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○午前１０時００分開会 

○大沢委員長  ただいまより、予算特別委員会を開きます。 

 それでは、第５号議案、平成３０年度品川区一般会計予算を議題に供します。 

 本日の審査項目は、歳出第４款衛生費および第５款産業経済費でございますので、ご了承願います。 

 それでは、これより本日予定の審査項目の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。本日もよろしくお願いいたします。 

 ２６０ページになります。４款衛生費、１項保健衛生費は、対前年４.７％増の５５億７,９３２

万３,０００円。１目健康推進費は２１億１９２万７,０００円で、主なものは、右側中段下、健康づく

り支援事業費では、４行下、健康ポイント事業運営委託等は新規計上であります。 

 ２６３ページに参りまして、下から６行目、保健所管理運営費では、一番下、母子保健システムを導

入いたします。 

 ２６４ページに参りまして、２目母子保健費は６億５,３９３万１,０００円で、２６７ページに参り

まして、中ほど、産後ケア事業では、訪問型を開始します。その下、不妊治療助成事業では、特定不妊

治療の助成をいたします。 

 ３目保健予防費は２４億１,８８５万７,０００円で、右側に参りまして、健康診査費では、成人歯科

システムを整備いたします。 

 ２６９ページに参りまして、各種がん検診では、胃がん内視鏡検診を導入いたします。 

 ２７０ページに参りまして、４目生活衛生費は４億４６０万８,０００円で、右側下、住宅宿泊事業

届出等事務費は、民泊の届出事務を行うもの。 

 ２７２ページに参りまして、４款衛生費、２項環境費は、対前年２.７％減の１５億１,４５７

万７,０００円、１目環境対策費は２億８,０５６万３,０００円で、省エネルギー対策事業では、５行

下、省エネ診断業務委託は、区有施設の省エネ診断を行うもの。 

 ２７５ページに参りまして、中ほど、しながわ環境未来事業では、（仮称）しながわ環境未来館の施

設等の設計などを行うものであります。 

 ２７６ページに参りまして、２目リサイクル推進費は１２億３,４０１万４,０００円で、下から６行

目、集団回収では、雑紙回収を開始いたします。 

 ２７８ページに参りまして、４款衛生費、３項清掃費は、対前年０.９％減の４６億７,４３７

万３,０００円。１目清掃費は４６億７,４３７万３,０００円で、中ほど、許可指導事業では、４行下、

住宅宿泊事業者（民泊）への適正な廃棄物排出指導を新規計上しております。 

 ２８０ページに参りまして、以上によりまして、４款衛生費の合計を１１７億６,８２７万３,０００

円とするものです。 

 ２８２ページに参りまして、こちらからは産業経済費であります。 

 ５款産業経済費、１項産業経済費は、対前年１.０％増の２９億８３９万８,０００円。１目産業経済

費は２９億８３９万８,０００円で、主なものは、右側に参りまして、２行目、中小企業センター運営

費では、５行下、空調設備改修等工事費は、第二期工事を実施いたします。 

 ２８５ページに参りまして、３行目、事業承継支援事業では、事業承継設備投資支援は新規計

上。２８７ページに参りまして、中小企業活性化推進事業費では、中ほど下、社会貢献製品支援事業は

新規計上であります。 

 ２８９ページに参りまして、一番上、企業連携推進事業では、５行下、情報通信業等の企業間連携支
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援では、実態調査は新規計上であります。 

 ２９１ページに参りまして、中ほど、消費者啓発費では、一番下のほう、見守りネットワーク構築と

消費者教育支援は新規計上であります。 

 産業経済費は以上であります。 

○大沢委員長  以上で本日の審査項目の全ての説明が終わりました。 

 本日は、２８名の方の通告をいただいております。 

 これより質疑に入ります。 

 ご発言願います。鈴木博委員。 

○鈴木（博）委員  本日は、ページ２６７、２６９の、３目保健予防費、予防接種費の中から、定期

予防接種と任意予防接種、健康診査から、成人眼科健診、ページ２６９の自殺予防対策事業、ペー

ジ２６５の、２目母子保健費から、３歳児健康診査について、順次質問いたします。 

 まず、定期予防接種のうち、破傷風・ジフテリア二種混合ワクチン、以下「ＤＴワクチン」と呼びま

す、について伺います。 

 現在、１１歳から１２歳の小学生に、定期予防接種としてＤＴワクチンは接種されておりますが、昨

年の品川区のＤＴワクチンの接種率をお示しください。 

○舟木保健予防課長  平成２８年度のＤＴワクチンの接種率についてですが、６９％となっておりま

す。乳幼児の予防接種の接種率と比較すると低いような状況です。 

○鈴木（博）委員  すみません、 後が聞き取りにくかったのですが、ＤＴワクチンの接種率は、ほ

かの例えばＤＰＴや四種混合ワクチン、ＭＲワクチンと比較して、その対比に関してはいかがなのか、

もう一度ご説明をお願いしたいと思います。 

○舟木保健予防課長  ほかの１歳未満の乳幼児の予防接種につきましては、接種率は大体９８％前後

となっておりますが、このＤＴワクチンにつきましては、６９％というような接種率となっております。 

○鈴木（博）委員  よく聞き取れました。今の課長のご説明でも、あまり接種率は高くないように思

われます。１１歳から１２歳は、小学校の五、六年の高学年に当たり、学校生活が忙しいことや、単独

接種であること、保護者も乳幼児期に比べて、子どものワクチンに対する関心が低下している可能性が

あることなども関連しているのかもしれませんが、ＤＴワクチンの接種率の向上については、区はいか

がお考えで、今どのような対応をなされているのでしょうか。 

○舟木保健予防課長  ＤＴワクチンの接種率への対策ですが、現在、ほかの麻しん・風しん、日本脳

炎、ＢＣＧと同じように、接種期限の２カ月前に、このＤＴワクチンの場合ですと、１３歳未満が接種

期限となっておりますので、１２歳１０カ月の時期に個別に勧奨通知を送付しております。こちらにつ

きましては、今後も継続して実施してまいります。 

○鈴木（博）委員  ＤＴワクチンは破傷風とジフテリア、とりわけ破傷風の発病を防ぐ大切なワクチ

ンです。破傷風は傷口から侵入して破傷風菌がつくる毒素によって口が開かなくなったり、物が飲み込

めなくなったり、体がのけぞったり、 後は呼吸ができなくなって死亡することもある恐ろしい病気で

す。平成２３年の東日本大震災でも、けがをきっかけに１０人が破傷風を発症し、大きな問題となりま

した。 

 現在でも、毎年１００人以上の患者がワクチン未接種者だった高齢者を中心に発生しています。大震

災、大災害に備える意味でも、ＤＴワクチンの接種は重要ですので、区としても勧奨強化をよろしくお

願いしたいと思います。 
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 また、破傷風・ジフテリアの二種混合ワクチンに百日咳も加えた三種混合ワクチン（ＤＰＴ）に切り

替える動きがあるとお聞きしました。この背景についてご説明をお願いいたします。 

○舟木保健予防課長  三種混合ワクチンの定期接種化の検討の背景ですけれども、百日咳はワクチン

で予防可能な疾患の１つでありまして、患者報告数はこの３０年で約１０分の１に減少しています。た

だ、２００７年以降は、小児科定点からの報告なのですが、１５歳以上の患者の割合が増加しておりま

す。このような状況を受けまして、国は平成２８年度から百日咳のファクトシートを作成したり、具体

的にＤＴの代わりにＤＰＴを用いる場合に期待される効果や安全性について議論を始めております。定

期接種で使用するかどうかについて、今ちょうど検討を行っているというふうに聞いております。 

○鈴木（博）委員  百日咳は、感染症法に基づく５類感染症定点把握疾患で、全国３,０００カ所の

小児科定点施設からの患者の報告が毎週なされております。ところが、平成１９年頃から、今、課長の

お話があったように、大学生などの若年層を中心に集団発生の報告が増加し、現在、百日咳の２５％か

ら４０％は２０歳以上、次いで１０歳から１４歳、その次が０歳の赤ちゃん、１５％から２０％となっ

ています。百日咳が問題なのは、成人が感染すると経過は軽症なのですが、これが生まれたばかりの赤

ちゃんに感染すると、赤ちゃんが重い呼吸困難とか脳症を起こして死ぬことがあるからです。そのため、

ワクチンの効果が切れて百日咳に感染した成人から生まれて間もない赤ちゃんに移されるということが

問題になりまして、現在、ＤＴをＤＰＴにして、成人に百日咳の抗体をしっかりとつけて、持続させる

というような動きになっているようです。 

 百日咳の赤ちゃんの感染は非常に恐ろしいものでありまして、昭和５４年、百日咳の届出が、ＤＰＴ

ワクチンが一時中止されたことがありまして、その前２００人だったのが１万３,０００人になって、

約２０人死亡者が出たのが昭和５４年です。この昭和５４年というのは、私が小児科医になった年で、

ワクチンさえ受けていればかからなかった百日咳にかかったために、夜中じゅう、咳をして一睡もでき

ずに、顔じゅう腫れ上がって体じゅうに出血瘢が出て、ぐったりした赤ちゃんを何人も診察した記憶が

あります。生後３カ月になったら、なるべく早く百日咳を含む四種混合ワクチンを接種することと、咳

の続く大人は、軽症でも百日咳の可能性があることも考え、赤ちゃんになるべく接触しないようにして

病院を受診し診断を受けることが大切だということを区はしっかりと広報することをお願いしたいと思

います。 

 次に、流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）ワクチンについてお尋ねいたします。 

 平成２９年９月５日、日本耳鼻科学会は、全国５,６００の耳鼻科医療機関に調査を行って、約２年

間で流行性耳下腺炎の後遺症である難聴、ムンプス難聴といいますが、これが３３６名に見られ、うち

高度の難聴が２６０人あったと報告したということは、前回お話ししたとおりです。流行性耳下腺炎ワ

クチンは１回接種で９０％、２回接種で９９％、発病を予防できると言われております。平成２８年度

の流行性耳下腺炎の全国的流行の経過は、品川区においても、１回接種ではおたふくかぜの発病を完全

に防げないことがわかっております。流行性耳下腺炎を発病することは難聴のリスクを確実に増やすこ

とになります。そのため、流行性耳下腺炎ワクチンが定期接種化されるまで、ＭＲワクチンと同様、１

歳と５歳に定期接種でないため任意接種として２回接種することが非常に大切なことであり、そのため

には、おたふくかぜワクチンの接種費助成を現行の１回から２回に増やすことを重ねて要望したいと思

います。既に中央区が２回接種の助成を始めており、平成２９年からは、中野区も２回助成を始めまし

た。品川区でもぜひご検討をお願いしたいと重ねて要望いたしますが、再度、区のご見解を伺いたいと

思います。 
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○舟木保健予防課長  おたふくかぜにつきましては、予後は一般的に良好なのですが、無菌性髄膜炎

や難聴など合併症を起こすことや、不顕性感染が約３割と多いということから、予防接種による予防が

非常に重要だということは認識しております。 

 品川区は早くからその重要性を認識しまして、１０年以上前の平成１９年度から、１回ですが費用の

助成を実施しております。１回接種と２回接種の効果を比較すると、２回接種のほうが高い効果が示さ

れているということも知っております。国の動向を見ながら、接種費用助成の回数増については検討し

ていきたいと思います。 

○鈴木（博）委員  ぜひ実施に向けてのご検討をよろしくお願いしたいと再度要望いたします。 

 次に、任意接種であるメナクトラについて伺います。平成２６年７月、髄膜炎菌ワクチン「メナクト

ラ」が認可されました。あまりなじみのないワクチンですが、認可に至った経緯と、どのような対象に

接種するものなのか、簡単にご説明をお願いしたいと思います。 

○舟木保健予防課長  このメナクトラというワクチンについてですが、これは髄膜炎菌のワクチンと

なっております。この髄膜炎につきましては、患者だけではなくて、健康な人の鼻やのどにも菌がいる

ということで、日本人にも、低い頻度なのですが存在するということで、誰でも感染する危険性はある

こと、飛沫または分泌物によってヒトからヒトへ感染するというような疾患です。 

 また、侵襲性の髄膜炎、重傷の髄膜炎菌感染症の場合ですと、早期の診断が非常に難しくて、発症か

ら２４時間以内に死亡する可能性もある重篤な疾患であることがわかっています。そのようなこともあ

りまして、このワクチンの認可が進められたのではないかと思っております。 

 また、対象者についてですが、流行地域である髄膜炎ベルトと呼ばれているアフリカの中央部などへ

渡航される方、あと、地域によっては欧米でも地域的な流行等あるようなところもありますので、そう

いうところに渡航する場合には、接種するようお勧めするようなワクチンとなっております。 

○鈴木（博）委員  細菌性髄膜炎は、インフルエンザＢ型、Ｈｉｂ、肺炎球菌に加えて、この髄膜炎

菌がその原因となる細菌です。髄膜炎菌感染症は日本ではあまり知られていない病気ですが、発病する

と風邪と同じような症状から電撃的に症状が進行し、２４時間から４８時間以内に患者の５％か

ら１０％が死亡するという恐ろしい病気です。全世界では３０万人が発病し、３万人が死亡していると

言われています。今、課長からご説明があったように、中央アフリカに非常に多い病気ですが、これが

アメリカ、ヨーロッパにも現在広がっています。我が国では、平成２３年５月に、宮崎県の全寮制の高

校でこの病気が発生し、５人が発病し、１人が亡くなりました。また、平成２７年７月に、山口県で開

催された世界スカウトジャンボリーに全世界から約３万人が集まり、日本人の高校生は６,０００人が

参加しましたが、このイベントの中で髄膜炎菌感染症の感染が起こり、スコットランドやスウェーデン

の隊員５名が、帰国後に髄膜炎菌感染症を発病しています。幸い日本人の発病はなかったようです。 

 世界中から人が集まる２０２０年の東京オリンピック・パラリンピックでも、この髄膜炎菌感染症の

発生が非常に危惧されております。髄膜炎菌ワクチンの希望者の接種はその１つの対策と考えられます。 

 また、今お話があったように、中央アフリカへの旅行者やアメリカの高校・大学で寄宿舎、寮生活を

送る予定の方、あるいは、先ほど宮崎の事例があったように、日本でも全寮制の高校・大学に通う場合

は、髄膜炎菌感染症という存在があるということをしっかりと確認して、ワクチンの情報の提供も行う

べきだと考えます。 

 髄膜炎菌ワクチンについて、区としては今後の対策としてはどのようにお考えでしょうか。ま

た、２０２０年東京オリンピック・パラリンピックに向けて、何か特別な対策等は今ご検討されている



－9－ 

のでしょうか。 

○舟木保健予防課長  今後の対策についてですが、東京オリンピックなどを控えて、日本への外国人

の入国者がさらに増えることが予想されます。今までは海外に渡航する方に、流行地域に行く方へとい

う形の広報や情報提供だったと思いますが、やはり輸入感染症の１つとして、この侵襲性の髄膜炎菌感

染症の発症のリスクはあるものと考えておりますので、周知について検討してまいりたいと思います。 

○鈴木（博）委員  次に、自殺予防対策事業についてお伺いいたします。 

 自殺予防教育においては、款別審査、教育費のほうで詳しく改めて質問したいと思っていますので、

この衛生費では、自殺予防対策全般についてお伺いします。 

 平成２８年に自殺対策予防法が改正され、市区町村に地域の自殺対策計画の策定が義務づけられ、ま

た、平成２９年７月には、自殺予防対策大綱が閣議決定されました。品川区では、平成３０年１月１８

日に、品川区自殺予防対策連絡会が開催されておりますが、この会議の内容と、品川区の自殺予防対策

の取組み、殊に若年者に対する取組みについてご説明をお願いいたします。 

○舟木保健予防課長  自殺予防対策連絡会の内容と若年層への自殺予防対策の取組みについてですが、

この自殺予防対策連絡会ですが、平成２４年度より実施しております。庁内および外部の関係機関と

ネットワークを強化して、連携して対策に取り組むために実施しております。今年度につきましては、

昨年度に引き続きまして、子どもの自殺予防をテーマにして具体的な事例の報告と情報交換を通じて連

携を深めたところです。 

 また、若年層への取組みとしましては、ハンカチ型リーフレットを作成して成人式や区内大学等に配

布したり、あと、ＳＯＳカードということで、平成２８年からつくっておりまして、中学生に配布して

おります。今年度は６年生にも配布し、来年度は５年生からというふうな形で対象を拡大して配布する

こととしております。 

○鈴木（博）委員  自殺予防対策の中心は、地域のネットワークの強化と、自殺対策を支える人材の

育成、児童・生徒への、ＳＯＳの出し方に関する教育がポイントになると思います。ゲートキーパー研

修について伺いたかったのですが、時間があまりないので、児童・生徒のＳＯＳの出し方については、

款別の教育のほうでさらに議論を深めていきたいと思います。 

 次に、成人眼科健診についてお尋ねいたします。 

 高齢化社会において、健康寿命の延伸は極めて重要な課題です。平成２６年度の厚生労働白書「健康

長寿社会の実現に向けて」では、がん、循環器疾患、糖尿病、慢性閉塞性肺疾患の４大疾病と、メンタ

ルヘルス、ロコモティブシンドローム、オーラルケアが取り上げられていますが、視覚障害には触れら

れていませんでした。しかし、目が見えるという視覚器の健康は、健康寿命にとって極めて大きな位置

を占めていると考えられます。そのため、平成２８年第３回定例会で、さらに平成２９年の予算特別委

員会でも、４０歳以上の眼科健診の重要性と、その実施について要望いたしました。また、 近では、

他会派の委員からも、成人眼科健診の要望が行われるようになっております。しかし、まだその実施に

は至っておりません。眼科健診の重要性の認識、また、その実現に向けて、何らかの取組みがあれば、

ご説明をお願いいたしたいと思います。 

○川島健康課長  成人眼科健診の重要性については、十分認識しているところでございます。平

成３０年度につきましては、医師会の眼科医の先生の方とも具体的に協議をしまして、できれば、もし

協議が整えば、平成３１年度の予算編成に間に合えば、そこに何らかの形で新規事業として載せられれ

ばいいなというふうに考えているところでございます。 
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○鈴木（博）委員  力強いご答弁をありがとうございました。ぜひ実現に向けてお願いしたいと思い

ます。 

 次に、３歳児健康診査における視力検査についてお尋ねいたします。 

 平成２９年４月７日に、厚労省旧雇用均等・児童家庭局母子保健課より、特別区等母子保健主管部に

あてて「３歳児健康診査における視力検査の実施について」という通達が行われました。この通達の内

容と、３歳児の視力検査の現在の品川区の実態、実際について、簡単にご説明をお願いします。 

○鷹箸品川保健センター所長  厚労省通知でございますが、視力については、生まれてから大体６歳

頃までに発達するということで、その間の視力検査で異常があった場合には早く見つけ、必要な支援に

つなげることが重要というふうにされています。 

 また、現在の３歳児健診での視力検査の状況ですけれども、視識、絵によって、お家でまず保護者の

方に検査してきていただいて、その結果を３歳児健診の場で確認し、医師のほうで必要なお子さんに関

しては精密検査につなげる、そのような形で健診を進めております。 

○鈴木（博）委員  この一次健診で行われる現行のランドルト環も使ったり、品川区にある絵カード

の視力検査は０.５以上あるかどうかという、いわば定性の検査です。この現行の、あまり正確さが今

一歩だという問題を克服するために、現在、手持ち自動判定機能つきのフォトスクリーナーを導入する

医療機関が増えています。この機器の特徴は、特別な訓練を受けなくても、スタッフが簡単に検査がで

きること。機器は小型であるため持ち運びが可能で、会場ごとに移動できること。自動判定機能を持つ

ために、眼科の専門知識がなくても答えが勝手に出てくること。検査に数秒しかかからず、３歳児健診

のほぼ１００％の精度があるということが認められていること。感度が非常に高く、見逃しはほとんど

ないためにスクリーニングに向いていること。１歳児の偽陰性は多いが、３歳児はほとんど全て眼科に

紹介すればよいということが日本弱視斜視学会、日本小児眼科学会、日本視能訓練士協会でも、本装置

の普及は乳幼児の弱視、斜視等に非常に有益だといわれておりますが、この検討等を私たちは要望しま

すが、いかがでしょうか。要望ということで終わります。 

○大沢委員長  次に、新妻委員。 

○新妻委員  ２６９ページ、各種がん検診、２６１ページ、禁煙外来治療費助成、２６１ページ、食

からの健康な身体作り、２７７ページ、もったいないプロジェクト等、２７５ページ、こみゅにてぃぷ

らざ、環境情報活動センター、同じく戸越公園の、（仮称）しながわ環境未来館についてお伺いいたし

ます。 

 まず初めに、各種がん検診ですが、これまで私は、議会質問を通して受診率向上の取組みを要望して

まいりました。成人式での意識啓発を要望し、現在、記念品とともに渡されるチラシの中に、女性検診

の案内を入れていただけるようになり、また、そのことを司会のほうからもチラシをご覧くださいとい

うことで一言言っていただくようにもなりました。大変にありがとうございます。 

 また、学校では、がん教育も始まっております。区としても、この受診率の向上においては、課題と

して捉えていていただいていると思いますが、まず現在の女性特有のがん検診の受診率の推移を伺いま

す。２年半ほど前に、タレントのがん公表によって乳がんの検診の予約が取りにくくなる状況がありま

した。その状況から今の状況がどれくらいの推移、同じぐらい受診率かあるのかどうかお伺いしたいと

思います。 

 それとあわせて、今後の取組みをお知らせください。受診ができるところが増やされていくのかとい

うところをお知らせいただきたいと思います。 
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○川島健康課長  女性のがん検診の受診率の状況ということでございますが、子宮頸がん検診につき

