてしまうような子ども、これはゼロにできるのでしょうか。この対応を十分にやっている

と言えるのでしょうか。伺いたいと思います。 

○大澤待機児童対策担当課長  待機児の件でございますけれども、今二次の申込みを締め切った時点
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ですので、確実なことはなかなか申し上げられないような状況でございますが、今の時点で予測できる

範囲では、不承諾の中から待機児童としてカウントしない方を引くと、大体今４０人ぐらい残ってしま

うかなというような予測をしております。ただ、今年度から企業主導型が始まりまして、４月には１０

園になると聞いておりますので、一定企業主導型のほうで受け入れがかなえば、もちろんマッチングの

問題、地域的なマッチングの問題はありますけれども、数としてはゼロに近くなっていくのかなという

ような予測を今しているところでございます。 

○安藤委員  私はやはりこの 終補正の姿勢を問われていると思うのです。今４０人残ってゼロに近

くなるという話もありましたけれども、そもそもそのカウントの仕方にも区独自のカウントの仕方があ

りますし、仮にゼロに近くなるといっても、そのカウントをしたとしてもゼロに近くなるだけと。ゼロ

にしないといけないです。区長の公約は待機児ゼロですから。ですから、ゼロに近くなればいいという

問題ではないわけです。私が伺いたいのは、二次募集発表は３月１５日ですけれども、もう既に一次の

発表は２月２０日です。もう大分前です。二次募集発表で、その時点で不承諾になった方には、私全て

漏れなく追加対策、これをとらなくてはいけないのではないかと。基金に、ため込みに回すのではなく

て、きちんとそうした追加対策というものをとるべきだと思うのですけれども、その考えがあるのかど

うか。 後の１人まで不承諾になった方々に対して手だてをとる、そのような姿勢があるのかどうか、

しっかりと伺いたいと思います。 

○大澤待機児童対策担当課長  待機児は、数としては受け入れ枠があっても、いろいろ個々の状況で、

どうしてもこの園か、この園しか通えないという方もいらっしゃいますので、そういう意味では、必ず

ゼロになるということは、今の時点では申し上げられません。ただ枠が、先ほども申し上げたように新

しい企業主導型なども実施しておりますので、そういう意味ではこれ以上、今の時点で特に対策をとる

考えはございません。 

○安藤委員  財源がたっぷりあるのです。基金を積み増すだけの余裕があるわけではないですか。そ

れを、私が聞いたのは個々の状況に対応してほしいと聞いているのです。そうした方が出たときに、例

えば港区では緊急暫定保育園をつくり、少し前の話ですけれども、翌年に一旦つくってしまうのです。

その分、翌年に建替え等での定員増や、あるいは区立保育園の増設などで対応しておりました。このよ

うな緊急対策を品川区はやるべきなのではないでしょうか。私が伺ったのは、その個々の状況に対応し

てほしい。不承諾を出した方全てに責任を持つ、そうした姿勢があるのか、そうしたことを行うつもり

があるのか伺ったので、お答えください。 

○大澤待機児童対策担当課長  緊急対策という意味では、当初予算で６園だった園を前倒しして、４

月の時点で１６園開設するということは、もうこれは区の緊急対策として行っていると認識してござい

ます。そのほかに４月から定期利用保育ということで、不承諾者が多い１歳児については１年間、

長１年でお預かりするという対応も予定しておりますので、十分に対策としてはとっていると考えてお

ります。 

○安藤委員  その緊急対策でも足りないというところなのです。 後の１人まで責任持っていただき

たい。 後に態度表明いたしますが、品川区一般会計補正予算に対しては反対いたします。区民サービ

スの削減や負担増を効率的な財政運営と合理化し、増やしたお金は基金にため込むのではなく、福祉の

充実のために充てるべきです。また、他区とも比べ、顕著な取り立てや差し押さえで区民を追い詰めて

いる品川区国民健康保険事業会計補正予算も反対、また、品川区介護保険特別会計補正予算についても、

総合事業に置きかえ、サービスや報酬を抑制し、基金を積み増す区の特異な実態も明らかになりました。
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反対いたします。以上、３会計に反対いたします。 