ましては、平成２７年度が２８％だったものが、２７.３％と数ポイント受診率が落ちております。乳

がんにつきましては、２５.２％の受診率が２６.８％ということで、タレントの方の乳がんの罹患の発

表とかという関係で、やはり受診率が伸びている状況でございます。子宮頸がんが０.７ポイントほど

落ちておりますけれども、平成２９年度はまた平成２８年度と同程度の受診率になりそうだというふう

に、私ども、見込んでございます。 

 また、乳がん検診の受診者が増えているというところで、４カ所、今年度から受診医療機関を増やし

たところです。それと、子宮頸がんは残念なのですけれども、２カ所ほど受診のできるところが減って

しまいまして、ただ、平成３０年度においては、牧田総合病院の大森の健診センターのほうでまた新た

にやっていただくというようなところで、健診のできるところが少しでも増えたり、それから土曜日に

やっていただけるコマが増えるようにというふうに努力はしているところでございます。 

○新妻委員  努力をしていただいて拡大をしていただいていることを確認いたしました。またあわせ

て、休日とか夜間の拡大もぜひ取組みをお願いしたいと思います。 

 ここで１つ提案をしたいと思います。あるときに、私は、新宿区内の駅のトイレを利用した際に、個

室の中の壁に新宿区で行っている女性の検診の案内がありました。委員長に許可をいただきましたので

ここで掲示を、トイレの中に張ってあるものはＡ４判のものです、これは拡大をいたしました。このよ

うに「はじめよう乳がん早期発見のための習慣」と書かれ、検診の案内と定期的な自己チェックの仕方

が書かれております。これをぜひ品川区の庁舎の中の女性トイレの中に張っていただいて、受診率の向

上を進めていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○川島健康課長  委員ご指摘のとおり、トイレの中はあまり情報がないところですので、じっくり読

まれるのかなという気もしますし、具体的に、まず女性のトイレの中でどういう文字でどういうことを

お知らせするといいのかというところも含めて、具体的に検討させていただければと思います。 

○新妻委員  ぜひよろしくお願いいたします。その際には、ＱＲコードを入れて、スマホでも検診の

受診情報にリンクするような工夫もお願いしたいと思います。 

 引き続き、禁煙外来治療費助成ですが、これは平成２９年度から禁煙をしたい人への応援として、そ

の後押しをするための助成で事業が始まりました。現在、５０名の助成金枠に対しての利用状況と、取

組みをお伺いいたします。 

○川島健康課長  予算で措置しておりました枠が５０人ということだったのですけれども、現状は、

申込みをしていただいて、これから禁煙治療を始めますというような形でやっていただいた方が３５人

いらっしゃって、その中で治療が完了したという方が１６人ほどしか今いらっしゃらないということで、

なかなか大変なのかなというようなところも思っております。 

 せっかく５０人分の予算をいただいていますので、頑張ってこの枠を埋めたいというところで、今ま

で医師には案内は配っていたところなのですけれども、直接、禁煙外来治療をしている医師のほうにも

申請書と案内は渡すように３月から始めておりますので、何とか５０人、皆さんに申し込んでいただけ

るように頑張っていきたいと考えております。 

○新妻委員  ちょっと周知が足りないのか、まだ知らない方もいらっしゃるのではないかと思います

ので、しっかり、この予算を立てた以上、禁煙をしたい皆様が禁煙をできる体制を整えていただきたい

と思います。また、周知をして５０名を超えるような勢いであれば、さらに予算を追加して取り組んで

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。 
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 続きまして、食からの健康な身体作りについてお伺いいたします。この後に質問しようと思っており

ます食品ロスにもかかわってくることかとも思いましたので、少しこの事業内容をお知らせいただきた

いと思います。 

○鷹箸品川保健センター所長  食からの健康な身体作りについてですが、イメージといたしまし

て、２０２０年のオリンピック・パラリンピックに向けまして、キャッチフレーズといたしましては、

「動ける身体は食事から」ということで、食から考える健康な身体作りをテーマに展開しようと思って

おります。 

 先ごろ、平昌オリンピックもあったところですが、スポーツ選手に関心がこれからどんどん集まる中、

選手のすばらしいパフォーマンスを発揮するには、日々の食事が非常に大きく関係しており、生涯にわ

たり動ける身体をつくるためには、バランスのよい食事が基本だというふうに考えております。そのた

め、子どもから高齢者まで心身の健康につながる栄養の重要性について広く普及啓発をして区民の理解

を深めていくというために、今回、この予算を計上させていただいたところでございます。 

○新妻委員  平成３０年度が会議体の発足となっております。そして平成３１年度にイベントという

ふうに、オリンピックを目指しての取組みというふうに確認をさせていただきました。 

 これは身体作りとともに、また、食というところ、また食品ロスにもかかわるところもあるのかと思

いますので、環境課とも連携をしながら、ぜひ進めていただきたいと思います。 

 続いて、このもったいないプロジェクトですが、委員長に許可を得ましたので、ここでも資料を出さ

せていただきます。 

 現在、品川区が進めております「ＳＨＩＮＡＧＡＷＡもったいない推進店」が１００店舗になったと

いうことで、このような冊子ができたということが紹介されました。この中には、１００店舗のそれぞ

れの紹介、そして区民の皆様から、もったいないプロジェクトとして取り組んでいる内容を募集したも

のがここに出ておりまして、非常に参考になるなと思って読ませていただきました。 

 今後の取組み、また、さらに増やしていく、オリンピックに向けて品川区民に食品ロスをまたさらに

周知していくための取組みとして、今後の取組み状況を少しお伺いさせていただきたいと思います。 

○小林環境課長  もったいない推進店のさらなる増大というところでございますが、まず１つは、東

京オリンピック・パラリンピック、２０２０年に向けて、１５０店舗の登録を目標に、今、事業を進め

ているところでございます。 

 また、それとあわせて、特にオリンピックの会場が近い立会川駅周辺につきましても、現在でござい

ますが、約１２店舗から１３店舗ほど登録をいただいているところでございますので、そちらの拡大に

ついてもぜひ広げていきたいというふうに考えているところでございます。 

 また一方で、食品ロスに対する周知、それから啓発等については、まだまだ知られていない部分がご

ざいますので、さまざまな事業をこれから展開していく中で効果的な周知を考えていきたいというふう

に考えているところでございます。 

○新妻委員  この食品ロスでございますが、公明党の竹谷とし子参議院議員が今国会で議員立法で食

品ロス削減法案の成立を目指しております。いよいよこの食品ロス、成立して以降、さらなる取り組み

が進んでいくことと思われますので、ぜひ推進をお願いしたいと思います。 

 この冊子の中にも紹介されておりました長野県で取り組んでいる３０・１０運動、今、全国にこ

の３０・１０運動が広がっております。品川区でもこの３０・１０運動をオリンピックに向けて大きく

推進をしていただきたいと思いますが、まず、オリンピックの観光客等で来られる入口である大井町駅
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周辺のお店に呼びかけて、今でももったいないプロジェクトを推進していただいていると思いますけれ

ども、３０・１０運動ということで、大きな運動論としてぜひ呼びかけをお願いしたいと思いますが、

いかがでしょうか。 

○小林環境課長  ２点ご質問があるかと思います。３０・１０運動の展開と、大井町駅周辺での展開

という点でございます。 

 ３０・１０運動につきましては、委員お話のとおり、今、全国的な活動が進んでおりまして、徐々に

周知が進んでいるところでございます。今後も、特にこの運動の展開が飲食店における食べ残しが多い

ところから、乾杯後の３０分と終了前の１０分は自席に戻って料理を楽しむ運動でございます。これに

つきましても、宴会だけではなく、ご家庭あるいはお仲間同士の飲食においても、食べ残し、注文のし

過ぎがないような効果的な啓発を進めていきたいと考えているところでございます。 

 また、大井町駅周辺でございますが、現在、８店舗ほどもったいない推進店が登録されているところ

でございます。大井町周辺につきましては飲食店が多いというところもございますが、現状まだ少ない

と我々も認識しているところでございますので、さらなる店舗拡充に努めていきたいと考えているとこ

ろでございます。 

○新妻委員  後に、食品ロス関係で、この間、２月２４日の環境表彰式・環境講演会で、品川区で

初めてのフードドライブが行われました。この成果と、このときに集められた食品がどのように活用さ

れていくのか、少し教えていただきたいと思います。 

○小林環境課長  フードドライブの実績のお尋ねでございます。お持ちいただいたものが、缶詰、調

味料、あるいはお米といったものでございまして、約２３０種類、７２ｋｇが集まったところでござい

ます。そのうち、社会福祉協議会を通じて区内の子ども食堂に提供されるといったものがおよそ２５ｋ

ｇほどでございます。残りにつきましては、都内のフードバンクにこれから届ける予定で、今進めてい

るところでございます。 

○新妻委員  今後の予定ですが、例えば５月に行われますエコフェスティバルでも、ぜひこのフード

ドライブを開催していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○小林環境課長  今後の展開でございますが、まず、今回、行った上で、アンケートをとらせていた

だきました。その中で参加をしたい、あるいは機会があれば今後も参加したいといった方が、アンケー

トの結果、全体の８割以上に上ったといったところがございましたので、またこれとあわせてエコフェ

スティバル、区内 大規模の環境のイベントでございますので、そちらの展開についても、今後、進め

ていきたいと考えているところでございます。 

○新妻委員  それでは 後に、こみゅにてぃぷらざ八潮にあります環境情報活動センターと（仮称）

しながわ環境未来館についてお伺いいたします。 

 まず、しながわ環境未来館の設置の経緯と目的をお知らせいただきたいと思います。 

○小林環境課長  体験型学習施設の目的のところでございますが、現在、八潮にございます環境情報

活動センターでさまざまな環境に関する講座を開いているところでございますが、そこの中で参加者の

高年齢化、あるいは子ども向け講座につきましても参加人数が段々減少傾向にあるといったことがござ

いまして、課題として捉えているところでございます。 

 また、昨年度から計画の策定をしております新たな環境計画の中でも、こういった講座に参加したい

という方がまだまだいらっしゃるというところを捉えまして、区民の皆様がより身近に環境を感じてい

ただける「体験」という言葉をキーワードに、新たな要素を取り入れて、今回、予算を提案したところ
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でございます。 

○新妻委員  そうしますと、環境情報活動センターとしながわ環境未来館の関係性なのですが、しな

がわ環境未来館が完成をした暁には、情報活動センターがこの中に吸収されていくというふうに理解を

してよろしいのでしょうか。 

○小林環境課長  今、委員ご指摘のとおりの内容でございまして、内容につきましては、戸越公園に

できる施設で包括でき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、２８５ページの事業承継設備投資支援について、中小企業への設備投資助成

を伺いたいと思います。 

 製造業や小売、飲食店など、個人事業主にとって、事業を始めたい、また売上確保へ事業を拡大した

い、店舗をリフォームしたいと思うときに、設備投資への資金繰りに高いハードルがあります。今回は、

事業承継を対象に設備投資への一部助成が盛り込まれたことは大きな前進だと思っております。これま

では、融資を中心に支援を進めてきましたが、融資から助成に踏み切ったことはとても大事です。助成

制度へと発展させたその趣旨を伺いたいと思います。 

○山崎商業・ものづくり課長  品川区では、ソフト支援としまして事業承継の関係につきましては、

平成２８年度から対応してございます。そういう中でいろいろご相談に乗りましたり、そういったこと

を通じまして、ご要望としましては、例えば印刷の関係の会社でしたら印刷機でありますとか、製造業

でありましたらそうした製造にかかる設備が更新されると、家族内で息子に譲れるのだけれどもなとい

うような声をよく耳にしました。それから一方で、ご商売をやっているお店も、いろいろ生鮮三品の肉

屋などは、業務用の冷凍庫などは非常に高額でございまして、先ほどと同様な趣旨の相談をいただきま

した。 

 そういうことで、今回、設備投資ということで、一定機械の更新に合わせて補助をするというスキー

ムを考えてやってみようというようなことでございます。 

○中塚委員  オーナーが家族内であったり、代わるときに、これを機に、新しい社長といいますか、

オーナーになったときは、販売方法を変えたり、工夫をしてみたり、販路を拡大したり、新しいことに

チャレンジをしたいと、そういうオーナーを応援することはとても求められていると思います。対象と

なる設備投資ですけれども、大型冷蔵庫等の業務用機器の取替えを行う商店等と説明がありましたが、

こうした大きな冷蔵庫の取替えとあわせて行う店舗のリフォーム代について、内装や外装、配管や電気

工事なども助成対象にしていただきたいと思うのですけれども、この点いかがでしょうか。 

 また、これらの仕事を地元中小企業への仕事確保へと誘導する仕組みを進めていただきたいと思いま

すけれども、いかがでしょうか。 

○山崎商業・ものづくり課長  事業承継の設備投資の対象としましては、委員例示をいただきました

例えば商店街の個店の業務用の大型冷蔵庫などが対象になります。ただ、例えば商店街の中で一般的な

物販の小売業の方々につきましては、直接的な設備という意味ではありませんけれども、小売業の場合

は店舗そのものが設備だろうというような考えに基づきまして、例えばディスプレー用の飾る棚のよう

なものなど、一定そうしたものも含めて今回対象にしようということで考えているところでございます。 

 それから、そうした仕事、販路拡大の部分につきましては、そうした設備投資を行うことで生産性を

上げる、それから商店街の個店の方はご商売繁盛に向けて資するものということで、他の諸々の施策と

今回のことを重ね合わせて仕事を増やす、販路を拡大する活力に結びつけるというようなことで考えて
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取り組んでまいりたいと思っているところでございます。 

○中塚委員  私が伺ったのは、冷蔵庫の設備を入れるときに、同時に行う配管や電気の工事、ここも

助成対象に入れてほしいということなのでお答えいただきたいと思います。 

 そして、この仕事を品川区内の地元の仕事確保へと誘導する仕組みをつくっていただきたいと思いま

すが、いかがでしょうか。 

○山崎商業・ものづくり課長  大変失礼いたしました。そうした機器の購入あるいは納入に伴う作業、

それから今委員が例示された業務につきましては、それぞれの企業あるいは商店街の個店の方が発注を

するというようなことになりますが、区内経済の振興のために、でき得る限り区内事業者の活用などに

つきましては、いろいろ相談に乗らせていただく中で、区としてもそうした方向でご案内といいますか、

お願いなどを含めて啓発などに取り組んでまいりたいというふうに思っております。 

○中塚委員  ちょっとよくわからないのですけれども、つまりは、同時に行う工事も助成対象にして

いただきたい。また、これを品川区内の地元の仕事づくりへとつなげていただきたいと思いますので、

強く要望しておきたいと思います。 

 私は、支援というのであれば、今回のような事業承継とあわせて、新たに起業する方や、また、同じ

オーナーが事業を拡大したいということで設備投資を行う場合であっても、助成対象に加えていただき

たいと思うのですけれども、この点いかがでしょうか。 

 やはり品川区内でご商売をされたい、また、商売を今しているけれども、例えば店舗の内装を変えた

い、同じオーナーが冷蔵庫などを取り替えたい、設備を更新したい、こうしたときにも助成の対象に加

えていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○山崎商業・ものづくり課長  昨年から取り組んでおります事業承継事業の狙いといいますか、目的

は企業のほう、あるいは個店の商売をなされている方々もそうですけれども、商売はうまくいって黒字

といいますか、経営はうまくいっているのですが、いろいろ理由があって、いわゆる廃業というような、

倒産ではなくて廃業として店を閉めるというような状況が非常に多い状況でございます。倒産も廃業を

防ぐことも、いずれにしても品川のそれぞれのエリアの町の活力を保つ１つの要素というようなことで、

そこに区としては支援をしていこうというようなことがまずございました。そういうことで、ソフトの

支援から始めて、今回はハードもちょっと考えて充実をさせようということで始めたものでございます

ので、委員提案の新たに店舗を構えるというようなところの設備の投資という範囲では、現時点ではそ

こまで考えていないというようなことでございます。 

○中塚委員  事業承継そのものはとても大事だと思います。ここに設備費への一部助成が始まったこ

とを歓迎したいと思います。ならば、品川の商店や中小企業の魅力を増やしていく、地域の経済を活性

化していく、そのためにも新たに起業したい方、そして今現在仕事をされている方へも同じように設備

費への一部助成を実施すべきだと思いますが、なぜできないのか、この点を伺いたいと思います。 

 また、以前にも伺いましたが、品川の空き店舗情報を商店街や不動産屋などの協力も得て、情報を集

めて提供し、新規の創業へとつなげていく、こうした新たな空き店舗活用の事業もぜひ検討していただ

きたいと思いますが、いかがでしょうか。いずれにしても、品川の商店街や町工場の魅力アップにつな

がっていくと思いますので、ご検討いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○山崎商業・ものづくり課長  新たに起業する方の支援につきましては、こうした設備投資という観

点では今回はそこまでということでございまして、起業支援につきましては、今までも融資を通じまし

たり、あるいは、さまざまな起業支援メニューの中で、これから品川区内でしっかり事業を行っていく
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方の支援メニューは多々ございますので、そちらで対応してまいりたいというふうに考えております。 

 それから空き店舗の情報につきましては、宅建品川区支部のホームページなどを活用する形で、一部、

品川区のそうした空き店舗あるいは事務所も含めまして対応させていただいている状況でございます。 

○中塚委員  融資から一部助成に広がったことは歓迎します。ぜひ対象を広げていただいて、事業者

が使いやすいようにしていただきたいと思います。 

○大沢委員長  次は、石田しんご委員ですけれども、次に進みます。 

 次に、藤原委員。 

○藤原委員  ２８７ページ、ものづくりの関係から、販路拡大支援なのですけれども、品川区は、区

内中小企業に対してさまざまなメニューで支援してこられました。中でも海外での支援にもここ何年か

力を入れられてきたと思うのですけれども、タイから始まってベトナムと拡大してきましたが、まず、

タイとベトナム、それぞれの成果を教えてください。また、そのほかの国もあれば、それぞれの事業の

これまでの成果、具体的な成果をお伺いしたいのと、今後の展望についてお伺いします。 

 それと、２８９ページ、次は商店街なのですけれども、こちらもプレミアム付商品券、街路灯の整備、

イベント助成など、抱負なメニューで支援をしてこられました。その成果として、区内の商店街の売上

は上がっているのか。そして、戸越銀座商店街などはよくテレビで取り上げられていますが、個々の商

店街、そして区内商店街全体の売上の動向をお伺いします。そして、それを踏まえて、今後の支援施策

の展望をお伺いします。 

○山崎商業・ものづくり課長  海外の関係でございます。タイは、平成２４年度から５年間、タイの

バンコク市内で行われております世界規模のＭＥＴＡＬＥＸという展示会に区内企業の出展を支援をさ

せていただいているところでございます。出展は、概ね五、六事業者と一緒にというようなことで、区

の職員も現地で一緒にＰＲ活動をしたというようなことでございます。 

 それと、タイにつきましては、そうした展示会のＰＲに加えまして、バンコクにサポートセンターと

いうものを持ちまして、品川ビジネスクラブと連携のもと、サポートセンターを活動拠点、あるいはタ

イの現地の調査拠点にしていただいてというようなことを通じまして、実際にそのサポートセンターを

活用して、現在、あちらで元気に２社が操業しているというような状況がございます。 

 それから、ちょっと話が戻りますけれども、ＭＥＴＡＬＥＸのほうでも、日本に戻ってきてから、そ

の展示会を通じた商取引が幾つか成立するなど、そういった成果を見せているところでございます。 

 一方で、ベトナムのほうなのですけれども、チャイナプラスワンとしてベトナム調査団として、平

成２５年に一度調査に行きました。これは私も直接行っておりますので、よくいろいろ見てきました。

ベトナムのホーチミンでございましたけれども、これから今、非常に市場が拡大して、さまざま、例え

ば国内の品川区内の中小企業の方々の貿易相手といいますか、投資先としてすごく魅力がある部分と、

それから、非常に労働力がお若いですので、そうした意味も踏まえて、魅力的なところがたくさんある

というふうに思った反面、まだまだ商習慣といいますか、そこのところでいろいろ企業が出店する際の

許認可ですとか、いろいろな手続を考えると、なかなか１つの企業がベトナムで起業していくのは非常

にやっかいな手続といいますか、そういうハードルが高い部分があります。そうしたことで、例えば団

体で品川区のブースといいますか、そういったもので進出を支援するような形でないと、ちょっと無理

かなということで、今は検討の中の１つということで、そういう状況でございます。 

 それから、商店街のほうでございます。経済センサスの商店街の売上の部分の数字でございますけれ

ども、トレンドとしますと、七、八年前から比較すると、一度落ちたのですが、今は少し上がっている
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という上向きの状態でございます。 

 商店街は個々特徴がありますので、例えば例に出していただいた戸越銀座商店街につきましては、３

商店街が連携しながら１つの一体的な商店街づくりに取り組んでいる関係で、地元の方々のインフラ機

能にプラスアルファしまして、来街者の方々もかなり多くなっているというようなところでございます

ので、そうした意味では、個々の個店の売上も上昇しているのではないかというふうに見ています。 

 ただ一方で、１００ある商店街の中には、いろいろなお悩み、特性がございまして、全て増加傾向で

課題なし、問題なしというようなことでもございませんので、今後、品川区としましては、そうしたに

ぎわいの創出の部分に力を入れるとともに、例えば小規模商店街の組織力が弱いというような会長など

の要望も切実なところも一方でございますので、そうした両面を重ね合わせて行政の商店街支援として

のメニューを、時代に合わせ、ニーズに合わせ、取り組んでまいるというような考えでございます。 

○藤原委員  ２つの事業、私は支援していただきたいと思っているのですけれども、やはり投資対効

果で税金を投入しているわけですから、具体的にもう少し成果、数字も出していただけるようにもして

いくべきだと思うので、その辺をよろしくお願いします。 

 次は、公衆浴場、２６１ページですけれども、これ、支援調査という形で出ているのですけれども、

私は、個人的なことかもしれませんが、職員の方は、その辺の現状はわかっていると思うのです。なの

に、急にここで委託調査という形で予算が出てきて、そうすると、今まで何を聞いていたのですか、し

ていたのですかという思いが出てしまうのですけれども、その辺についてはいかがでしょうか。 

 それと、２７３ページのそ族昆虫防除なのですけれども、今まで蜂の種類で駆除するかしないか決め

ていたと思うのですけれども、一般の区民の方が、これは何蜂だ、あれは何蜂だとわからないと思うの

です。蜂は蜂なので、種類がわからないと思うのですけれども、やはり蜂は怖いというイメージがあり

ますので、巣を見つけたときは、その辺に対して駆除の助成をしていただきたいと思うのですが、その

辺についてはいかがでしょうか。 

 それと、２６１ページの保健衛生助成金なのですけれども、約７,０００万円からの事業で、説明は

たった１行なのです。どういう団体に向けたものなのか、どういう項目、名目なのか、書きようがある

と思うのですが、ちょっとこの表記は雑過ぎないかと思うのですけれども。ちなみに、平成２９年度は

内訳が書かれていたので、その辺のことを説明してください。 

○川島健康課長  公衆浴場の調査委託のお問い合わせでございます。こちらは、いろいろと状況につ

いては、公衆浴場の関係の方、それから浴場組合の方からお話を聞いて、外から見てわかるデータは

我々も把握はしていたところですけれども、実際に経営状況がどうなっているのか、それから、どうい

うことに困っているのか、どんなことが悩ましいのか、それから、集客率がどうなっているのかという

部分、細かな分析は私どもでは持ち合わせていなかったものですので、今回、約４００万円ほど予算を

計上させていただきまして、商業・ものづくり課のほうに執行委任しまして、町でいろいろと汗を流し

ていただいているタウンマネジャーがいらっしゃるのですけれども、そちらに実際に現状を、まず現状

把握からということで調査をしていただきまして、これから先の本業における収益が上がるようにする。

まず銭湯の収益が上がって、それで儲かるようにしていただきたい。それから、何かイベントをやって

活性化に寄与するようなもの。あわせて商店街の活性化にもつながればいいなというふうに考えて、こ

の事業を計上させていただいたものでございます。 

○井浦生活衛生課長  蜂の巣の撤去事業についてのお尋ねでございます。これまで区では、極めて危

険性が高いということで、スズメバチのみの撤去ということで実施しているところでございます。委員
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ご指摘のように、なかなか一般の方にはどういう蜂の種類なのかわかりづらいというところもございま

す。蜂の巣の形をいろいろお尋ねしながら、蜂の種類を特定しながら実施していたというところが実情

でございますので、来年度につきましては、他の蜂、特にアシナガバチ等についても事業を拡大してい

こうというふうに考えているところでございます。 

○川島健康課長  保健衛生助成金の金額のまとまり、これは医師会、薬剤師会、歯科医師会、それか

ら公衆浴場組合への助成になっております。 

○秋山財政課長  今回、予算書の表記につきましては、新しく新公会計制度を導入するに当たり、か

なり事業の統合、それから改廃をしております。なるべく見やすいようにということで、事業をいろい

ろなところにばらけているものを一緒にしたり、それから、まとめたりということで今回しております。

その中で各種助成金、平成２９年度は各種助成金という形で各項目を出させていただいたのですが、そ

れを保健衛生助成金ということで１つにまとめたというのが事実でございまして、この辺は今回、予算

書の中身を見直すというのは、ここ何年もずっとやってきておりませんので、わかりやすいように見直

してはいるのですけれども、大きくは見直しておりませんので、今回こういう形にさせていただいたと

いうことで、わかりやすくということであれば、来年からは少し検討させていただきたいというふうに

思います。 

○藤原委員  財政課長、今回の予算書を見せていただいて、いろいろ何課とか出ているではないです

か。すごくいい意味で見やすいというか、わかりやすいです。こういうふうに一緒くたにまとめてしま

うと、せっかくいろいろ内容がこの予算書でわかる中で、わからなくしていってはあまりよくないと思

うので、やはりそこは一緒くたにしないで、元に戻していただきたいと思うので、わかりやすく今後も

よろしくお願いいたします。 

 それと、２６７ページの母子保健ですが、妊娠期から相談事業と、そのもとで産後ケア事業ですが、

これはいわゆるネウボラ施策の一環だと私は思っているのですけれども、ほかにもあるかもしれません

が、なぜネウボラという表記をしないのか。 

 ちなみに、平成２９年度は、この２つの事業で、出産・子育て応援事業と括られていましたが、そう

いうものはまだわかるのですけれども、今回の表記の仕方は全く埋没してしまっていると思うのですが、

その辺についてはいかがですか。 

 それと、２７１ページ、食品衛生なのですけれども、平成２９年度に比べて予算額が倍増しています。

聞くところによると、法改正があったということですが、簡単に、制度がどう変わったか、区民の方に

どのような影響があるのか、また、効果は何でしょうか。 

○鷹箸品川保健センター所長  まず、ネウボラ事業に含まれているさまざまな事業、母子保健施策の

中に、予算書の中では確かにあちこちに埋没というのでしょうか、別々に記載されているところでござ

います。 

 初めにお尋ねがありました妊娠期からの相談事業でございますが、これはネウボラネットワークの入

口として一番重要な、妊娠されたお母様方、全妊婦を対象とした保健センターにおける面接事業になり

ます。この事業につきましては、来年度、レベルアップを考えておりまして、これまで３保健センター

でのみ面接をさせていただいたところを、区役所でも面接可能な状況を整えるということでレベルアッ

プを予定してございます。 

 また、産後ケア事業でございますが、これもネウボラネットワークの中で産後のお母様の非常に不安

な状況に対応しようということで組み立てているものでございますが、来年度につきましては、これま
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での宿泊型、日帰り型に加えまして、お母様方からの要望が非常に強いご自宅に訪問しての訪問型、主

として乳房ケアですとか、初めての出産でおっぱいに関しての不安を抱える方が多いものですから、乳

房ケアなどを中心とした訪問型を始める予定にしてございます。 

○井浦生活衛生課長  食品衛生法の改正についてのお尋ねでございます。このたび、１５年ぶりの大

改正ということで、現在、国が用意をしているところでございます。内容としましては、品質管理、製

造管理等のプロセスについて国際標準がございまして、日本についてはまだそれにのっとっていなかっ

たというところがございますので、そのような形で食品をお客さんに出すまでのプロセスが改善される

改正がメインでございます。 

 この効果といいますか、区民の皆様への影響でございますが、当然、管理が強化されますので、食中

毒ですとか、あるいは異物混入の恐れが軽減されて、食の安全が守られてくるのではないかというふう

に考えているところでございます。 

○藤原委員  次に、２６１ページの職員給与費ですけれども、保健所と保健センターで保健師がい

らっしゃると思うのですが、保健師の活動について、具体的にどのような仕事をしているか教えてくだ

さい。 

 それと、２６９ページのこころの健康づくり事業ですけれども、計画が策定されて、大変これは重要

だと思うのですけれども、作業が大変になると思うのですが、庁内連携のとり方はどうしていくのか教

えてください。 

 それと、メンタルチームサポート事業はどのようなことをするのか、狙いは何なのか教えてください。 

 大井保健センターでやっている青年期ひきこもり家族支援の状況と今後の方針を教えてください。 

○鷹箸品川保健センター所長  保健所、保健センターで勤務をする保健師の業務についてでございま

す。保健センターでは、地区担当ごとに住民に対して保健師の担当を決めておりまして、生まれてから

亡くなるまで全ての年齢期にわたりまして、さまざまな個別支援を行っております。それが保健師の業

務になります。 

○榎本荏原保健センター所長  こころの健康づくりの連携のあり方ということですが、今までも福祉

分野の方、それから医療の病院の方など、さまざまな方々と私たちが関わっている精神のご病気の方な

どの支援のあり方ということで連携をとってきているところです。今回、このメンタルチームサポート

事業の狙いも、そこに少し関係しているところがあるのですけれども、今までの関わっている方の中で

も特に病気が重い方とか、家族の力が弱い方などについて、支援の体制、チームで支援をしていくとい

う体制をより強くつくっていくということで、専門非常勤の配置も考えておりまして、そういった中で、

法改正もあるのですけれども、そういったことも鑑みて、いち早く進めているところでございます。 

○間部大井保健センター所長  青年期のひきこもり家族支援につきましては、平成１６年度より実施

をしております。事業の目的としましては、長期化する青年期のひきこもりにお困りのご家族のために

知識の普及と対応能力の向上を目的としているものでございます。 

 参加人数ですが、平成２８年度は２１名、平成２９年度は今までのところ１９名という状況です。 

 ひきこもりにつきましては、やはり社会的な要因のほか精神疾患や発達障害などさまざまな要因が絡

んでおりますので、今後とも関係する他機関と共同して、一人でも解決に導くような適切な対応を心が

けていきたいと思っております。 

○藤原委員  大井保健センター所長、やはり人生は、生きていくと、いろいろな意味において、まさ

かということがあると思うのです。私は、その辺のことにおいて、保健センターの役割がものすごく大
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事だと思うのですけれども、 後にその辺はいかがでしょうか。 

○間部大井保健センター所長  人生山あり谷あり、まさかもあるのですけれども、そのときそのとき

前向きに生活できるように頑張って生きていければと思ってございます。 

○大沢委員長  次に、吉田ゆみこ委員。 

○吉田委員  私からは、４款２項環境費１目環境対策費から、２７３ページの環境保全事業

と、２７５ページの環境啓発・推進事業、２８７ページ、５款１項産業経済費から、産学連携推進事

業、２９１ページ、消費者啓発費、見守りネットワーク構築に向けた事業について伺います。 

 初に、環境保全事業です。環境３計画が改定ということで去年の予算に計上されておりましたが、

改定につきまして、方向性はこれまでと同じように考えているというふうにあらかじめ伺いました。再

生可能エネルギー推進の方向も変わらないという点で理解してよろしいでしょうか。ぜひ変わらないで

いてほしいと思っているのですけれども、予算書にあらわれているのは、太陽光発電システム設置助成

ですが、それは区民のいろいろな施設に太陽光発電システムを設置するということだと思うのですが、

区の施設についての再生可能エネルギーの導入については、どのようにお考えか伺いたいと思います。 

 もちろんそれぞれの区の施設に太陽光パネルをつけるとか、そういうことが進むといいなと思ってい

るのですが、そのほかに、例えば世田谷区では、４１の区立保育園、これ、全園ではないそうですが、

長野県企業局が運営する水力発電ダムの維持放流水というのがあるそうです。ダムの中の水の流れを絶

やさないために、常に流している水があるそうなのですが、その水を使った電力、小水力発電になるの

だと思います。丸紅とみんな電力の合弁会社を通じて購入をしています。みんな電力というのは、発電

事業者と電力消費者の顔の見える電力の購入をマッチングする販売方法をとっておりまして、その仕組

みを使うことで、自然エネルギー由来の電力を購入しているシステムです。世田谷区の場合、２０１７

年５月契約で、１０月までの半年の購入電力量が９２万４,１６９ｋＷｈ、購入単価は２８.７３円だそ

うです。その前年の２０１６年の同時期の東電からの購入単価は３０.７６円だったということで、結

局、２０１７年は２０１６年に比べて半年で電気料金が１６８万円削減されたということです。一方、

長野県のほうにもメリットがありまして、長野県は水力発電ダム本体の発電を中部電力に長期契約で

売っていますが、今回新たに設置した放流水による発電分を売電した結果、中部電力より高い単価で売

れたということです。両方にとってメリットがあると思うのですが、こういう形での再生可能エネル

ギーの導入はお考えかどうか伺いたいと思います。 

○小林環境課長  再生可能エネルギーのご質問でございます。まず１点目、区民向け、あるいは事業

者向けというところでございますが、引き続き現在も助成制度を続けているところでございまして、ま

た３計画の改定に伴いまして、それについても継続して来年度も予算の要求をしているところでござい

ます。再生可能エネルギー、ＣＯ２削減には非常に効果的だというふうに我々も捉えておりますので、

継続して推進を進めていきたいというふうに考えているところでございます。 

 ２点目の区有施設というところでございますが、区有施設につきましても、その立地条件、敷地条件

に合わせて設置を進めているところでございます。昨年度末の状況でございますが、３３施設で設置が

進んでおりまして、今年度につきましても１施設増え、今年度末に３４施設になる予定でございます。

今後も工事主管課等と連携を図りながら、設置のことについては鋭意進めてまいりたいというところで

ございます。 

 それから委員からお話がありました世田谷区の事例等々でございますが、品川区というか、東京都全

体の中でも、特に東京都が来年度以降、宮城県内の発電事業者から、例えばバイオマス発電とか、太陽
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光発電による電力を都や区市町村の施設に供給するということを来年度以降始めると聞いているところ

でございます。今後、それぞれのノウハウも都内の市区町村と共有するというところでございますので、

それらの詳細につきましては、東京都からは今年の秋以降に示されるというふうに聞いているところで

ございますが、区としてもどのようなことができるか、そういった情報を得ながら研究は進めてまいり

たいと考えているところでございます。 

○大沢委員長  あともう１つ、長野県の取組みに関するご感想ということで質問があったように思い

ますけれども、そこの点はいかがでしょうか。 

○小林環境課長  答弁漏れ、失礼いたしました。長野県の水力発電の活用でございますが、いろいろ

再生可能エネルギーの活用の方法については、やり方があろうかと思います。区内につきましても、例

えば小学校におきましては、発電時の温室効果ガスの少ない再生可能エネルギーを積極的に導入した事

業者から電力を購入していることがございまして、また来年度につきましても校数を増やすというとこ

ろでございます。さまざまな区、やり方があろうかと思いますが、その中で区の中で一番効率的な方法

については検討を進めていきたいと考えております。 

○吉田委員  品川区の中でも再生可能エネルギーの発電が進むといいなというのは、それは本当にそ

う思うのですけれども、やはり都会という条件で言うとなかなか難しいところもあるかなと思います。

その点で言うと、ほかの再生可能エネルギーを地域の資源を使って発電している自治体との連携は、今

後の方向性としてはぜひ進めていっていただきたいと思います。 

 長野県の例を取り上げたのは、これは両方でＷｉｎ－Ｗｉｎの関係なのです。なので、ぜひそういう

再生可能エネルギーを生み出している地域にとってもメリットのあるような契約関係、両方にメリット

のあるような契約関係を築いていっていただきたいと思います。 

 次に行きます。もう１つは、環境啓発事業についてなのですけれども、ＰＣＢの処理についての啓発

について伺いたいと思います。高濃度ＰＣＢの処理について、全国に５カ所ある処理施設の受入れ期限

の 終が２０２２年になっています。まだ先があるなというふうに思えるのですが、一番期限が差し

迫っているのは北九州の施設で、今年の３月３１日、もうすぐ期限です。九州ではテレビの公共広告の

ような形で処理を促しているということを聞きました。品川区では、昨年の予算・決算で、区として保

管していたＰＣＢの廃棄物を 終処理施設に送るという経費が計上されていまして、品川区として保管

していたものの処理は済んだというふうに伺いました。しかし、区内にはまだＰＣＢが使われている変

圧器やコンデンサが存在するのではないかというふうに思います。処理期限についての啓発や広報はさ

れているのか伺います。 

 事務事業概要を見ましたら、環境指導相談事業というのが載っておりまして、それに当たるのかなと

いうふうに思ったのですが、ＰＣＢが直接そこに書かれていなかったのです。この中にＰＣＢが含まれ

ているのかということを確認したいと思います。 

 基本的には、ＰＣＢの掘り起こしは、都道府県というふうにされておりまして、なので、東京都で言

えば、直接の責任は都にあるのかと思いますが、やはり都だけで全体を掘り起こすというのは難しいと

思うので、区民に身近な自治体としての啓発活動が必要と考えますが、いかがでしょうか。 

○小林環境課長  高濃度ＰＣＢの処理に関するご質問でございます。委員ご指摘のとおり、これらの

所管につきましては、確かに東京都でございまして、また、それらの保管の状況、あるいは廃棄の状況

等々については、東京都で情報は一元化しているところでございます。ただ一方、お話がありましたよ

うに、確かに期限が迫っているところでございまして、東京都のエリアで処分については、あとおよ
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そ１,５００日の間に処分しなければいけないということが決まっているところでございます。 