○大沢委員長  次に、こんの委員。 

○こんの委員  私からは、順不同ですけれども、１２３ページの後期高齢者健康診査事業更正減額、

それから５５ページの施設整備費助成金更正減額、それから４１ページ、すまいるスクール運営費財源

更正、この３つをお聞きしたいと思います。 

 まず、後期高齢者の健康診査事業ですけれども、更正減額となっております。受託事業ですので、直

接品川区というところでは、なかなかできることが限られているかもしれないですが、更正減額ですか

ら単純に受診の方が少なかったと、このように見るのですけれども、減の要因は何でしょうか。 

 それから受診率の推移ですけれども、事務事業概要を少し見させていただいたときに、４３％前後で

推移をしている。この数字をどう捉えていらっしゃいますでしょうか。 

○三ツ橋国保医療年金課長  後期高齢者特定健康診査でございますけれども、こちら当初の見込みよ

りも実績が若干少なくなってしまっている状況でございまして、しかしながら、後期高齢者医療被保険

者数自体は、国保と違いまして増えている状況です。また、この対象の受診者数も、若干ながらも増え

ている状況ではございますけれども、当初の見込みよりも少し少なくなってしまった状況にございます。 

 また一方４３％という、この受診率でございますが、５０％を目標として、区としては対応してまい

りたいと思っています。この４３％は若干まだまだ少ない、到達はできていない状況ですけれども、

日々推進してまいります。 

○こんの委員  被保険者増、また対象者増というところで、目標が５０％というご答弁をいただきま

した。そうなると、やはり先ほども特定健診のお話もあったとおり、この健康診査の目的は医療費の抑

制というものが１つ目的にあるかと思います。そうしたことを考えたときに、この５０％まで持ってい

く、これはやはり努力していただきたいなと。そのためには何か今施策があるのでしょうか。後期高齢

者の方々に健康診査を受けていただく、ご自分の健康状態を知っていただいて予防をする、あるいは治

療する、そういうところにつなげる施策が必要と思いますけれども、いかがでしょうか。 

○三ツ橋国保医療年金課長  今までも受診勧奨というものは、受診率向上に向けては実施しておりま

した。今回、平成３０年度に向けては、国保もそうなのですけれども、早得キャンペーンというものを

実施していく予定でございます。こちらも５月から８月に向けてのキャンペーンを実施する予定でござ

います。 

○こんの委員  早得キャンペーンを後期高齢者の方々にもしてくださるという施策です。これは早目

にお知らせをされるとお考えだと思いますが、ぜひこうしたことで後期高齢者の方々がご自分の健康状

態を知って、そして早期発見、早期治療、あるいは予防につなげていただけるよう、よろしくお願いい

たします。 

 次に移ります。次は施設整備助成金ですけれども、こちらも更正減額になっておりまして、１つはグ

ループホームの整備、認知症のグループホームの整備が、この対象に案件がなかったというふうに理解

をしておりますけれども、そういう理解でよろしいかということと、グループホームの新規開設、なか

なか適地、あるいはそこを事業者が選定する、手を挙げられる方というのも難しいかと思いますが、現

状どのような整備を進めていらっしゃいますでしょうか。 

○大串福祉計画課長  地域密着型サービス施設の整備の更正減額についてでございます。委員ご指摘

いただいたように、こちらの地域密着型のほうは民間事業者による開設、これを支援するというところ

で予算計上しているものでございます。その中の具体の施設としては、今委員からご指摘ありましたよ
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うにグループホーム、それから小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、この３つが