 環境課といたしましては、区民の皆様の声等々でお電話等の問い合わせがあった場合には、それに対

しての情報提供を現在行っているところでございまして、特にこれを特筆した冊子をつくっている、パ

ンフレットをつくっているところではございませんが、東京都からいただいた資料等々を用いながら、

啓発を継続的に進めているところでございます。 

○吉田委員  ＰＣＢは１９７２年に製造禁止になりました。それまでに国内で製造されたＰＣＢは５

万トンだそうです。それに対して２０１７年３月までにＪＥＳＣＯ、専門に処理しているところですが、

そこで処理されたのは１万２,０００トンだそうです。まだまだ処理されたものより残っているものの

ほうが多いということが推察されます。 

 それから不法に投棄されたり、もしくは知らないまま埋め立てられてしまったものもあるのではない

かというのが一般的な推察のようです。２０２７年には、低濃度ＰＣＢの処理期限が来ております。一

方で、 終処理施設は、もう既に一度期限が延長されており、その際、国は、これは本当に迷惑施設と

いうか、そういうことなので、受入れ自治体に対して再延長はしないというふうに約束しているそうで

す。期限後も残ってしまったＰＣＢは、もう処理ができなくなってしまうということです。不法投棄さ

れたり、廃棄物がそのまま放置されて、劣化によってダイオキシンが大気中に放出される可能性もあり

ます。また、中小の事業者にとっては、ＰＣＢが使われているかどうかの判断もなかなか難しいのでは

ないかと思います。また、補助金は出るのですけれども、一定の費用負担はあります。早くから認識し

ていないと、対応が難しいのではないか。相談して申し出たら、どうしても自分たちの負担が発生しま

すので、相当丁寧に掘り起こさないと難しいのではないか。本当に判断がつかない、これが使われてい

るか使われていないか、昔の施設を買って使っていたりする事業は、本当にそれがわからなかったりす

るケースがたくさんあるそうです。都の責任なのですけれども、これが不法投棄されたりしたときに影

響を受けるのはやはり地域の人たちなので、区としてもぜひ強い取組みが必要と考えますが、いかがで

しょうか。 

○小林環境課長  ＰＣＢが使用されていたかどうかの判断という観点でございますが、その機器の品

番とか、つくられた年代等々によって、比較的それにＰＣＢが含有されているかどうかについては判断

されるものというふうに聞いているところでございます。確かに委員ご指摘のとおり、不法投棄された

場合等々を考えますと、そういった懸念もありますが、区といたしましては、引き続き東京都と情報を

共有しながら、問い合わせがあった場合につきまして、引き続き啓発あるいは周知を行ってまいりたい

というふうに考えてございます。 

○吉田委員  処理の期限が来てしまうと、その後の処理ができないということを考えると、ぜひきめ

細やかな掘り起こしと対応への支援をよろしくお願いします。 

 それから次は、２８７ページの産学連携推進事業についてです。モンゴルの学生６人を品川区で受け

入れて、区内製造業３社で約１カ月間のインターンシップを実施ということが新規事業としてプレス発

表されていました。この２８７ページに計上されているものがそれに当たるのだと思うのですけれども、

事項別説明資料の１１６ページには、科学技術交流事業のインターンシップ助成というふうに掲載され

ています。それによると、１カ月のインターンシップのうち５日分を費用として出すというふうに読み

取れるのですが、予算立ての意味を教えていただきたいと思います。インターンシップ受入れの事業者

は、既に決まっているのか、どのように決めるのか、もしくは決められたのか教えてください。 

○山崎商業・ものづくり課長  モンゴル高専の学生との交流事業につきましては、本年度から開始し
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てございます。基本的には、本年度、短期で高専の学生を品川区にお招きしまして、区の紹介、それか

ら区の中小企業の取組みなどを短期という形で、１０日間あまりでございましたけれども、こちらを実

施させていただく予算というようなことがメインでございます。 

 それから、１カ月のインターンシップにつきましては、今、その企業を募集なりをするような前段階

で準備はしてございますが、例えば中小企業の中では、寮を完備したり、そうした宿泊の施設がある企

業がかなりございます。そうしたフィールドをお使いして１カ月間の中長期のインターンシップという

ような二階建ての構想で考えているというようなことでございますので、明確に予算書上、表記がされ

ているものと、そうした関係があって事項別のほうの記載というようなことかと思っております。 

○吉田委員  では、まだこれから事業者が決まっていくというように理解してよろしいのでしょうか。 

 それで、モンゴル高専との交流事業ということですけれども、その前のいろいろなプレス発表などを

見ると、モンゴルが日本の高専制度を取り入れたというふうに書かれていて、それがきっかけだという

ふうに理解できたのですが、品川区と交流するようになったきっかけを、わかったら教えてください。 

 それで、その下の産学連携開発支援事業も２０１７年度の新規事業で、新年度、１００万円増額と

なっています。事項別説明資料を見ると、助成金のようですが、事業実施の評価と、どういう点を評価

しての増額か教えてください。 

○山崎商業・ものづくり課長  大変失礼しました。受入企業は、今、予定ということでございますけ

れども、４社、候補が一応決まっておりまして、細かい詰めをさせていただいているような状況という

ことでございます。 

 それから、交流のきっかけにつきましては、モンゴルの国で高専の品川キャンパスのＯＢの方が母国

に帰られたというようないきさつがあって、日本式の高専をつくろうというようなことになりました。

それで、私どもの商工相談員の方、こちら産学連携でＯＢの方を区の非常勤職員としてお招きしていた

方が、この間、２年間、モンゴルに設立のために行かれていろいろ寄与をしたというような関係がござ

います。それが直接的な本事業のきっかけというようなことでございます。 

 それから、産学連携の開発助成につきましては、今のモンゴルのプロジェクトとは直接は関係がござ

いませんで、こちらは一般に、現在、施策開発のパートナーとして、さまざまな大学などと連携して事

業を進めているような中小企業に対してご支援するということで、今年度予定の５社を、来年度も引き

続き、こうした産学連携の交流を促進というような意味合いの助成事業の構成ということになっている

ものでございます。 

○吉田委員  では、昨年の事業、増額になっているので、少し助成対象等を増やすという意味かと

思ったのですけれども、基本的には継続というふうに理解していいのでしょうかということ、あともう

時間がないので、消費者啓発費、見守りネットワーク構築で、これも事項別説明資料を見ると、人材育

成に向けた連続講座１０回と、大規模講演会が計上されています。高齢者を特殊詐欺から守るという趣

旨の事業と聞いたのですが、具体的にはどんな見守りをイメージしての事業か。連続講座では、どのよ

うな内容で、どういう講師で実施するイメージか、時間の許す限りでお答えください。 

○山崎商業・ものづくり課長  先ほどの産学連携の部分につきましては、事業自体は継続をして、５

件充実をさせていただくということで予算の充実をさせていただいて計上したということでございます。 

 それから、見守りネットワークのほうは、既に福祉部門で見守りのネットワークが構築されまして、

品川区では全地区に支え愛・ほっとステーションがオープンしてございます。こうした福祉系の機能に

加えて、高齢者の消費者被害を防止する機能を連携しながら取り組んでいこうというような狙いでござ
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います。消費者センターにおきましては、今年の予算では、いろいろな啓発のガイドブックを作成して

というような内容で構成させていただいているところでございます。 

○大沢委員長  次に、横山委員。 

○横山委員  私からは、２６９ページ、こころの健康づくり事業と、２９１ページの消費者啓発費に

ついてをお伺いいたします。 

 １点目は、こころの健康づくり事業についてをお伺いいたします。 

 まずはメンタルチームサポート事業について、精神保健福祉法の改正を鑑みてということなのですけ

れども、ご本人や家族との丁寧なコミュニケーションによって、支援がご本人とご家族にとって、どの

ようにプラスに作用するのかということを明確にしていただきながら進めていただくとともに、事例検

討をしっかりと行って、よりよい支援方法の構築をしていただくということをまず 初に要望させてい

ただきたいと思います。 

 相模原障害者施設殺傷事件が思い出されるのですけれども、差別や偏見のないあらゆる人が共生でき

るインクルーシブな社会を目指すことが重要です。メンタルチームサポート事業の目的、目指す姿と支

援全体の流れ、また想定する期間、個別の案件にもよるかと思うのですけれども、教えてください。 

○榎本荏原保健センター所長  メンタルチームサポート事業でございます。目的ですけれども、委員

よりお話がありましたように、相模原の障害者の殺傷事件を契機といたしまして、法改正の準備がされ

ているところでございます。主に措置入院など、ご本人の同意がなく入院される方々の退院後の支援の

ところのサポート、支援体制を構築していくというところが法改正では地域の中心になっております。 

 今回、品川区のメンタルチームサポート事業ということですけれども、精神疾患がある方々で、現状

治療に結びついていない方、もしくは非常に病状が不安定で、退院後も支援が必要な方でありますとか

について、医療が継続できるための支援、もしくは退院後、病状が安定して安心して暮らせるような支

援を専門職のチームで継続的に支援を考えている事業でございます。 

 目指す姿ということですが、チーム支援ということで、今までも保健センターの保健師を中心にしな

がら、今お伝えしたような家族がいないということで、もしくは力が弱いということで支援が必要な方

や、病状が重い方の支援はやってきているところでございますけれども、一層手厚く支援体制を敷いて

いくことで、再発の防止というところも心がけ、ご本人もより安心して安定した生活が続けていかれる

というところを目指しているところでございます。 

○横山委員  措置入院の方の入院中の訪問、面接なども行うということなのですけれども、場所が東

京都内とは限らず、アクセスの悪いケースもあるかと思います。専門非常勤の方は、精神保健福祉士な

どの資格をお持ちの方と理解してよろしいでしょうか。その方々が何度も通うとなると、大変ハードな

お仕事になるのではないかと思うのですけれども、困難な状況の中でも医療機関などの関係機関と連携

をスムーズに行っていただいて、退院が遅れるなどのご本人やご家族への負担がないように進めていた

だきたいと思いますが、その専門非常勤の方と、普段の保健師ですとか、チーム全体の支援していくサ

ポート体制についても、もうちょっと詳しくお願いいたします。 

○榎本荏原保健センター所長  チームサポートのもう少し具体的なところでございます。 

 先ほど、期間のところで少し答弁漏れがあったかと思いますが、このメンタルチームサポート事業で、

濃厚な手厚い支援をしていくサポート体制に乗せる方について、選択をして事業の中に関わっていくわ

けですが、約半年ぐらいを目安にして見ておきまして、その後、更新ということで、引き続き継続した

ほうがいい場合は、更新して支援体制を手厚くしていく予定です。 
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 チームサポートですけれども、専門非常勤につきましては、精神保健福祉士を中心にしまして、あと、

心理職なども想定に入れて、精神科疾患の方々に関わりがあったり、病院や福祉の施設などで就労経験

があるなど、かなり専門的な技術をお持ちの方を専門非常勤として入っていただきまして、保健師とと

もに、今までも支援しているのですが、どうしてもいろいろな事情で行き届かないところをより手厚く

やって、見守りも含めて体制を敷いていくというような状況になっております。 

○横山委員  支援が必要な方に対しまして、支援の対象として接するのではなく、対等なパートナー

として語り合ったりですとか、少しでも苦痛や苦しみを取り除いていただいて、症状を改善していくサ

ポートにつなげていただくとともに、支援の終了時には品川区に住んで地域のサポートを受けることが

できてよかったと感じていただけるような事業にさらにしていただきたいということを要望して終わり

ます。 

 ２点目は、消費者啓発費についてをお伺いいたします。成人年齢を二十歳から１８歳に引下げる民法

改正案が準備されておりますが、引き下げが行われた場合、新たに成人となる１８歳、１９歳向けの消

費者教育と制度整備などが必要かと思います。未成年契約の取消権がなくなった場合に、１８歳、１９

歳の消費者被害が増大することが懸念されております。今年の成人式には、振り袖販売レンタル業者

「はれのひ」による若年層への被害が発生し、その後、消費者庁、八王子市、横浜市などによる二次被

害の注意喚起を促す動きも見られました。消費者委員会の「成年年齢引下げ対応検討ワーキング・グ

ループ報告書」におきましては、特に中学校に入った早い段階から成年となることを意識させるような

学びが必要との指摘もあります。公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協

会が、神奈川県の桐蔭学園中学校２年生を対象として、家庭科の授業において実施した学校講師派遣講

座「生きていくにはお金がかかる・ライフプラン」～中学生編～の事例をご紹介します。生徒参加型の

ライフイベントすごろく、またオリジナル寸劇「シャア・カ・イー・ホーケンの王子様」というような

寸劇などで、楽しみながら社会保障制度の知識を深めるという取組みが行われたようです。 

 品川区におきましても、意思決定のスキル、規範的思考力、判断力など、消費者教育において、さら

に育成すべきと考えておりますが、成人年齢の引下げを見据えた消費者教育について、区の啓発活動に

ついて教えてください。 

○山崎商業・ものづくり課長  民法改正による成人年齢の引下げに起因しまして、品川区としまして

も、やはり親の同意のない法律行為の取消しなども年齢が引き下がるということで、こうした層に対し

まして、きっちり啓発の必要性はあるなというふうに思ってございます。 

 具体的な取組みの予定としましては、ずばり高校３年生の世代がターゲットになりますので、こちら

の啓発も強化していこうというようなことで、区内公立・私立学校等に消費者センターの情報誌を送付

させていくなどの基本的な啓発の事業と、それから、先ほど成人式のお話もありましたけれども、新社

会人への啓発の強化、あるいは、もう少し小学校、中学校の世代から消費者教育というようなことで、

こちらのほうは青少年問題協議会、あるいは教育委員会などと連携しながら、こうした方面の取組みの

充実を図っていくというようなことで考えているところでございます。 

○横山委員  ただいま高校３年生、情報誌の配布ですとか、また、中学生からの教育委員会と連携し

ての啓発も強化していただけるということで、ぜひ前もって準備を進めていっていただければと思って

おります。 

 幼児期から小・中・高生、成年、高齢者、それぞれの年代において、大量生産、大量消費、大量廃棄

の経済の波に流されることなく、消費者としての実践力を身につけることができるように、全国に誇れ
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る品川区の消費生活相談員の方々の経験と専門性を生かして、出前講座等の消費者教育を推進していた

だきたいと思います。 

○大沢委員長  次に、つる委員。 

○つる委員  ２７７ページ、もったいないプロジェクト等、２９１ページ、消費者啓発費、２６５

ページ、母子健康診査費、２６１ページ、健康ポイント事業運営委託等について伺っていきたいと思い

ます。 

 まず 初は、もったいないプロジェクト等、消費者啓発費についてですが、子どもたちの大好きなア

ンパンマン、これがテレビで放送開始をされてから今年で３０周年を迎えるそうであります。その生み

の親であるやなせたかしさんの著作を読んで知ったのですが、軍人として戦地での経験を通して、覆ら

ない正義、また本当に信じられる正義とは何か、こうした思索をする中で、それはひもじい人を助ける

という答えを見つけたそうであります。そうした思いから、困っている人には、自分の顔をちぎって食

べさせる心優しいアンパンマンを誕生させることにつながったということであります。暗いところで人

のために懐中電灯などで人の足元を照らしてあげると、自分の足元も明るくなるように、国際都市品川

の区民の皆様が、あくまでも無理なくできる国際貢献として、身近な買い物や消費などを通して、人の

ためにやったことが自分のためにもなっているという動きが広がれば、今、国連が２０３０年の達成を

目指して掲げている国際目標を品川区としても達成できるのではないかという思いから、今日はエシカ

ル消費やフェアトレードの普及啓発に関連してお聞きしたいと思います。 

 エシカル消費は、倫理的・道徳的な消費のことで、人や社会、環境などに配慮したものを選んで買う

ことであります。省エネ製品や被災地復興のための商品、障害者がつくった商品や途上国でつくられた

作物や製品を適正価格で継続的に購入することで、生産者や労働者を支援する貿易の仕組みによるフェ

アトレード製品などの購入が挙げられると思います。 

 フェアトレード製品については、区内にある大手スーパーでも扱われておりますし、ウーマンビジネ

スグランプリで受賞された方も区内でエシカル、フェアトレードのバッグブランドを展開されておられ

ます。今日は、私も無理なく実践しようと、フェアトレードファッションの草分け的ブランドのピープ

ルツリーのものを身につけて質問に臨んでおります。肌着なので見えませんけれども。 

 日本の着物が代々受け継がれていくような、物を大切にすることや、食品ロスなどごみを減らすもっ

たいないの実践も、エシカルな取組みであります。これまで２０１６年の建設委員会等で、食品ロス削

減、それに加えて発展途上国の支援にもつながる「幸せおすそわけプロジェクト」という取組みを繰り

返し提案してまいりました。都内のホテルには、途上国の子どもたちが描いた絵を使用した持ち帰り用

ドギーバッグを採用してもらって、衛生基準をクリアした料理だけが、ホテルのスタッフによって詰め

られて、お持ち帰りいただくというもので、１つ当たり１２円分のお金が途上国の子ども１人の１日分

の給食になるという仕組みでありますが、改めて衛生面の課題を含めて検討いただいていると思います

が、このもったいないプロジェクトへの反映を含めて、現状をお知らせください。 

○小林環境課長  今、委員ご指摘の食品の持ち帰りに関するご質問に対してでございますが、委員ご

指摘のとおり、さまざま衛生面に関する課題等々は引き続きあるかというふうに認識しているところで

ございますが、一方で、昨年度開催しましたエコフェスティバルにおきましては、初めてのことではご

ざいますが、残ったものを持ち帰っていただくというところもお声かけさせていただいて、必要な方に

ついては、ビニール袋ではございますが、お渡しして、捨てることなくお持ち帰りいただくようなこと

をお声かけしたところでございます。 
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 そういったところを含めて、来年度の開催のエコフェスティバルにつきましても、引き続きそのよう

な取組みについて進めてまいりたいというふうに考えているところでございます。 

○つる委員  食品ロス削減と、また途上国支援につながるこうした取組みをぜひ引き続き具体的に検

討いただきたいと思います。 

 また、先日、コロンビア在住の友人と会う機会がありまして、彼は安倍首相が２０１４年にコロンビ

アを訪問されたときも、大統領の首脳会談の通訳を務めた方ですが、コーヒーなどの話になったときに、

今申し上げたフェアトレードやエシカル消費の話になりました。具体的な取組みなど、都会の私にとっ

ても大変よい機会になったわけでありますけれども、そうした中で今、国連、地球的課題の解決のため

に掲げた持続可能な開発目標の達成のために、先進国と途上国を問わず、国内政策として取り組むよう

に求められております。 

 国連無力論など、国連への失望を語る声がある中で、世界の各地でさまざまな困難に苦しんでいる人

がいる限り、国連の使命は失われることはなく、国連以外に日本を含め世界的な課題解決をできる存在

もなく、品川区を含め各国各地域が国連を人道的競争の中心軸として、より力強く支え、より活性化さ

せていく以外にないと私は思っています。 

 その国連が掲げる持続可能な開発目標の１７の目標の中には、つくる責任、使う責任が掲げられてお

ります。若干款をまたぐかもしれませんが、区民の皆様にも、こうした消費を通じて身近に取り組んで

もらえるように、庁舎内の食堂で提供されるコーヒーを、事業者とも相談をいただきながら、フェアト

レード商品などにしてもらう協力依頼をしてはどうかと思いますが、お答えがもしなければ、これは要

望にさせていただきたいと思います。 

 さらに加えて、区内にザンビア大使館があると思いますが、これは本国ではバナナがつくられており

ます。そのバナナは、一度実をつけると、その後、実をつけることはなく切り倒されて、茎は廃棄され

るものであったそうであります。そのオーガニックバナナの茎を原料として、１５００年以上の歴史を

誇る日本の越前和紙の技術を応用してつくられたのがバナナペーパーで、区内にも支店のある企業が

フェアトレード製品として名刺や卒業証書としても販売をされています。現在、区の職員の皆様は、再

生紙を使った名刺をおつくりかと思いますが、この区の職員の名刺にバナナペーパーを使用してはいか

がかと思いますが、いかがでしょうか。 

 総務課長がいらっしゃったのでお答えいただけるかと思ったのですが、款をまたぐので、これも要望

にさせていただいて、別の機会でまた言っていきたいと思います。 

 後に、こうした提案も含めて、要望も含めて、そもそも日本には昔から近江商人が大切にしてきた

商売の鉄則として、売り手よし、買い手よし、そして世間よしの三方よしがあります。この売り手、買

い手が満足して社会貢献ができることが商いの基本としての考えであります。一般社団法人エシカル協

会代表理事の末吉里花さんという方が、この三方よしに、つくり手よし、未来よしの２つを加え、環境

も地球の未来も守れる五方よしとなった状態がエシカルの理想だというふうにもおっしゃっておられま

す。そうした中で、次代につなぐ環境都市品川として、持続可能な社会の実現に向けて、区民が無理な

く取り組めるエシカル消費やフェアトレードについての理解が進むよう、消費者教育として取り組むべ

きと思いますが、いかがでしょうか。 

○小林環境課長  エシカル消費、フェアトレードに関する周知啓発という点でございます。昨日、私

もスーパーへ行きますと、フェアトレードバナナというのがございまして、私も購入したところでござ

います。そういった中で、区民の皆さんでこういったような名前、名称をまだまだご存じない方もい
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らっしゃるのかと、私もその一人なのかなというふうに思っているところでございますが、例えば、今

年度の予算で提案している中の体験型環境学習施設等々で、１つ大きな機能でございます情報発信機能

を設ける予定にしております。そういった中で、そういったような周知啓発がどのようにできるか、そ

ういうところについては可能性を検討してまいりたいというふうに考えているところでございます。 

○つる委員  国際貢献都市品川という新たな視点で、区民が無理なく取り組んでいく、何か仰々しく

やるのではなくて、私たちは日常の消費をしなければ生活できませんから、そうした身近なことを通じ

て、それが地域貢献、社会貢献につながっているのだということであれば、本当に無理なく取り組める    

なのかと思っていますので、そうした啓発をぜひ今後も行っていただきたいと思います。 

 先ほどの要望については、別の場所でまた改めて伺っていきたいと思います。 

 次に行きます。母子健康診査費に関連して、新生児聴覚検査について伺いたいと思いますが、これま

で聴覚障害のお子様を持つお母様からお声をいただきまして、繰り返し新生児聴覚検査の東京都への働

きかけも含めて、公費負担の仕組みづくりについて求めてまいりました。過日、東京都の公明党からの

代表質問に対して、東京都の答弁としては、平成３１年度から全ての区市町村で共通の受診券を活用し

た公費負担を実施できるよう、関係機関との協議や専門家による検討を進めてまいりますと答弁されて

おりまして、２月にも第１回の専門家による協議会も開催されたそうでありますが、２０１９年度、全

ての新生児が都内全域でどこでも検査を受けられる、また公費負担についても実施されるというふうに

思いますが、区としてわかる範囲で改めて教えてください。 

○鷹箸品川保健センター所長  新生児聴覚検査についてですけれども、昨年１月、２３区内全ての分

娩施設における新生児聴覚検査実施の状況の確認とともに、その一月、２２区で健診を受けられた方、

どのぐらいの赤ちゃんが実際にこの検査を受けて、要精密になったり、その後、治療が必要になったり

といったことを大規模に調査をいたしました。その結果、現状では、２３区内の分娩施設で新生児聴覚

検査を実施しているのは約８割の医療機関、また、そのうち、その８割の医療機関でも全員を対象とし

てはおらず、希望者のみですとか、ＮＩＣＵに入ったお子さんのみということで、現状では全ての赤

ちゃんに対して検査ができる状況にはないということが確認できております。 

 また、これは乳児健診のほうですけれども、乳児健診を平成２９年１月に受けたお子さんの中で、実

際に４カ月までの間に新生児聴覚を受けたお子さんは８３％、その８３％のうち異常有りといいますか、

精密検査が必要とされた方は、その１％に当たる６,５００人のうちの６０人ということがわかってお

ります。このお子さんたちが実際に耳鼻科の精密医療機関に行って新たな検査を受けられているところ

ですけれども、その結果、どれだけの方が具体的な治療が必要になったかというところまでの調査は出

ておりませんが、現状では、早い時期からこの新生児聴覚検査で聴力に何らかの異常があるとわかった

場合には、例えば人工内耳といった先端の治療を受けることによって、ほぼ一般の方と遜色ない聴覚を

獲得できるということもわかっておりますので、この新生児聴覚検査につきましては、都内どこでも受

けられるような形での支援を、品川区だけではなく、都内全域でしっかり取組みを進めていくことが必

要だと考えております。 

○つる委員  どこでも受けられる、当然、なかなか機器の問題もあると思いますので、今ご答弁いた

だいたところだと思いますが、もう１つ求められるのは、大体１回５,０００円とか８,０００円とか、

そうした検査費も挙げられるかと思います。今後、東京都のほうで仕組みを各自治体と、また医療機関

等と連携して体制をつくられて、その先の体制も含めてやっていくと思いますので、ぜひこれは品川区

としても、そうした啓発も含めてしっかりと、改めてお伝えいただくことが大事だと思いますの
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で、２０１９年度にこの決定がなされる際には、早め早めの周知をしていただいて、早期発見につなが

るような手立てを打っていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 次に行きます。健康ポイントですが、これは２０１３年の決算特別委員会、またあわせてその当時、

厚生委員会で視察等を含めていろいろずっと鋭意繰り返し導入を求めてきたところで、来年度スタート

するということで非常に喜ばしく思っておりますが、今回、参加対象についてですが、４０歳以

上、１,０００人からスタートという設定でありますが、その理由について教えてください。 

○川島健康課長  健康ポイント事業、人数、それから対象年齢の設定の考え方というところでござい

ます。こちらはいろいろ私どもも予算要求をするに当たっては、もう少し多くしたらどうかとか、やは

り１,０００人でも大変だろうというようなところもありました。ただ、初年度ということ

で、１,０００人からまず開始させていただきたいということです。ただ、１,０００人と申しまして

も、１回で説明会を開催するとなると、会場がきゅりあんの大ホールを使わなければならないですとか、

今まで私どもがあまり経験したことのないようなかなりの規模になるかと思っているところでございま

す。 

 それから、４０歳以上の年齢設定というのも、これももっと若い方からやるという考え方もございま

したが、今回は国保の特定健診の対象と同じような年齢設定にさせていただいて、まず初年度、やらせ

ていただきたいというところでご提案させていただいたものでございます。 

○つる委員  結果として、そういうインセンティブではなくて、自然な形で健康増進に取り組んでい

ただいて、医療費の削減ですとか、そうしたところに自然とつながっていくことが大事だと思いますの

で、そうしたことが自然につながっていけば、こうした事業は逆に言うと必要なくなってくるというよ

うなところがあるのかなと思います。 

 そうした中で、先ほど鈴木博委員からもありましたけれども、健康寿命が少しずつ伸びてきていると

いうことがありますので、そうしたことを続けることで、そうした意識が高まって、健康に対する取組

み、また本当に持続可能な皆保険制度というようなこともつくっていけるのかなと思います。 

 また、ポイント付与等についての工夫も、今回設定されている工夫以外に、横浜市などは、先ほどの

話ではないですが、国連の世界食糧計画（ＷＦＰ）に２０万円を寄附する仕組みなどもあるそうです。

他自治体のそうした取組みもぜひ参考にしていただきながら、いいものにしていただきたいと思います。 

○大沢委員長  次に、筒井委員。 

○筒井委員  私からは、２８９ページ、チャレンジマート事業助成等、そして２７５ページ、航空機

騒音調査に関連して、羽田空港増便問題についてお聞きいたします。 

 まず、チャレンジマート事業についてですけれども、これは空き店舗活用、そして施設整備費を初年

度助成する。また、店舗賃借料などを３年間補助をしていくというものなのですけれども、宮前商店街

で農産物および加工品等販売事業をやられているお店がありました。２年間そこでやられていたそうな

のですけれども、３年目の去年の３月ぐらいから、地域の方々から、やっていない状況が続いていると

いうようなお声が入りまして、調べてみますと、事業の店主の方が個人的な理由でやめられたというこ

とでございます。今はもともとの店舗事業ではなくて、コミュニティスペースとしてときどき活用され

ているということなのですけれども、このチャレンジマート事業助成は商店街の負担が３分の１、区と

都それぞれ３分の１ずつ、こちらは税金です。３分の２、税金が入っているということなのですけれど

も、このように個人的な理由でそうした補助事業をやめられてしまうと、やはりこれは納税者の方々、

区民の方からかなり納得がいかないと思いますので、区としましては、今後のこうした助成事業の適正
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化および再発防止をぜひとも徹底して行っていただきたいと考えております。特に事前のチェックと、

途中の段階でのチェック、そうしたことをぜひお願いしたいのですけれども、区のお考えはいかがで

しょうか。 

○山崎商業・ものづくり課長  宮前商店街のチャレンジマート空き店舗解消支援は、委員ご紹介いた

だきました農産物、加工品等の販売事業ということで、お米をメインにした親しまれるおにぎりなどを

販売するというようなことで、非常に地域の皆様に親しみの持てる店舗ということでにぎわいを創出し

ていただいておりました。先ほど、委員が個人的な理由とおっしゃいましたのは、商店街が委託事業者

にそのお店の運営をお任せをしておりました。お米を使ったというのが、お米マイスターの資格をお持

ちの管理栄養士でございました。その方がいらっしゃるから工夫したいろいろな事業展開ができるとい

うようなことだったのですが、そちらの方が昨年２月にご結婚されて東京を離れなければいけないとい

う、そのような状況でございました。区としましては、そうした状況をお聞きしまして、チャレンジ

マート事業として、委員おっしゃったハード整備に補助金も入れている事業でございますので、そうし

た床を、当面、別の用途などのコミュニケーションスペースなどに使われてみてはというようなことを

やりまして、昨年の２月のことですから、３月、４月ということで、昨年１２月まではそうした形で

使っていただいておりました。今年に入りまして、新しいテナントといいますか、宮前商店街で別の商

いをされている方が、そちらのスペースをお借りするような形式に切り替わって、今、現状では、通常

営業に戻ったというようなことでございますので、るる不測の事態がご商売にはございますので、特に

区としましては、そこに悪質な意図があるわけではございませんので、東京都とも協議をして、こうし

た形で現在もしっかりと営業を再開しているというような状況で認識しているところでございます。 

○筒井委員  何とか工夫をされて、今はやられているということなのですけれども、今後、当初の事

業からかけ離れてしまったので、また、個人の方のお力に頼るような事業に助成するのではなくて、や

はりこのチャレンジマート事業の成功例、保育施設を導入して成功している事例もありますので、そう

した本当にこの事業は大丈夫なのかということは事前にチェックをしていただいて、ほかの成功例を参

照して、今後こうした事業を行っていただきたい考えております。 

 続けてまいります。羽田空港増便問題についてですけれども、説明不十分のままフェーズ４は終わっ

てしまいました。こうした状況ですけれども、区としましては、こうした状況で区民の理解、同意を得

ていると思われますか、ご見解を教えてください。 

○中村都市計画課長  まず、直近の説明会では、昨年１１月２９日、大崎ニューシティで行われまし

た。このときは７３９名の方に来場していただいて、累計で３,７００名の方に説明を聞いていただい

たことになります。この説明の中では、国としては丁寧に説明するということで、これが 後というこ

とではなくて、これからも引き続き丁寧な説明を継続していくというところでございます。 

 また、区民の皆様方が理解したかというところでございますが、これは理解とか承認とかということ

ではなく、これは区も立場は同じでございますけれども、まずは理解を深めていただくというところで

ございます。そういった意味では、知識を深めていただく、丁寧な説明の継続を国に対して引き続き求

めてまいりたいと考えております。 

○筒井委員  累計３,７００人しか参加していないのですけれども、一方、品川区民の人口は３８万

人なので、これは全然足りないような状況でございます。 

 それで、理解を深める、知識を深めるということなのですけれども、理解したイコール同意したとい

うわけではなくて、今ますます知識を深めて、かなり不安を高めている区民の方が多いと思われます。
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また、昨日お話しした方などは、ついに、うちの近くを通るので引っ越しをしたという方がおられます。

品川区はシティプロモーションを一生懸命やられておりまして、住み続けたいまちを目指しております

けれども、こうした羽田空港の問題で引っ越しされるような方がどんどん増えますと、本当に深刻な状

況になると考えております。現時点では、品川区としましては新ルートを了承していないということな

のですけれども、逆に言うと、了承する条件、どういった段階で了承するのでしょうか。これをお聞き

したいと思います。 

○中村都市計画課長  現在はこの新飛行経路に対してさまざまな課題があるということで、これに対

して国に対して具体的な方策を示していただくように求めているところでございます。したがいまして、

どういったところが承諾あるいは了解の基準だというところは、これは全く決まっておりません。 

○筒井委員  客観的な状況を見ますと、やはりメリットよりもデメリットが上回るので、客観的に申

しますと、何ら対策を、どういうふうにするのか、この間お話ししたように、視覚障害者への対策など

もまだまだ未定の状況が多いので、客観的に了承できないということなので、これは了承できないなら

ば撤回をお願いするしかないのではないかと思うのですけれども、その点お考えはいかがでしょうか。 

○中村都市計画課長  繰り返しになり恐縮でございますが、現在は、さまざまな情報や具体的な方策、

こういったものを求めている段階でございます。ですので、今、まずは国からの丁寧な説明や情報提供

を受けてから、さまざまな課題に対してどういった対策を国が考えられているのかというところを、今、

求めているというところで、それが出て、さらに丁寧な説明を国に行っていただくことによって、地域

の皆様方の理解を深めていただくと同時に、国に不安の払拭に努めていただければというふうに考えて

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 ０時０５分休憩 

 

○午後 １時０５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。安藤委員。 

○安藤委員  ２７５ページの環境調査測定費にかかわってリニア新幹線、中小企業支援全般にかか

わって公契約条例について伺います。 

 まず、リニア新幹線です。北品川四丁目、品川学園の線路を挟んですぐ隣の敷地で、非常口変電設備

のための立坑工事が行われておりまして、ここはそのまま神奈川方面へトンネルを掘り始める始点とも

なります。工事はリニア開業の２０２７年まで１０年も続くことになりまして、地域への影響が心配で

す。２０１６年の説明会では、工事車両は平成２９年で１日に約１６０台、コンクリート打設日は

約５００台に、設備完成後のトンネル掘削工事時には、ダンプの数はさらに多くなるとの説明でし

た。８時半から６時までの運行時間で、昼休み１時間を除いて単純計算すると、１日１６０台ですと、

約３分に１台、コンクリート打設時は１分に１台という計算になります。現場の前は山手通りなのです

けれども、そこが鉄橋の近くでして片側１車線なのです。歩道は品川学園の児童の通学路になっていま

す。説明会では地元の町会長をはじめ住民から、工事車両の激増・集中による渋滞、通学児童への安全、

排ガス汚染の懸念が出されました。 

 そこで伺います。現場から出ていくダンプが向かう先の北品川二丁目交差点の渋滞と通学児童への安
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全、さらに、滞留ダンプ等の排気ガスによる交差点付近の大気環境、これらの影響を区はどう予測、把

握しておられるでしょうか。また、警察関係機関やＪＲ東海と連携して、どのような対策をとっていく

考え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  北品川にございますこちらの変電所等の工事につきましてのご質

問でございます。こちらにつきましては、ＪＲ東海から近隣の住民に説明があったとおり、安全に気を

つけて、それから環境にも配慮した形での工事を進めているというふうに伺っております。区としまし

ては、安全基準、環境基準に基づいた工事であると認識してございます。 

○小林環境課長  私からは、大気のことに関するご質問にお答えいたします。 

 まず、この現場のすぐ側にございます品川保健センターに区の大気の測定局を設置しておりまして、

そこでは、二酸化窒素あるいはＰＭ２.５等々も測定を行っております。解体開始前２０１４年のデー

タと現状を比較したところ、それらのデータに関して大きな変動は出ていないところでございます。 

○安藤委員  これから工事が本格化していくので、ぜひそういったところは測定の値などにも注視し

ていただいて、迅速に必要な警察とかの対応、連携してしっかりやることは 低限の対応だと思います。 

 また、リニアの大深度地下トンネルなのですが、北品川から区内を南西に斜めに横断していきますが、

現在、西品川二丁目のそよかぜ公園で一画が囲われていまして、ＪＲ東海名で、２月１５日から４

月３０日まで、リニアの地質調査のボーリングが行われています。これは何の目的の調査なのか、調査

目的を聞いているのか伺いたいと思います。 

 また、ここはリニアの地下トンネルの真上になるということでよろしいでしょうか、伺います。 

 トンネルは地下４０ｍの大深度とはいいますけれども、土地売買の際には、地上の真上のところは不

利な条件になるとの心配も出されていますけれども、資産価値などへの影響は出てくるのか伺いたいと

思います。 

○東野まちづくり立体化担当課長  西品川二丁目におきます地質調査の目的でございますが、今後、

工事で使われます大深度地下を使って掘削が行われるところでございます。こちらの詳細設計を行うた

めにボーリング調査を行っているというふうに伺っております。 

 また、こちらは、大深度地下に関するお問い合わせでございますけれども、今後、近隣の住民に説明

会を行う予定であるということを伺ってございます。 

○安藤委員  非常に区民にとっての影響は、地元自治体である品川区としては、 大限アンテナを

張ってつかんでいただきたいと思います。 

 そもそもこの工事自体が、私は必要ない工事だと思っています。区はリニアを口実にした巨大開発も

推進しておりますし、その点でも許されません。リニア事業そのものも談合事件などもありましたし、

極めて公共性が高い事業にもかかわらず、民間事業だと国会審議を逃れて認可を受けながら、結局、３

兆円の財政投融資という公的資金が導入されるなど、非常に進め方も問題。さらに、脱原発社会、人口

減少社会、低成長時代に必要なのかと。大多数の国民が必要性を感じていません。さらに自然環境への

不可逆な影響、つくらせてはならないリニアへの協力も品川区はやめるべきだと訴えたいと思います。 

 次に行きます。公契約条例ですが、昨年の決特の質疑で、公契約条例について質問しましたところ、

経理課長が、建設業界の労働者の方と年に１回定期的にお話をしており、そのときも要望されていると

答弁しました。区としては、建設業界からの公契約条例制定への要望は、どのような要望だと捉えてい

らっしゃるのか伺いたいと思います。 

 またあわせまして、去年の春闘の自治体キャラバンの懇談の中で、区は公契約条例等についても問わ
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れておりまして、そのときに、東京で６つの区市にあるのは知っている、情報収集に努めている、条例