入っているところでございます。その中でやはりグループホームの整備、これが一番大きなポイントに

なっております。現状というところでご質問ございましたけれども、私どものところに、例えば事業者

のほうですとか、そういったところから月に一、二件ご相談はいただいているところでございます。そ

うした中では、こちらのほうで現地を見させていただく、あるいは開設後の収支のシミュレーションで

すとか、そういったところでご相談には乗っているところでございます。ただ、そうした中で 終的に

ご判断されるのは、やはりその土地を持っていらっしゃる方、あるいは事業者の方といったところで、

残念ながら平成２９年度は実際のグループホームの整備にたどり着いたものがなかったといったところ

でございます。 

 ただ、先ほど申し上げました小規模多機能、あるいは看護小規模、これは１カ所ずつ整備が行われた

といったところでございます。 

○こんの委員  グループホームの開設にあたって、月に一、二件ご相談があって、ですが、なかなか

整備に結びつかないという現状だということです。ご相談される民間の方々がどういったところで踏み

切れないのか、どういう課題があるのか、その辺の、こちらの区として手当てをしてさしあげるものが

あるのか、こちらもちょっと現状をお願いいたします。 

○大串福祉計画課長  個別の関係で、なかなかいろいろ事情がおありだと思っております。多くはや

はりオーナー様のほうでのお考えといったところが一番大きいのかと考えているところでございます。

グループホームを整備するということよりも、ほかの用途で使ったほうがといったところで、比較考慮

をされてグループホームのほうは断念されるといったところが多いのかなというふうに聞いているとこ

ろでございます。それ以外にもさまざまな近隣の関係ですとか、いろいろなご事情があるというふうに

伺っております。なかなかそこに対して区のほうでというのは、今現状持っております、こういった補

助のスキーム、これ以上のといったところはちょっと難しいのかというふうに考えているところでござ

います。 

○こんの委員  現状わかりました。開設するにあたっては区のご努力も、また民間の方々の思いもあ

るのですが、引き続き鋭意ご努力をいただいて、整備にあたっていただきたいと思います。 

 次に移ります。すまいるスクールですけれども、すまいるスクールの教室をいろいろな地域の方の力

をおかりして伝統行事など、地域の方のおかりしての教室、いろいろなサークルをされていると思いま

すが、その地域の方々にお支払いをしている謝礼金の金額の設定の考え方をお聞きしたいと思います。 

○髙山子ども育成課長  すまいるスクールでご協力いただいております教室の講師の謝礼の部分のお

話でございます。囲碁、それから将棋、それから生け花など、さまざまな教室を展開しているところな

のですが、基本的には無料でやってもいいよというふうに言ってくださる方がほとんどでございまして、

そうした中で多少なりとも謝意の気持ちを示したいということで、メーンとなる講師の方に

は１,５００円の報償のほう払わせていただいております。また、その補助となる方には５００円とい

う形で、金額のほう設定させていただいております。 

○こんの委員  補助の方には５００円ということで、正規の方には１,５００円という形で出されて

いる。この講師の方々は、その学校の周辺から来る方ばかりではないというふうに理解をしております。

特にメーンで教えていらっしゃる方のほか、その補助の方も、いろいろとやはりお子様の人数、その日

の人数によって補助の人数、大人の人数も必要ということで、区内中からやはりお声をかけて来られる

という現状もまま聞いております。そうしたときに、やはり交通費というところを考えると、補助の方
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の金額というのはもう少しあってもいいのかなと、このように考えますが、いかがでしょうか。 

○髙山子ども育成課長  先ほど申しましたように、本来無料でもやっていいといった方々の善意の中

で、この事業を運営しておりますので、今後の課題とさせていただきたいと存じます。 

○大沢委員長  次に、石田秀男委員。 

○石田（秀）委員  私は 終補正ということで、先ほどいろいろほかの会派の方々からも 終補正の

考え方という話があったので、それをまずお話をしたいと思っております。 

 まず執行率のところを伺いたいと思います。例えば、平成２９年度当初予算繰出が１２０億円ぐらい

出そうと思っていたけれども、ここでいくと特別会計の繰出金は１２億円ぐらいの更正減額があると。

約１割ぐらい更正減額、９０％ぐらいなのかなと見るわけです。全体、多分私の感覚だと９５％ぐらい

なのか、９２、９３％なのかというところがあると思うのですが、例えば予算の執行率がどれぐらい

あって、どれぐらいが適正、 終補正だともうこれが大体わかってくると思っているので、まずその辺

のところをどう思っていらっしゃるのかということも１つお伺いしたいのと、まずここに至るまでがあ

りますよね。予算を決定したと。例えば民間企業であれば、もちろん月次を追いかけていくのだろうけ

れども、中間決算のような報告があったりして、中間決算のときには 終見込みはどれぐらいですと。

今期黒字になりそうなのか、赤字になりそうなのか、どういう形なのか、これは戦略的にもこういうこ

とをしていきますというものをやっていく。もちろん行政側もそれをやられていると私は思っておりま

すけれども、そうなったときに、どうしても 後に、例えば職員費だとか、いろいろなところで更正減

額、これも私今、間違っていたら教えてください。先ほど６１億円とかいろいろあったけれども、私が

計算すると財源更正で約１億円ぐらいあって、更正減額だと約６５億円ぐらいあったのかなと思ったの

ですが、もちろん入りも減ったり、合わせてしたりするところもあるけれども、こういう部分の 終補

正というのは、民間企業でいう中間報告、中間決算報告とは少し違うかもしれないが、皆さんの感覚と

いうのはどのように思っていらっしゃるのか。 終補正でやっておけばいいかという。もちろんわかっ

ていますよ。６月、９月、１２月の補正というのはあるのはわかっているけれども、この 終補正のと

きにどういうお考えでこれが出てくるのかということを改めて伺いたいと思います。 

○秋山財政課長  ３つほどご質問いただいております。まず執行率でございますけれども、これは今

後これから決算をやるというところで、どのように考えるかということでございます。例年委員ご指摘

のように、９５とか９４とか、９６％というのが 終的に決算で出てきておりますので、見込みとして

はそのぐらいだろうなとは思っています。ただ、執行率につきましては、予算と実際の事業との関係に

なってきますので、この辺はなるべくその予算の精度を上げるという意味でも、執行率というものはな

るべく少な目に見積もるべきだということもありますが、一方でなかなかそれは事業にもよりますので

難しいというところもございます。 

 それから中間決算的な、各事業の進捗でございますけれども、これについては四半期ごとに行政の内

部の事務になりますが、四半期の進捗の報告が全ての事業において確認をとっておりますので、その辺

で進捗の状況というものも確認をしつつやっているということになります。 

 後の民間でいう中間決算的ものなのかというご質問でございますけれども、これはやはり 終の一

歩手前というような、中間決算ということの年度の途中でどこまでやっているのか、どの程度までいっ

ているかというのが、四半期になれば毎月の月報等で確認はしておりますので、そういう意味からする

と、中間決算というのは若干性格としては、民間の中間決算的なものとは違うのかなと、私はそう思っ

ております。１つは年度、もう 終補正を編成するのが年の暮れ以降になりますので、それまでの時点
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でどのぐらい進捗がしているのかですとか、そこから先の見込みを見た上で、 終的にどこまでこれが