ができて本当に効果があるのかどうかわからないと答えています。情報収集しての結果はどうだったの

か、伺いたいと思います。 

○大沢委員長  中小企業支援の観点からで結構ですので。 

○立川経理課長  公契約条例に関してどういった要望があったのかということですけれども、いわゆ

る労働者の報酬に関して下限額をつくるというのが公契約条例でございますので、そういった要望でご

ざいます。 

 また、情報収集につきましては、２３区内で条例を制定した自治体、また、制定していない自治体、

さまざまお考えがありますので、その辺の情報収集をしているところでございます。 

○安藤委員  これは区内の中小企業の支援として大事なルールづくりだと思っていますので質問させ

ていただいていますが、建設４組合から区議会各会派にこのような訴えが届いています。国では、設計

労務単価を５年連続して大幅に引き上げ、社保未加入対策など、建設従業者の雇用と若者の入職促進を

図っておりますが、労務費の引き上げは、元請けや一次下請事業者までにとどまり、実際の現場で働く

下請け労働者には届かず、かつ、社会保険料の負担だけが増加しているのが現状です。さらに、設定労

務単価は５年連続で引き上げられ、２０１２年に比べ３９.３％上昇。一方、建設４組合の賃金調査で

は、常用１日平均１万６,２４０円と、２０１２年比でわずか４.８％アップでしかなく、設定労務単価

との乖離がますます広がっている状況です。結果として、建設業に携わる現在の労働者の賃金水準は、

必要な技能の継承、労働能力の維持や生活を支えていくには困難な水準になっていると訴えています。

技能の継承はおろか、労働能力の維持や生活を支えていくのも困難、つまり建設業では、英気を養って

明日に備えて健康を保ち、明日再び元気に現場に出ていくこと、労働力の再生産さえ困難な賃金水準に

なっているとの訴えだと私は思います。 

 区は、労務単価が上がっているのにもかかわらず、区が自ら発注する公共事業の現場で働く建設労働

者が、このような低水準になっている実態を深刻な事態だと感じていますか、伺いたいと思います。 

○大沢委員長  安藤委員、何ページを中心に聞いているかお答えください。公契約条例、契約になり

ますと款が違いますので、先ほどからお話をしたように、中小企業支援という切り口で質問をしていた

だきたいのですけれども、いかがでしょうか。 

○安藤委員  中小企業支援の全般にかかわって質問させていただいております。公契約条例というの

は、契約の問題であると同時に、品川区内の中小企業の仕事づくりにもつながりますので質問させてい

ただいています。 

○大沢委員長  安藤委員、何ページのどこという指摘をしていただいてから、もう一度整理して質問

をしてください。 

○安藤委員  ２８３ページ、中小企業経営支援事業費にかかわって伺っております。 

○大沢委員長  中小企業経営支援と公契約となると、切り口が違うと思いますので、質問の項目、内

容、言い方を変えていただきたいと思います。 

○安藤委員  私は何度も申し上げていますように、品川区は区内で 大の事業所なのです。その品川

区が発注する仕事、そこで公契約条例をつくるということで、それを受ける労働者がどういう待遇を受

けるかというのは、もちろんそこで働く中小企業の方々、そして、その中小企業が雇用している建設労

働者の方々の支援につながるという観点から質問しておりますので、ぜひお答えいただきたいと思いま

す。これは区内の中小企業の直接の支援につながる事業だと私は感じておりまして、質問させていただ
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いておりますので、ぜひお答えいただきたいと思います。 

 先ほどの質問は、建設労働者の方々が低水準になってしまっているというような現状をどのように感

じていますか、深刻な事態だと感じませんかと。それは区内の中小企業の経営にとっても大変なことだ

し、労働者の生活にとっても大変なことなのではないですかと伺ったので、聞かせてください。 

○大沢委員長  では、理事者の方においてお答えできる範囲で結構ですので、お答えをしていただき

たいと思います。 

○立川経理課長  公契約条例に関しましては、いわゆる契約制度の課題というふうに捉えております

ので、款が異なりますので、答弁は控えさせていただきます。 

○安藤委員  千葉県我孫子市では、地元の建設組合と行政が共同で市内の工事現場で賃金調査を実施

しております。実際の賃金の差が浮き彫りとなって、検討委員会を経て、２０１５年の公契約条例制定

につながりました。品川区でも、この中小企業支援の観点から、こうした建設４組合との共同で賃金調

査を行うことが必要だと思いますけれども、いかがでしょうか。 

○山崎商業・ものづくり課長  建設業全般の中小企業支援の観点からの部分で少しお答えをさせてい

ただきたいと思っております。 

 建設業に限らず、やはり人手不足ということが今、一般的に各業界の 大の課題だというふうに捉え

ております。そういう意味では、建設業を営む経営者に対しましては、必要な賃金の 低基準を守って

いただくとか、そうした企業体としての適正化の部分、こういうあたりを労働基準監督署、あるいは都

の機関になりますけれども、大崎労働情報センターなどと連携したセミナー、働きかけなどを行ってお

ります。 

○安藤委員  款が違うということになってしまいましたけれども、私はこの公契約条例というのは、

ワーキングプアをなくすというようなことと同時に、やはり今、品川区の基金は９００億円を超えてお

りますが、この公契約条例を定めることで、区が仕事の発注主として、区内の中小企業、とりわけ建設

業の仕事づくりにもつながっていく。先ほど三方よしという話もありましたけれども、それが公共サー

ビスとして、そういう発注者もよし、受注者もよし、地域経済もよしと、この観点で伺っているので、

ちょっと私は納得いかないのですが、また次の機会にやりたいと思います。 

○大沢委員長  次に、渡辺委員。 

○渡辺委員  ２９１ページ、消費者啓発費、消費生活相談で伺います。 

 まず、消費生活相談の直近のあらましを教えてください。それはどのような年代の方の相談が多いと

か、均等と言ったら変ですけれども、あらゆるどの年代もそれぞれあるのかが１つ。それとあと、相談

の受付の方法、そのあらましをまず教えてください。 

○山崎商業・ものづくり課長  品川区の消費者センターでさまざま相談受付を行っているところでご

ざいます。年間に約２,０００件ほどの相談を受けているというようなことで、メインは電話の相談が

ほとんどを占めているというようなことでございます。 

 それから、年代的には、 近はネット被害などの関係もございまして、２０代、３０代の若い世代か

ら、７０歳以上の方々もいらっしゃって、とりわけ突出してこの年代がということではなくて、年齢構

成別の割合とすれば、平均的に相談に訪れている、あるいは受け付けているというような状況でござい

ます。 

○渡辺委員  細かい方法はともかく、今、年代のところで、私たちも相談を受けるケース、そしてつ

なぐケースがあると思います。または、地域の民生委員とか、高齢者の相談を受けたり、そこでそれぞ
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れに何となく共通しているのが、どこへ相談したらというのは、いざ被害に遭ったり、あるいは、いざ

身近な人がなったときに、つなぐことはすぐできるものではないのだなと。いざなってみないと全然わ

からないというのが現実問題であると思うのです。そのときに、特に若い世代と高齢者で全然切り口が

違ってくると思うのですが、おそらく行政が、あるいは消費者センターがカバーできる、そういう意味

では若い世代は、まだまだ潜在的に苦労されている方が多いのではないか。あるいは、この問い合わせ

に行き着くまでに迷っている方、困っている方は相当数いるのではないかと推測されます。電話が主だ

という中で、やはり受付時間にもよると思います。おそらく今、詳しく私も知らないですが、平日の対

応にならざるを得ないのかと。ただ、役所の日曜開庁があるように、日曜ですとか、もしくは夜の時間、

あるいは、もう生活スタイルが若い方ほど、若いというのが１０代、２０代、３０代を想定したときに、

やはりメール等の受付、果たして今、メール等の受付はされているかどうか。さらにその先には、ＬＩ

ＮＥというものも方法論として必要になってくるのではないか。そういったことを見据えた相談者、

困っている方を救っていくという観点で、まず若者の括り、それが１つ。 

 それと、高齢者のところでも、お一人もそうですし、相談がすぐできるというのはなかなか難しいか

と思います。その辺の地域力の活用という意味で伺えたらなと思います。あと、年度別の傾向を新たに

伺います。先ほど、世の中全体がＩＴ化の中で、よくあるのが、やはり出会い系での被害だとか、また

は、架空請求のことだとかがあります。主なところで 近の傾向を教えてください。 

○山崎商業・ものづくり課長  インターネットなどの普及によるネット販売に伴うトラブル、こうし

たことが急増しておりまして、そうした若者世代の相談が増えているというようなところでございます。 

 それで今、基本的には電話対応が、主たる相談というようなお話をさせていただいたとおりでござい

ますが、例えば平日ではない土曜日でありますとか、それから、夜間相談も一定程度行っているという

ようなことで、少し多様に相談をさせていただいているような状況ではございます。 

 メールにつきましては、特に相談メールのアドレスを公開してやりとりというようなことまでは、

ちょっとまだ至っていないような状況でございます。 

 それから、逆に高齢者の方々の部分でございますけれども、品川区は福祉系のネットワークが先行し

て見守りネットができております。そこの１３地区に広がりました見守りのネットワークを活用するな

どして、そうした働きかけ、啓発などに一緒に汗をかいてまいりたいというようなことと、あと相談員、

消費者センターで相談を受け付ける基本的な機関といいますか、それは引き続き強化しつつ、それと、

地域の方々に消費者センターの相談員のサポーターというようなことで、サポーター養成講座を今年度

から始めております。一定程度の検定を、研修といいますか、講座を受けていただいた上で検定にトラ

イしていただくようなことをさせていただいております。こうした方々が地域に根づいていただいて、

周辺の消費者問題の相談役になっていただくような、そうしたすそ野を広げるようなことをさせていた

だいております。 

 それから、 近の傾向と申しますか、架空請求等の主な傾向としましては、やはりインターネットに

擬似的なサイトがつくられて、若い方がそれをクリックしていくうちに、気がつかないうちに商品が購

入されたり、気がついてみたら商品が届けられてしまったというようなケースが 近は多いというよう

なことでございます。 

○渡辺委員  特に若者のところは、泣き寝入り的な、あと、よく報道などで見ると、被害額が何百万

円までいかずに数万円で泣き寝入りをしてしまうという、その額による影響もよく聞いています。高齢

者もそうですね。今、ご紹介がありました地域の相談員の方のサポート養成、これは初めて知ったので
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すが、大変期待が持てる制度だと思います。というのは、地域力活用の中で、いい事例がありますよね。

よく町会の中でも、民生委員は代表的なお立場ですが、それ以外にもリサイクルの推進委員とか、健康

づくり推進委員、ある程度、町会単位に近いぐらいにいらっしゃって、こういう地域でリーダーがいる

と、必ずそこからの波及効果が生じてきます。消費者センターを中心とした相談員の拡充は、おそらく

これからもっと必要になっていく。その中で、行政の縦割り的なことになるかもしれないですが、生活

安全の部分、あるいは高齢者福祉の部分、これと消費者相談の消費者センター機能、あるいは消費生活

相談、ここが案外区分されてしまっているかと思うのです。ここはより一層踏み込んだ連携で、地域力

をまさにお借りした活用で守っていく。この辺の力の入れ具合というか、さらなる展開を期待するので

すが、ご答弁をお願いします。 

 もう１点、イベントもやはり大事です。こういう啓発のときに、楽しいことを伝えようとしても、堅

苦しいだけだと伝わらない。そういう意味では、消費者展ですとか、社会貢献の活動展、イベント的な

ことは大事だと思います。年に１回とは言わずに、今きゅりあんでやっているものが一番大きなものと

したときに、やはり地域での中規模、小規模のイベント展開、出ていくというアウトリーチ型といいま

すか、待っているだけではないというのもこの分野にも必要になってくるかと思いますので、その辺の

ご答弁をお願いします。 

○山崎商業・ものづくり課長  高齢部門でありますとか、生活安全の関係の部門との連携の強化とい

うようなことでございます。少し繰り返しになりますが、品川区につきましては、福祉部門が先行しま

して既に見守りネットワークが構築されてございます。先ほど言われた高齢者の部分でありますとか、

民生委員などとの連携は今までもやっていたのですけれども、この見守りネットワークに消費者セン

ターの高齢者の財産を守るのだというような視点で加わっております。そうした見守りネットワークの

機能を使いながら、対応について充実をさせていきたいということと、あと生活安全のほうは、高齢者

の方々、よくお電話などの手口で詐欺被害にあいやすいということですので、それを防犯するような機

器の貸出しも連携してやらせていただいております。 

○大沢委員長  次に、いながわ委員。 

○いながわ委員  ２７１ページの住宅宿泊事業届出等事務費について、関連しているので２７９ペー

ジの許可指導事業の住宅宿泊事業者への適正な廃棄物排出指導についてということ、時間があれ

ば、２７７ページのエコライフ普及事業、以前にも質問しましたが、国産間伐材有効活用事業助成につ

いてお伺いしてまいりたいと思います。 

 先日の本会議において、品川区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例が可決しました。民泊

を取り巻く環境については、私もかねてから問題意識の中で、一般質問や代表質問、総括質疑などで触

れてまいりました。民泊についての課題が叫ばれている中で、同時期、おそらく２０１６年のたしか４

月頃だったと思いますが、旅館業法の簡易宿所営業の規制が緩和されました。そもそも条例等で縛りが

ある旅館業法の規制緩和をすることによって、民泊に代わる簡易宿所設置を促す、そのような性質があ

ると私は記憶しております。 

 まず、品川区内で簡易宿所営業の申請数、２０１６年以降の申請数と、今後、簡易宿所営業に対して

の区の考え方、展望・展開をどうお考えなのかということを１点お伺いします。 

 そして、平成３０年３月１日に品川区保健所より、品川区における住宅宿泊事業の施設運営に関する

ガイドライン（案）が示されております。この中に多少触れさせていただきたいのですけれども、記載

事項に目を通したのですが、非常に地域住民の生活環境に 大限配慮されたガイドラインだと私は思っ
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ております。何点か質問したいのですが、まず、第２の用語の３にある観光庁が開設するインターネッ

トを介して住宅宿泊事業法にかかる届出等を行う電子システムについてであります。これはガイドライ

ンの第５の届出の１の⑵に記載されている届出方法において、電子媒体と紙媒体の二通りがあると書か

れております。その届出書類というのは、実際どのように管理をされていくのか。区の担当部署にはこ

の観光庁のシステムがもちろん導入はされていないと思うのですが、今後、システムの導入を考えてい

るのか。もちろん観光庁との共有も必要だと思うのですが、いかがお考えでしょうか。 

 あと、民泊、そこに泊まりに来られている方の安全面についてもしっかりと書かれているのですが、

例えば防犯上、犯罪を抑制するため、防犯カメラの設置なども、努力義務になってしまうかもしれない

のですが、そういうことも必要ではないかと考えております。特に火災ということを考えていくと、火

災を未然に防ぐ対策が書かれていないのですが、その辺についてお答えをいただければと思います。 

○井浦生活衛生課長  住宅宿泊事業についてのお尋ねでございます。 

 まず先に、先行する形で平成２８年４月から、旅館業法の一部が規制緩和されまして、いわゆる簡易

宿所の面積要件等が緩和されてございます。こちらにつきましては、国のいわゆる漁村・農村を含む古

民家を活用する観光振興のタスクフォースから出てきたところでございますので、なかなか品川区内で

の簡易宿所の活用という形では、農村・漁村と少し違うのかなというところでございます。引き続きま

して、簡易宿所については、旅館業法に基づきまして、許可制度でございますので、適切に監視、指導

をしていく考えでございます。 

 それから２点目の住宅宿泊事業法についてのガイドラインのお尋ねでございます。 

 １点目の観光庁の電子システムの使用というところでございますが、既に民泊についてのポータルサ

イトを観光庁が開設してございまして、こちらにログインをしていただいて、原則、電子で申請をして

いただくということになりますので、電子媒体で管理していくことになります。法律上は紙でも申請が

できますので、補充的に紙ベースでも管理しまして、国の電子システムに入力していくというような運

用になっていくというところでございます。 

 それから、安全面のところでございます。防犯カメラの設置等というようなところで、多分望ましい

のかというところではございますが、今後、全国共通の制度でございますので、国等の動きも見ていき

たいと思います。 

 また、火災予防の対策については、これはもう必須の手続として、消防署に事前に相談をしていただ

く流れになってございまして、その中で防火対象物使用開始届を出していただきながら、消防設備の点

検をきっちりと消防署に行っていただきながら、コンロですとか、ストーブですとか、防火対策上必要

なものについて、きっちりと消防署を通じて指導していただけるものというふうに考えてございます。 

○いながわ委員  初に、簡易宿所に関して、品川区は特に、緩和されて以降は品川区で申請があっ

たというのは見受けられないということであればいいと思うのですが、これもこれでしっかりとした昔

からある旅館業法にのっとっての制度の緩和でありますので、それはそれで品川区として、民泊という

よりは、こういった許認可の部分でしっかりそれを促す必要性もあろうかと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

 次のインターネットを介しての電子システムに関しては、要は、管理する方法が、入力するのはおそ

らく品川区の担当所管がそのポータルサイトにログインをして入力をするという感覚でいいのでしょう

か。そうすると、結局は、普通の事業者と同じような取扱い的な感じになるのではないかと。やはりシ

ステムはシステムでしっかりとお持ちになっていたほうがいいのではないかと思うので、その辺を改め
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てということ。 

 もちろんガイドラインの中に、消防関係はしっかり相談を事前にして、中を確認するかは、そこも正

式には書かれていないのでわからないのですけれども、そもそも旅館業法より軽い届出で済むのがこの

略して民泊なのですけれども、ということは、安全基準も緩いわけです。なおかつ、もともと普通の住

宅で利用していたところを貸すわけですから、安全設備に関しては、消防と言いますけれども、それは

しっかりと許可、届出、それをオーケーを出す品川区としても確認をする必要性があるのではないかと

いうふうに思いますので、いかがでしょうか。 

 あと、火災の要因は、ガスコンロというか、私が申し上げたいのは、やはりたばことか、加熱式たば

こも発火原因の１つにあるという事象も出ておりますので、そういった部分を逆にもうだめだというこ

とで規制をする必要性があるのではないかと思っておりますが、いかがでしょうか。 

○井浦生活衛生課長  まず、簡易宿所でございますが、こちらは平成２８年４月の段階で国が規制を

緩和したわけですが、品川区においては、８件から１１件になったというようなところの年間の推移で

ございます。 

 それから２点目の国の民泊のポータルサイトでございますが、こちらは既に全国の自治体の民泊担当

部局と国のシステムと接続ということで、もう 終段階になってございますので、こちらで全国で共有

していきながらというふうになるところでございます。 

 また３点目の消防の関係でございますが、宿泊所という消防法上の括りと、共同住宅、一般住宅とい

う括りがございますので、このあたりをきっちりと消防署のほうで点検していただいて指導していただ

けるというふうに考えてございます。 

○いながわ委員  しっかりよろしくお願いします。 

 後になってしまいますが、廃棄物の処理についても記載されております。区が住宅宿泊専用のごみ

袋の処理も含めて、事業者にごみ袋を販売して、それを使用させる。使用させることによって、そのビ

ニール袋で出せば、近隣の人たちもおそらく民泊事業が行われているということを改めて認知すると思

うのですが、そういった方法をお考えいただいたらいかがでしょうか。 

○工藤品川区清掃事務所長  事業者責任の徹底ということで、私ども、申し入れていきます。ごみ袋

につきましても、今後、研究したいというふうに思っております。 

○大沢委員長  次に、あくつ委員。 

○あくつ委員  私からは、２６７ページ、予防接種費、２６９ページ、各種がん検診からアピアラン

ス支援について、２７５ページ、体験型環境学習施設、時間があれば、２７１ページ、住宅宿泊事業届

出等事務費、民泊について伺います。 

 まず、新規で今回、予防接種スケジュール管理アプリ導入経費３０１万９,０００円が予算計上され

ておりました。以前の決算特別委員会で、子どもの各種ワクチンの種類や回数が非常に増えていて、接

種のタイミングがとても複雑になっていると区民相談も受けましたので、足立区で開始しました「これ

で安心♪予防接種ナビ」事業をご紹介して導入を求めてきました。当時、専門医であられる鈴木博委員

にワクチンスケジューラー導入についてお伺いしましたところ、「なかなかいいんじゃないの」という

ことでお墨付きをいただいたことも委員会でご紹介をさせていただきました。これは株式会社ミラボと

いうところの製品であるワクチンスケジュールアプリを利用したものです。当時の保健予防課長のご答

弁では、私どもも検討しなくてはならない、こういうご答弁でした。 

 平成２８年の予算特別委員会でも、改めて「しながわパパママ応援アプリ」が始まるので、このワク
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チンスケジューラーを組み込んでくださいということをお願いして、子ども育成課長のご答弁では、課