できるのかというところで考えておりますので、予算の精度を上げるというための 終的な補正という

ことなので、中間決算よりはもうちょっと後の感覚かなというところでございます。 

○石田（秀）委員  私は９５、９６％というのは非常に誤差の範囲で、よくやられているなという理

解をしております。ただ、よく民間企業も含めて、中小企業が利益が上がらないというか、もうかった

感じがないな、皆大手はもうかっている感じがある、だけれども企業というのは必ず売り上げを増やそ

う、利益額も増やそう、それで売り上げが横倍だとしたら、仕入金額を減らしていこう、それから必ず

売り上げも横倍なら経費を減らしていこう、これ多分大手も中小も同じなのです。だけれども、私も中

小企業をやっているけれども、では現実このように忙しいとしても、仕入金額が上がってしまってなか

なか下げられないとか、大手から言われるとまた発注金額が下がってしまって余計もうからないとか、

このようなものが中小企業で、なかなかそれを肌で感じられるかというと、そういうものがなかなかな

いというのが現実だと思っています。 

 この執行率も私はいいと思っているのだけれども、そうするとこの何年か見てみると、平成２８年も

当初は１０３.８億円を繰り入れると言った、それで基金を、ふたをあけてみると、 後は約１００億

円近くだけれども、形は９０億円ぐらい増えている。今回も８０億円、防災が１５億円ぐらいあるから

ちょっと置いておくと、８０億円ぐらいは組み入れしますと。今回、先ほど２１.５億円と言ったけれ

ども、教育の義務教育施設整備基金は見落としているのだろうけれども、多分ここで５１億５,０００

万円積立てしますと。それでこれ、出納閉鎖があって、何だかんだ考えて 終的に決算出てくると、ま

た８０億円ぐらいは基金積立てが戻ってきてしまうのかと。だからわからないけれども、今の９００億

円ぐらいの基金が若干増えるのかなと、こう思うわけです。それがいい悪いという判断がどこであるの

か。これが執行率と、今のような基金が減っていかない。繰り入れをしようかといっても減っていかな

い。景気がいい、歳入も多い。確かにそういう話はわかるけれども、ではその執行をどのようにしてい

くのだ。ためたけれどもどうするのだ。このようなことをもう少し見えるようにしてほしいと思ってい

ます。この辺がもう少し見えるようにしてもらうと、区民サービス、基本的には投資的経費なわけです。

保育園どんどん増やせば、それは経常的経費にどんどんなっていってしまうのだから、投資的経費の部

分で、このようなところをやって区民サービスをこれだけ低下を招かないように、皆さんいい政策をし

てきました。 終補正でこれだけ見えてきて、５１.５億円をつくります。ではどのようになっていく、

ああ、これはもう多分見えたなという感じ。この見えてしまったなという感じが、多分この基金の 後、

もう 終補正なので、 終見込みが頭の中におありだと思うのだけれども、出納閉鎖で。その辺はどう

お考えか。あとこれでこうなってきて、繰り入れと積み立てが同じぐらいの金額が必ず推移する。なお

かつ少し増えていく。この辺の見え方はどう思われるのかということをお聞きします。 

○秋山財政課長  終補正と決算基金の関係ということでございます。今後どのような決算をするの

かというところは、出納閉鎖以降見てみないと、確実なことは言えないとは思ってございます。 終補

正でも、今回増額の補正だけでトータルで３６億円ほどさせていただいています。この３６億円という

のは、やはり待機児童対策であるとか、それから障害者福祉の実績増であるとかというものに対応して、

実際に出た財源を使っているところでございます。 

 一方その減額の補正が大きいので、差し引き２５億円というような形に見えてございますけれども、

財源ができた中での話をさせていただきますと、特別区民税であるとか、財調とか、繰越金で出ていた

もの相当以上のものは、今回の 終補正の中でも３６億円の増額補正をして、区民のための福祉の向上
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に使っているというようなことを考えているものでございます。 

 終の見込みでございますけれども、こちらはまだどうなるかというのはなかなか今の段階でお示し

するのは難しいのかなと思っておりますが、そういうことでございます。 

○石田（秀）委員  すみません。 終補正でありますので、 終補正のところでとめますけれども、

本当に先ほど来、保育園の積極的に、待機児童も４０人を切って、もしかするとゼロのようになるとい

う話、これはこれで結構であります。これは本予算でやるつもりでいますけれども、本当はやろうかな

と思ったけれども、やめます。 終補正なので。ここまで来たらやはり区の政策として、では待機児童

これだけ、もうゼロになってきてこれからもまた増えていく。それはまた希望が増えていく、こういう

こともあると思いますけれども、先ほど私立幼稚園協会は今横倍だというお話があったりするのであれ

ば、ではいろいろな形で今度区も、高齢者、いろいろなところに手を打っていくというのであれば、で

は公立幼稚園をやめていこうではないか、このような話だって、私は議論としてあってもいいのだろう

と思っています。だからこのようなことも、あまり補正なのでやるつもりもないのだけれども、ぜひお

願いをしたいなと。これはお願いだけしておきます。 

 １つだけ、先ほどからいろいろな話で、うちの幹事長からも 初、ふるさと納税の話が出ました。減

で国に言っていくというのはそうかもしれません。地方にとっては、これは非常に大きな財源になって

いる部分もあります。返礼品によって地域産業が活性化しているという部分もあるとなると、そのよう

なことを考えると、国がそれをなかなかやめるという話になるとは思えません。では同じように返礼品

をどんどんいろいろなことをしていくのか。私もこれは余り賛成することではないけれども、私の近所

の方々も、非常にゴルフが趣味の方がいらっしゃって、千葉県である地方自治体はゴルフの割引券を出

す。それから高齢者の方が温泉に、これはもう常々、しょっちゅう、月に１回ぐらい行くのだ、そうす

ると割引券が出るのだとか、このように各地方でいろいろなことがあります。そのようなことを考える

と、品川区も多分対策というものはあるのです。誰が考えたか私はわかりませんが、今回シナモロール

の返礼品を入れたと。３万円は高いかなと思うけれども、すごくこれ、多分いいような気がするのです。

このような考え方、発想というのは。多分品川区でやれる、こういうことというのはあると思うので、

それは多分いろいろな方、どういう方を入れたかわからない。区の職員だけで考えたとは思わないけれ

ども、いろいろな方を入れて、先ほどのライザップの話ではないですが、いろいろな考えを持って、い

ろいろな対策を打っていくということは、私はこれはありだと思っていて、いろいろなイベントを組む

ことも１つ、その中に使えるものをやっていくということも１つの考え方と思うので、ここの考え方だ

け教えていただきたい。 

○柏原企画調整課長  ふるさと納税にかかわる部分でありますけれども、ふるさと納税、そもそもが

施策ですね。施策の成果といったところ、それは品であったり、サービスの部分であったりとか、それ

は多分施策として出た結果のものが、それが好意といいますか、気に入ってもらえるということです。

先ほどのシナモロールの話も、それは我々観光という施策を打っていく中で観光大使になって、そう

いったところに結びついているというところですので、我々はまずこの施策、区としての施策を充実さ

せるということが、まず基本の考え方であろうと思っています。そこで生まれてくるところをどういっ

た形で区民の方とか、ふるさと納税をしようという方に気に入ってもらえるかということを種々、いろ

いろな部署、いろいろな方々と検討しながら、返礼品競争という、そのような特化したところではなく

て、そういう施策の充実の部分で拡充させたいと思ってございます。 

○大沢委員長  以上で、第１号議案から第４号議案までの平成２９年度品川区各会計補正予算４件の
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質疑が全て終了いたしました。 

 これより採決に入ります。 

 第３号議案、平成２９年度品川区後期高齢者医療特別会計補正予算についてを採決いたします。 

 本件につきましては、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○大沢委員長  ご異議なしと認めます。 

 よって、第３号議案、平成２９年度品川区後期高齢者医療特別会計補正予算は、原案のとおり決定い

たしました。 

 次に、第１号議案、平成２９年度品川区一般会計補正予算、第２号議案、平成２９年度品川区国民健

康保険事業会計補正予算および第４号議案、平成２９年度品川区介護保険特別会計補正予算の３件を一

括して採決いたします。 

 本件につきましては、起立により採決いたします。 

 本件につきまして、賛成の方はご起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○大沢委員長  起立多数と認めます。ご着席願います。 

 よって、第１号議案、平成２９年度品川区一般会計補正予算、第２号議案、平成２９年度品川区国民

健康保険事業会計補正予算および第４号議案、平成２９年度品川区介護保険特別会計補正予算は、原案

のとおり決定いたしました。 

 なお、委員長報告につきましては、正副委員長にご一任願いたいと思いますが、ご異議ございません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○大沢委員長  ご異議なしと認め、さよう決定いたします。 

 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０３分閉会 

                                              

委 員 長  大 沢 真 一 