題を見極めた上で導入を検討するということで、大分時間はかかったのですが、導入されたことは評価

をいたします。 

 ちょっと心配なのは１点、今回、プレス発表に掲載されておりますアプリ画面のイメージを見ると、

「これで安心♪予防接種ナビ」と書いてあって、まさに足立区のものが載っているのですけれども、こ

れは足立区の事業名でありまして、品川区はこれを丸ごと導入するのかなと。なぜかというと、この足

立区のアプリには、スケジューラーのほかにも、「すこやか赤ちゃんメール」、「新米ママパパの子育

てブログ」、こういう機能も入っております。現行の「しながわパパママ応援アプリ」にも「子育て応

援コラム」とか、同じような競合するようなコンテンツが入っているのですけれども、これは今、利用

している方が混乱してしまうのではないかというところで、これは要するに、複数の今あるパパママ応

援アプリの中のコンテンツの１つとしてスケジューラーだけを入れるのか、ちょっとややこしいのです

が、そういう意味なのかどうか教えてください。 

○舟木保健予防課長  予防接種スケジュール管理アプリですが、こちらの新規事業のプレスの資料で

は、イメージしやすいようにということで、すみません、他区のものを載せさせていただいたところで

す。実際の画面につきましては、今後、調整してまいりますので、これとは違うものになると思います。 

 また、現行のパパママ応援アプリに機能追加という形で予防接種スケジュール管理アプリが入ります

ので、そちらにつきましては新年度に入ってから細かなことを詰めてまいりますので、７月くらいに導

入できるかと思っているところです。 

○あくつ委員  現行でも、このパパママ応援アプリには、品川区の予防接種スケジュール帳というコ

ンテンツは既に入っているのですが、これはなくなるのでしょうか。 

○舟木保健予防課長  今あるスケジュール帳につきましてはメモ機能ということで残っているのです

が、それについては今後どうするかについては検討中ということでございます。 

○あくつ委員  足立区の場合では、年間出生数５,５００人に対しまして、この事業の開始から約半

年で３,６００人が登録をされたそうです。ぜひ利用していただくよう周知もお願いしたいと思います。 

 続きまして、２６９ページ、各種がん検診、アピアランス支援について。１年前の予算特別委員会で、

がん治療によって患者の方が、特に女性特有のがんが多いのですけれども、治療の段階で髪の毛が抜け

たり、また、乳房を切除したりとかで外見の変化によって受ける精神的ダメージ、ストレスを軽減する

ために、品川区としても自治体として病院と連携をして相談体制をつくるとか、また、髪の毛が抜けて

しまう、体型が変化することによってのウィッグとか、補正下着の購入費助成を、港区も始めたのです

が、こういうものの検討をしていただけないかということをお伝えさせていただきました。健康課長か

らは検討するというご答弁をいただいて、昨年の決算特別委員会で確認をしたら、港区を調査したとい

うことと、相談支援を実施している方にもお話を聞いたということ、また、補正下着とかウィッグにつ

いては研究しているということ、また、まずは相談体制をつくっていきたい、このようなご答弁があっ

たのですが、半年が経ちましたが、その後の検討状況について教えてください。 

○川島健康課長  まず、進捗状況ということでございます。ウィッグの購入ですとか、補正下着の購

入助成につきましては、もう少し状況を見極めさせていただきたいというふうになってございます。今

年度、ある病院に相談体制構築をということで働きかけをしていたのですが、いろいろと事情があると

いうことで実現してございません。まず区内の病院で当たり前のように相談が受けられるようになって

いただきたいというのが私どもの考えでもございますので、先行して相談を実施している病院の見学に
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行くですとか、そういった調査も進めながら、区内の病院でそういう相談体制が構築できますように、

引き続き努力させていただきたいというふうに考えてございます。 

○あくつ委員  相談体制の構築と、それに基づいた支援というところで、大変お忙しい中、健康課長

はじめ品川区が今、研究、検討していただいているということに感謝をいたします。これも引き続き追

いかけていきたいと思います。ありがとうございます。 

 続きまして、２７５ページ、体験型環境学習施設というところで、午前中、新妻委員とのやりとりの

中でお伺いしたのですが、平成３３年度に戸越公園内で、主に子どもや子どもを支える人たちをター

ゲットに、体験しながら環境について学べる施設を設置するということで、八潮のセンターについては、

終的には統合していく、そういうご答弁が先ほどありました。 

 それに関連してなのですけれども、これは平成２９年度の予算に積んでありましたが、いわゆる環境

基本計画について策定を今されているということで、この２月にパブリックコメントも終わって、もう

間もなくこの正式に完成したものが発表されると思うのですが、その素案を読ませていただきました。

（仮称）「品川区環境基本計画（素案）」、今までの２つの計画を統合したということで、この中でＳ

ＤＧｓについての記載がかなり詳しく載っておりました。ＳＤＧｓがよく誤解をされるのは、環境に特

化した国連の目標だと間違われるのですけれども、ただ、持続可能というキーワードが一番環境という

分野となじみやすいというところで、まずは環境計画という行政計画の中に入ってきたのかなと思いま

す。 

 素案には次のような記載があります。ＳＤＧｓの目標のうち、「環境面においては、省エネルギー・

再生可能エネルギー・気候変動対策・循環型社会・生物多様性・森林・海洋等の環境の保全が優先課題

となっており、区においても優先して取り組むべき課題と言えます」。これについて具体的にもう少し、

何を品川区でＳＤＧｓに基づいてしていくのか、わかる範囲で教えてください。 

○小林環境課長  委員ご質問の環境基本計画のＳＤＧｓに関するお尋ねでございますが、例えば省エ

ネルギー・再生可能エネルギーという観点でございますと、太陽光発電システム、あるいはさまざまな

発電システム等々が出てきているところでございます。特に内部という関係でいきますと、区有施設の

中では太陽光発電システムの設置が非常に増えているところでございます。また、区役所の中でも助成

等々も進めているところでございまして、これらについてはＳＤＧｓと深く関係する部分ではないかと

いうふうに捉えているところでございます。 

○あくつ委員  今後は数値目標を設定して、それをクリアしていくということが、これもまた国全体

に波及していくことになるのかなと思いますので、よろしくお願いしたいと思うのですが、その中で先

ほどの環境学習施設、これは委託として展示についてこれから検討していくと、このようになっている

のですけれども、まさにこのＳＤＧｓについて、子どもたちをターゲットにしているということであれ

ば、世界１９３カ国が同じものさしで、今、２０３０年に向かって努力をしている。これは一昨

年、２０１５年から始まっておりますので、このＳＤＧｓという仕組みを子どもたちがしっかりと学ぶ

ことが必要だということで、もう今いろいろな自治体で始まっていますが、アトラクションとかゲーム、

またそういう展示の工夫を、この環境学習施設において展開をしていただきたいと思いますが、いかが

でしょうか。 

○小林環境課長  ＳＤＧｓでございますが、さまざまなイベントを見ていますと、企業レベルでは認

知度がかなり向上してきたのかというふうに捉えているところでございます。 

 また、今後でございますが、施設の検討はこれから進めていくところでございますが、身近な環境行
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動を振り返って学ぶ、あるいは情報発信していくなど、どのようなことができるか、今後の検討の中で

しっかりと考えていきたいと思っているところでございます。 

○あくつ委員  平成３３年開設ということで、まだ時間があります。国とかほかの自治体の動き、ま

た企業等の動き、民間の動きも見据えていただいて、ぜひこれを品川の子どもたちにも広めていってい

ただきたいと思います。 

 時間がありますので、住宅宿泊事業届出等事務費、民泊について伺います。 

 歳入のときに伺ったと思うのですが、ホームページ等に、品川区が簡易宿所を非常に開きやすいとい

うことに対して指摘を申し上げましたところ、これはいわゆるフロントを置かなくてもいい、帳場を置

かなくてもいいというのは、これは全くの間違いであるという課長のご答弁がありました。それについ

て、これはホームページ、間違った行政書士等が開いているページについては、しっかりと対応されて

いくと、こういうご答弁があったと思うのですが、これについてどのようにきっちりとご対応されてい

くのか伺います。 

○井浦生活衛生課長  ただいまの簡易宿所の開設の要件にまつわるところでございますが、まず、品

川区のホームページで明確に示していなかったというところがございましたので、先週の金曜日にホー

ムページをきっちりと修正いたしまして、玄関帳場、フロントを設置するように指導することになりま

すと、指導しておりますというような形の文言を明確に示してございます。 

 また、ご指摘の行政書士のホームページも、すぐに見つかりまして、ご質問の内容のところが書かれ

てございましたので、現在、そちらの行政書士にもアプローチをしながら、是正というような形で取り

組んでいるところでございます。 

○あくつ委員  誠実にお仕事をしていただいているなというところで安心いたしました。 

 私が質問した趣旨は、間違った情報に基づいて品川区で開きやすいのではないかというような誤解を

与えるということを是正するというところでありましたので、非常にありがとうございます。 

 あと、民泊のことについて伺います。実は私のマンションも自治会等において、まだ規約改正を行っ

ておりませんでした。いわゆる、これを容認するのか、禁止をするのかというところで、区からも情報

をいただきながら、私のほうでご提案させていただいて、３月２５日に総会で規約改正をする予定で

す。３月１５日から届出が開始になると、１０日間のタイムラグがあるのですけれども、その間に区の

ほうに届出が出された場合、そこの後で禁止するということもできるのですけれども、その１０日間の

うちに、民泊ができるという既得権が発生するわけです。それで、その後、禁止をする、その後でトラ

ブルが起きることは何となくわかる。これは世間一般的にも言われているのですけれども、こういった

場合において、マンションで禁止することがわかっていながらも、区はこういったものを受理をするの

かどうか、これについて伺いたいと思います。 

○井浦生活衛生課長  分譲マンションについては、管理規約で住宅宿泊事業が禁止されていないとい

うことの確認をまず第一義として保健所の受付で行います。そこまで整っていない場合については、理

事長、役員の確認というようなものも書類上とらせていただきまして、禁止されていないことをきっち

りと確認する。その上で受理していくというふうに考えてございます。 

○あくつ委員  もう１回確認なのですけれども、禁止されていない、現状では、３月１５日の段階で

は禁止されていません。ただ、３月２５日には、今、アンケートをその前にとっておりまして、これは

少し私事ですけれども、うちのマンション９５世帯においては、ほぼ禁止の意向だということで、禁止

されることが４分の３以上の可決でほとんど決まっているのですけれども、そういった場合、受け付け
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ざるを得ないのかどうか、そこについてご答弁をお伺いしたいと思います。 

○井浦生活衛生課長  まず、受理要件にかかわる部分ですので、禁止されているのかされていないの

か、はっきりしないという状態の中では、やはり受理については保留しなければいけないというふうに

考えてございます。 

○あくつ委員  保留ということでありますので、おそらく管理規約で動かしていないということであ

れば、保留ということなのですか。すみません、 後にもう一度それだけ伺いたいと思います。 

○井浦生活衛生課長  管理規約で明確に謳われていないという以上は保留という形で考えてございま

す。 

○あくつ委員  今はっきりと伺いまして安心いたしました。分譲マンションについては、全国におい

て８割がこれに関しては禁止という形になっていると思います。国として４,０００万人の観光客を迎

える、これは一定の理解を私どもも持っているのですけれども、やはり不特定多数の人が分譲マンショ

ンに出入りするというのは、ちょっと危険がありますので、これについては私もしっかり訴えてまいり

たいと思います。 

○大沢委員長  次に、鈴木真澄委員。 

○鈴木（真）委員  私は、衛生費の中で、２６７ページ、１項保健衛生費、２目母子保健費、その中

で母子保健指導事業です。それから、２７７ページ、２項環境費、２目リサイクル推進費です。２７９

ページ、３項清掃費関連、この辺は清掃とリサイクルに絡んで質問させていただきたいと思います。 

 まず、母子保健指導事業の件ですが、この中で食からの子育て支援という項目がありました。これで

事務事業概要を読んでみますと、妊娠期から育児期にかけて、食事のポイントを講習し、食の大切さを

伝える中で、育児不安を解消し安心して子育てできるように実施していると。今回、この項目の予算が

少し増えている状況がありました。これが、この４項目のうち、どの辺に引っかかってくるのか、まず

その辺から聞いて質問に入っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○鷹箸品川保健センター所長  まず、食からの子育ての関係ですけれども、予算が増えている１つの

項目といたしましては、離乳食教室の展開の方法を来年度変える予定にしてございます。その１つとい

たしまして、お母様方がお仕事をされている方が多くなっている関係もあると思うのですけれども、平

日にこれまで主として開催していた離乳食教室を、休日開催のご要望が増えたこと、また、お母様だけ

ではなく、ご両親で一緒にこの教室を受けたいというご要望も非常に多くなってきていることから、来

年度より、これまで平日開催を中心としておりました離乳食教室を土曜日も開催ということで、保健セ

ンター以外の場所で、区内にありますＮＰＯに委託等の形で展開を広げていく、そのような予定にして

ございます。 

○鈴木（真）委員  今お話がありました土曜日に増えると、離乳食教室をもっとやってほしいという

お声の話を実はお聞きしていました。それは先ほどちょっと見たら、３月１日現在、０歳児

は３,６３１人という中で、去年の実績ですと、やはり１,６８１人。当然、初めての出産でない方もい

らっしゃいますから、必要性が全員ではないと思いますけれども、そこら辺でどういうふうに考えて

いったらいいのか、この人数の差ですね、ここは対象が増えていくということで対応できるでのしょう

か。 

○鷹箸品川保健センター所長  現状では、委員ご指摘のとおり、昨年ですと、１年間、３センター

で１,６８１人ということなのですけれども、回数として、来年は１.５倍増、今年度ですと４８回開催

していたところ、７２回の開催予定にしておりますので、希望されている方、また平日のみの開催で参
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加できなかった方についても、相当多くの人数にご参加いただけるのではないかと期待しているところ

です。 

○鈴木（真）委員  今現在やっている主体は、区が直接やっていらっしゃるのか、それともどこかに

委託をしていらっしゃるのか、その点の確認をさせていただきたい。今後、増えていく中でも、区独自

にやっていくのか、外部にお願いしていくのかという、その辺についても教えてください。 

○鷹箸品川保健センター所長  現状、保健センターで開催しているものにつきましては、区が直営と

いいますか、外からお願いする方にもご協力をいただいていますが、基本的には区が直営で開催してお

ります。 

 また、子ども育成課のほうでゆうゆうプラザで展開しているものについては、区内の栄養士会の方の

ご協力もいただいております。 

 それから、来年度、広げる予定の土曜日の開催につきましては、区内にありますＮＰＯにご協力をい

ただいて委託という形で展開したいというふうに今考えているところでございます。 

○鈴木（真）委員  わかりました。昨日の広報しながわを見ていたら、ちょうど２回目からの離乳食

レッスンというのが出ていました。これが保健センターではなくて、担当部署が子ども育成課庶務係と

いうふうになっているのですけれども、ここら辺が事業がどういうふうにつながっていくのか、その点

についてもう一度確認をさせてください。 

○鷹箸品川保健センター所長  現在、保健センターで展開しております離乳食教室につきまして

は、４カ月健診のときにご案内をさせていただきまして、概ね４カ月から６カ月のお子さんと、その保

護者の方を対象としてございます。ゆうゆうプラザで開催している子ども育成課で開催されているもの

は、その後、６カ月から９カ月ぐらいのお子さんを対象として、離乳食の内容につきましても、若干お

伝えする内容が変わってございますが、品川栄養士会の皆様方につきましては、区の保健センターの事

業にも、そのほとんどの方にご協力をいただいていることもありまして、考え方としては、同じ方向性

で事業を進めているところでございます。 

○鈴木（真）委員  ゆうゆうプラザの教室がかなり希望が多くて、なかなか入れないのではないかと

いうお話も少し伺っていたので、今後増えることによって、その辺がクリアできれば幸いだと思います

ので、ぜひうまくやっていただきたいと思います。 

 その同じようなページのところに出てくるのですけれども、母子保健衛生事業が出てきて、事項別を

見ていくと、政策要求項目として、２歳児保護者に対する唾液検査等の実施という項目が入っていまし

た。これが政策的にどういう形で入ってきたのか教えていただきたいと思います。 

 それから、清掃とリサイクルについても入っていきます。ごみ量と資源回収の量、 近あまりその言

葉を聞かなくなってきたので、その辺の比率がどうなっているか、現在の推移を教えてください。 

○鷹箸品川保健センター所長  ２歳児の保護者に対しての唾液検査でございます。これまで保健セン

ターでは、２歳児健診は実施しておりましたけれども、今後、よりお子さんが小さい頃から地域にかか

りつけ歯科医を持っていただき、生涯にわたる口腔保健の重要性に気づいていただきたいということで、

これまで保健センターでお子さんだけしか健診の対象としてこなかったところを、来年度以降は、これ

は健診としての実施は２３区初めてになりますけれども、２歳児の健診にお子さんを連れてきた保護者

の方を対象に、唾液の中に、いわゆる虫歯菌があるかどうかの検査をさせていただいて、親にも口腔保

健の重要性に気づいていただき、その後、できれば早いうちから地域のかかりつけを見つけていただい

て、どんどん地域の歯科医に定期的に口腔保健の重要性を理解するために健診とクリーニング等につい
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て通っていただきたいという方向性で、幅の大きい形での展開という形で事業を広げていく予定にして

ございます。 

○工藤品川区清掃事務所長  近のごみ、資源収集の実績の推移ということでございます。ごみ量と

いたしましては、直近、５年前から比べますと、約４％ほど減っているということでございます。資源

につきましては、５年前から５％減しておりますので、傾向としましては、わずかながらごみ、資源と

も減少しているということでございます。 

 いわゆる全体の総量に対する資源の量の率ということにつきましては、概ね２５％前後で推移してい

るということでございます。 

○鈴木（真）委員  ２歳児の保護者に対するお話、かかりつけ歯科医に結びつけていただくというこ

とはいいなと思うのですが、子どものこの辺の年代から入っていったときに、小学校へ入るときに、小

学校へ行くとはみがき教室等の指導をやっていますけれども、そこにどうやって結びつけていくのかと、

あまり下からいったときに、真ん中の年代はどういうふうに結びつけていくのか、そこら辺については

後でお答えをお願いしたいと思います。 

 ごみ量と資源の関係です。ごみの関係でいくと、今回、雑紙という言葉が出てきたのですけれども、

なかなか自分も雑紙と言ってわからなかった。プレス発表を見て、こういうものだと。あと事業者の方

にお聞きしてわかったのですが、これは区民の方がどういうふうに理解してもらうのか。プレス発表で、

集団回収から入っていくということは出ていますけれども、一般の方がそれをどう理解してもらえるか、

どのように伝えていくかということについて教えてください。 

○鷹箸品川保健センター所長  保健センターで実施している入学前のお子さんに対しての歯科健診の

普及啓発と、学校に入学してからのというお話でございますが、品川区に関しましては、学校保健委員

会の活動が非常に活発でございまして、学校のほうでは校医、学校歯科医、校医については、内科、耳

鼻科、眼科それぞれいらっしゃいますので、その辺の連携が非常にとれている中で、保健センター、そ

れから保育園・幼稚園でもはみがき教室、歯科衛生士が実際の指導をしていたりもするのですが、学校

に上がってからも、普及啓発も含めたはみがき指導、歯の重要性の概念といいますか、考え方は切れ目

なく続いておりますので、今後もそれをまたかかりつけ歯科医にも広げて、口腔保健の重要性について

は広く理解をしていただくということで進めていきたいと考えております。 

○工藤品川区清掃事務所長  雑紙でございます。新聞、雑誌、段ボール、紙パック以外のものを雑紙

といいます。これまでもごみ資源の分け方、出し方等で周知しておりますけれども、今回、集団回収の

中でやってまいるということでございます。団体のほうには、雑紙の分け方のパンフレット等をつくっ

て、しっかりと周知してまいりたいというふうに思っております。 

○鈴木（真）委員  歯のほうはわかりました。自分もかかりつけ歯科医がいるのですけれども、なか

なか行きたくないというか、苦手なのですけれども、その辺も自分も意識しながらやっていかなければ

いけないということを思いながら質問させてもらいました。 

 今の雑紙の件はわかりました。一緒に資源回収関係で、よくガスボンベの回収がありますね。今年１

月頃に、品川区ではないのですけれども、ほかの区でバスに乗っていたときに、渋滞しているなと思っ

たら、ごみ収集車の火災があったようなのです。乗っていたから細かく見ていないのですけれども、多

分、ガスボンベなりガスライターだと思うのですが、そのような事故が起きないように資源で分けてい

ますけれども、品川区として回収した後、どのように処理をしていらっしゃるのか。品川でそのまま缶

を置いてあるわけではないから、どこかへ持っていくわけですよね。その辺の処理方法について教えて



－45－ 

ください。 

○工藤品川区清掃事務所長  品川区から出されましたカセットボンベ、スプレー缶等の処理というこ

とでございます。収集の際には、プレスにかけないで、個別に袋で別途収集しているような状況でござ

います。それを私どもの資源化センターに持ち込みまして、そこで業務委託をかけておりまして、スプ

レー缶に穴を空けまして、ガスを抜きまして安全な状態にして、いわゆる金属のリサイクル業者に引き

渡しをしているというところでございます。 

○鈴木（真）委員  業者に渡すときは安全な状態になっていると思いますけれども、その穴空けとい

うのはどういうふうに、例えばフロンだったら出してはいけないけれども、ガスボンベのガスは、その

まま穴を空けて撒いてしまっていいのか、それがちょっとお聞きしたかったところです。 

○工藤品川区清掃事務所長  ガスが出るということで、委託の作業には、作業安全上、可能な限り

しっかりとマスクをしていただく。また、作業用の手袋をして、安全には配慮してということでお話は

しているところでございます。 

○鈴木（真）委員  もう１点、粗大ごみの処理が品川区としてどのような作業をし、どのような効果

があるか。今、現状ですと、東品川の中継所の跡地でやっていますね。その効果と、もう１つは、考え

方として、東品川中継所、それから北品川の分室、どのようにこの処理を考えていくのか、区の方向性

についてお聞きしたいと思います。 

○工藤品川区清掃事務所長  粗大ごみの処理ということでございます。区内で収集された粗大ごみは、

私ども、東品川にあります粗大ごみ中継所にて中継を行っておるということでございます。小さな収集

車からプレス車に積替えをするということで、効率的な輸送、効率的な運営に寄与しているということ

でございます。 

○柏原企画調整課長  今後の清掃の施設の関係だと思いますけれども、今、所長が申し上げたように、

いろいろな機能を持っております。それがきちんと有効的に動くような形での、それから、清掃の施設

というもののあり方に合わせながら検討していくべきであろうというふうに考えてございます。 

○鈴木（真）委員  何を言いたかったかというと、東品川の中継所をこれから考えていったときに、

何か活用を図っていく。現在、粗大ごみの処理はあそこでやっているのを今後どう考えていくのかとい

うことが１つの課題だと思っています。もうご答弁の時間はないから、お話しだけさせてもらいますけ

れども、その点十分、今後、品川清掃工場ですか、あの辺の利用かなと思いながら、よろしくお願いし

ます。 

○大沢委員長  次に、鈴木ひろ子委員。 

○鈴木（ひ）委員  ２６３ページの休日・応急診療費と、２６５ページの妊婦健診、また耳鼻科健診

についてもお聞きしたいと思います。 

 まず、休日・夜間診療についてですけれども、この休日・夜間診療については、課長の答弁でも、区

民の医療不安を解消し、区民の命を守る目的で行っていて、非常に重要な事業だと述べられております。

私、この事業が医師会の先生方の使命感に支えられて継続できているのだということを思っているわけ

ですけれども、昨年の決算特別委員会でも、患者数が平成１１年のときに４,５７８人から、平成２８

年には１万２,６６０人と約３倍に増えているということで答弁をされております。委託料増額につい

ては医師会からも毎年要望が出され、私たちも懇談でお伺いしておりまして、この議会でも求めてきた

ところですけれども、区としては、委託料の増額については検討をされているのでしょうか。また、さ

れているのであれば、その中身についてもお聞かせください。 
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 そして、この委託料については、人事委員会の公務員給与の勧告を参考にして定めていると述べられ

ておりますけれども、具体的にこの中身がどういうものなのか、休日診療のドクターとか看護師などの

時給の勧告が、こういう中でも出されているのかについてもお聞かせください。 

○川島健康課長  休日診療のお尋ねにお答えいたします。委託料の増額の検討ということがまず１つ

今ございました。これはこの後の質問ともつながるのですけれども、実際の看護師の給料の勧告という

ことではないのですけれども、人件費が人事委員会勧告の行政職の水準よりプラスかマイナスかという

ような勧告が出たところのものを参考にして算出しているものであるということで、それが平成１４年

以降しばらくマイナス勧告が続いていたと、ここ 近、プラス勧告は出ているのですけれども、相対的

に過去と比べましても、まだ実態的にプラスには至っていないというような見方を私どもさせていただ

いて予算編成をさせていただきました。当然、今回の予算においても委託料は据え置きというような形

で予算の案を出させていただいているところでございます。 

○鈴木（ひ）委員  ということは、このドクターや看護師などの給料は、一番初めのときから公務員

の給料が上がっていないためにこれも上げていないという、勧告を参考にしているというのは、ただ公

務員給料が上がっていないということだけの参考ということでいいのでしょうか。 

 それから、本当にドクターの負担ということでは、３倍も患者が増えているわけですから、かなり負

担が重いというのが実態だと思うのですけれども、ここら辺についてどう考えられているのかというこ

と。それから、荏原医師会のドクターとの懇談のときにも、いただいた資料の中で、実際に区から出さ

れている委託の単価と、医師会がそのときに仕事をされたドクターや看護師などに支払っているお金の

差額がかなり大きくて、初療のときは１万２９５円、準夜では２万７,０５１円、１回当たり３

万７,３４６円も医師会のほうで負担をしているということでお聞きしているのですけれども、それが

チームで年間６４回やるとなると、数百万円という規模で医師会の負担を増やしているということにな

ると思うのですけれども、こういう実態は区としては把握をされているのでしょうか。この医師会の負

担についてはどう考えられているのかについてもお聞かせください。 

○川島健康課長  今の 後のほうの医師会で数百万円追加しているというのは、そこの実態は私ども

わかっていないところではございますが、ただし、お休みの続くときですとか、そういうときに医師を

探すのが大変で、その追加費用負担を出したりとかというのはお話は聞いていたところでございます。 

○鈴木（ひ）委員  実際これは私たち、多分、ほかの会派もいただいている資料だと思うのですけれ

ども、これだけたくさんの負担をされているということについては、ぜひ区としても実態をつかんでい

ただきたいと思います。 

 この休日や祝日、また夜間、そしてゴールデンウィークだったり、年末年始だったりというところで

ご苦労いただいているわけですけれども、医師会の先生方もご自身の医療機関での診療以外に休日・夜

間診療をしていただいているわけですね。そういうところからすると、労基法の第３７条では、休日に

労働された場合の割増賃金ということで発生すると思うのですけれども、その割増賃金は１３５％にな

るということで言われていますけれども、前回ご答弁いただいた中に８時間で割り返すとドクターで言

えば時給１万円、看護師で言えば２,０００円、事務で言えば１,５００円という時給になるとあったと

思うのですけれども、これそのものは、この休日労働の割増賃金ということで出されているものなのか、

そのことについてもお聞かせいただきたいと思います。 

○川島健康課長  当然、休日の仕事ですので、１３５％の割増かというところで言えば、それに見

合った単価ということで算出しているものでございます。 
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○鈴木（ひ）委員  そうしますと、これは一般のドクターがいろいろなところでお仕事されるときの

賃金よりもかなり低い金額になるのではないかと思うのです。では、１３５％のもともとの１００％は

いくらになるかということで計算すると、ドクターで言えば７,４００円、看護師で言えば１,４８０円、

事務で言えば１,１１１円という額になるのですけれども、この額は一般で看護師またドクターがどこ

かで雇われていくときに、非常勤でもどこかで仕事をされるときの時給よりも、これはかなり安い金額

になるのではないかと思うのですけれども、そういうところをどう考えられているのか。本当に区でこ

れだけ休日、しかも皆さんが一般的に働いた上にやっていただく、そういうところからすると、この賃

金は一般のところからしても安いという認識についてはどうでしょうか。 

○川島健康課長  本当にお忙しい中でお休みのところで一生懸命区民のために従事していただいてい

るというのは、本当に感謝するところではございます。ただ、それに対しての報酬、今お話にありまし

た８時間で８万円というのが高いか安いかというところではございますが、この事業全体を見まして

も、１億円を超えるような事業規模のものでございますし、委託料の算出も慎重にやる必要があるとい

うふうに考えてございます。 

○鈴木（ひ）委員  私は、一般のところから比べてもやはり安い金額で休日や夜間のところまで働い

ていただいているというのは、やはりこれだけ大事な事業だと区も認めて継続をしていきたいと、これ

がなくなったら本当に大変なことになりますので、そういう意味では、なくてはならない診療だと思い

ますので、それを継続させるためにも、本当に周りのドクターや看護師などの賃金も研究していただい

て、せめて一般並みに、そして１３５％というふうなところも考えて、ぜひ増額を求めたいと思うので

すけれども、いかがでしょうか。 

○川島健康課長  今言われたようなお話もございまして、インフルエンザの流行期等の体制を強化す

るということで、医師の数を増やせるような形で、当初１０日分の予算措置をしていたものも、平

成２９年度からは１３日分という予算措置をしておりまして、ピークの部分の大変さを少ししでも薄め

ていただけるようにというふうな努力は私どももしているところでございます。 

○鈴木（ひ）委員  私が申し上げているのは、基本的なドクターの委託料が安過ぎるのではないかと

いうことで申し上げていますので、そういう一般的なドクターの賃金、看護師の賃金、そういうふうな

ところもぜひ調べていただいて、それに見合った形での増額というところで、ぜひ検討をいただきたい

と思います。 

 次に、妊婦健診ですけれども、品川区で妊婦健診の無料化ということで助成をされておりますけれど

も、全体の助成額が幾らになるのかということと、実際にかかる健診費用がどうなのかということも把

握していたらお聞かせください。 

○川島健康課長  妊婦健診の全体にかかる費用は人によって違う部分があって、助成額ということで

言いますと、１回目が９,６８０円の助成、２回目から１４回目が５,１６０円、超音波検査

が５,３００円、子宮頸がん健診が３,４００円という形で助成をしているところでございます。 

 こちちは保険診療ではないので、医療機関によって、または人によって検査等の内容が違うので、そ

の金額も一概には言えないところでございます。 

○鈴木（ひ）委員  それぞれの医療機関によって確かに差がありますので、一概には言えないのです

けれども、大体全体で助成しているのが１４回分で７万円くらいになると思うのですけれども、それに

比べて、実際、私、これだけではとても足りないのですという声をお聞きしました。 近出産された方

に伺ったのですけれども、まず初めに受診されるときに、妊娠かどうかというふうなところはまだ券を



－48－ 

もらっていませんので、そこは全額自己負担になるということで、約２万円ちょっとかかるというのが

相場だというふうなことで聞きました。それから、券をもらっても、毎回その券だけで済むということ

はなかなかなくて、毎回２,０００円くらいはオーバーしてしまう。さらに超音波、血液検査、そうい

うものがさまざま入ってきて負担が増えて、中期、そして後期、ここのところではしっかりとまた検査

もするので、プラス１万円ずつかかるということで、その方は区でいただいていた妊婦健診の受診券に

加えて、プラス７万円以上かかった。さらにお産で、出産一時金は４２万円ですから、東京では平均

で５８万円かかると言われていますけれども、その差額でも１６万円になるわけです。そういうことか

ら考えると、子どもを産むことそのものに健診と出産でかなりお金がかかるという状況になっていると

思うのです。そういうところで言えば、私は妊婦健診は基本的に無料で受けられると、そういう方向

で１４回の券の助成が出されたと思うのですけれども、そこの考え方と、それから実態に合わせてこの

妊婦健診の費用を、多分７万円で済んでいる人はほとんどいないと思うのです。ここのところの増額を

求めたいと思うのですが、いかがでしょうか。 

○川島健康課長  今の妊婦健診の助成の仕組みは、五者協という形で都全体で枠組みを決めているも

のでございまして、先ほども申しましたとおり、それぞれ検査の内容も違いますし、医療機関によって

も違うということで、区で何か上乗せの助成をするというのもなかなか簡単にはいかないというところ

で、現状、検査費用の負担を軽減するというようなところで言うと、超音波検査の回数を上乗せして助

成しているところはございますが、なかなか五者協の枠組みの中で検討してやって、都全体で考えてい

くものなので、品川区独自に無料にするなどということは非常に難しいというふうに認識してございま

す。 

○大沢委員長  次に、西本委員。 

○西本委員  まず１つ目は、２７１ページの感染症対策事業の中で、これは新型インフルエンザ対策

です。感染の対策、これはおそらく危機管理につながってくるのではないかと思っているのですが、こ

ういう事態になったときに、どのような指揮系統で指示を庁舎内、そして関係部署に伝えて対策がとら

れているかの確認をいたします。 

 そして多分、予防にはマスクが使用されると思うのですが、ウイルスでありますと、１から０.１マ

イクロメーターと非常に小さいのです。それらが通過できないマスク等々が必要だということで、厚生

労働省の指導においては、備えとして一般家庭でも１人２０枚から２５枚の備蓄が必要であろうと。そ

して、東京商工会議所においては、従業員に対して１人１日１枚の関係で、８週間の流行期間を考える

と、備品は５６枚必要とされるということの啓発をしているのですが、それらを含めて品川区の現状は

どうでしょうか、お聞きいたします。 

 ２つ目は、２７３ページの環境保全事業。これはいつも確認させていただきますけれども、庁舎内の

ＬＥＤの進行状況がどうであるのか。また、企業はここに助成金があって推進しているというのはわか

りますけれども、一般の区民の方々への周知が必要になってくるだろうと思いますが、それの進捗状況

をお聞きいたします。 

 ３つ目は、２８５ページの事業承継支援事業です。これの実績と、どういう課題がどう考えられてい

るのかお聞きします。 

 そしてまた、その中にあります働き方改革です。これはプレス発表を見ますと、１つは、事業所内の

育児施設整備助成、これは前からやっておられると思いますが、これは非常に評価しておりまして、こ

れも進めていただきたいと思いますが、今回、新規に上がっております短時間勤務、フレックスタイム
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制等々を就業規則に加えたというところで、１０万円の交付となっております。短時間勤務とかフレッ

クスタイムはいろいろなところでもう既にやっていると思うのです。それに対して新たに１０万円を交

付するというのはどういうことなのだろうか。職種によってもこれが適用できるものと適用できないも

のがあるわけでございますので、そうなると、平等性に欠けるというふうに私は感じるのですけれども、

この事業に対してのお考えをお聞きします。 

○舟木保健予防課長  新型インフルエンザ対策について、私からお答えいたします。 

 新型インフルエンザ対策につきましては、平成２３年に区の行動計画を立てておりまして、特措法の

成立後、平成２６年３月に実際に対策行動計画を策定しております。 

 区では、それに基づきまして、備蓄等を進めております。また、その中で区民の方が常備すべきこと

は載せてありまして、そのときには周知等いたしました。また、訓練等も職員等をはじめ従事する者に

ついては、年に一度、実際に防護服の着脱ということでやっているところでございます。 

 マスクの備蓄についてですが、今年度も新型インフルエンザ対策ということで備蓄しておりまして、

ゴムの製品なので、入替えをしながら順次備蓄しているところです。今年度につきましては、マスクに

ついては８００枚という形で購入しております。 

○米田危機管理室長  今、保健予防課長からありましたのが対外的な対策でございます。庁内におき

ましては、新型インフルエンザ等業務継続計画に基づき、保健所を全体的に支援するということで、危

機管理室が中心になって全体の業務体制を担っていくというようなことでございます。 

 私どものマスクの収集につきましては、継続計画の中に必要枚数３０万枚ということになっておりま

して、毎年一定程度の買替えを行っているものでございます。 

○立川経理課長  庁舎のＬＥＤ化のご質問でございます。昨年度と今年度をかけまして、第二庁舎の

ＬＥＤ化が完了したところでございます。 

○小林環境課長  家庭部門におけるＬＥＤ化に関する周知あるいは啓発等に関するご質問でございま

す。まず、住宅用のＬＥＤ化に関する助成につきましては、住宅課におきまして、住宅改善工事助成

の１メニューとして助成を行っているところでございます。 

 また、現在、新たな環境に関する計画策定、環境基本計画の素案が今完成したところでございますが、

ここの中でもＬＥＤ化についての周知等々について記載をして、より周知に対して前進した形としてお

示ししたところでございます。 

○山崎商業・ものづくり課長  事業承継事業の実績としましては、２年目に入っております。事業周

知のためにセミナーを年６回、これは延べ１１９名に参加をしていただいております。 

 それから、専門相談としまして、こちらも各事業所に専門相談員を２１社２１回派遣をさせていただ

いております。 

 それから、後継者塾としまして、事業を譲られる方の集中セミナーということで、２６人集めまして

実施をさせていただいております。 

 課題としましては、こうした事業を通じて、いわゆる廃業をいかに食いとめる効果が発揮できるかと

いうようなことはこれから見ていかなければいけないなというふうに思っているところでございます。 

 それから、働き方改革でございます。こちらは働き方改革にこれから挑戦していただくといいますか、

導入をしていただくためのインセンティブという意味で制度をつくっています。例えばフレックスタイ

ムの導入ですとか、そういった短時間の部分につきましては、１つの例示で、働き方改革の改善という

意味と、それから休み方の改善ということで、いろいろお休みを取りやすく、あるいは諸々のお休みの
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制度をつくるとか、そういう両面で制度改革を行った企業に対して、インセンティブとして補助金をお

渡ししたいというふうに考えているところでございます。 

○西本委員  マスクの件は確認だけです。これはウイルスがかなり小さいので、それに対応するもの

の備蓄という認識でよろしいでしょうかということです。また、危機管理室との調整は非常に大切だと

思っておりますので、そこをしっかりお願いしたいと思っております。 

 そして、ＬＥＤの件は、あまり時間がありませんので、それに向けて区民の方々に周知を今後積極的

にお願いしたいと思っております。 

 事業承継でございますけれども、いろいろな助成金があって、例えば先ほども出ていました冷蔵庫、

そういう備品等々の助成金等ありますけれども、それよりも大切なことは、人づくりではないかと思う

のです。どれだけ後継者の方が、自分の親なのか、いろいろあるかと思いますけれども、事業に対して

将来性を見出してということだと思いますので、そちらのほうが一番大切だと私は思っているのです。

そこの対応をこれからどうされていくのかということ。 

 それと、確かに働き方改革をいろいろやりますということなのですが、ただ、中身をきっちり見てい

かないと、これは当たり前だと思うのです。そこに税金を使って報償金というのはどうもそれはおかし

いのではないか、もっと違う方法で推奨することのほうがいいのではないかというふうに思いますが、

いかがでしょうか。 

○山崎商業・ものづくり課長  事業承継のほうは、後継者塾などを通じて会社理念を考えていただく

など、譲られる方と譲っていただく方、双方に働きかけるようなこともやらせていただいております。 

 それから働き方改革につきましては、やはり中小がなかなか適応できないという状況の中で、インセ

ンティブを何か１つというようなことでございます。 

○大沢委員長  次に、本多委員。 

○本多委員  ２６１ページの健康ポイント事業運営委託等、２７９ページの品川区清掃事務所、住宅

宿泊事業者への適正な廃棄物排出指導、２７３ページのそ族昆虫防除対策費、いずれも質疑が出ており

ますので、極力重ならないように注意していきたいと思います。 

 初に、健康ポイント事業なのですが、健康ポイント制度の導入ということで、４０歳以上の方が区

内には約２１万６,０００人いらっしゃいます。定員１,０００人、それ以上は抽選ということで、答弁

では、まずは平成３０年度、１,０００人から始めていくということなのですけれども、対象になる方

のあり方です。健康づくりに無関心な層を、狙いがきっかけづくりということですから、まず

は１,０００人からスタートということで、それは本当に歓迎するところですが、以前、石田秀男委員

が、他自治体の例で、オール市民での取組みを事例に挙げて、この品川区においてはオール区民での取

組みはどうかという提言もありましたが、その視点、平成３０年度は１,０００人からスタートすると

いうことで理解しました。いずれ健康寿命を考えていくに当たりまして、オール区民という視点につい

て、どのように着眼しているかだけ教えてください。 

○川島健康課長  今、オール区民ということで、私どももより多くの区民の方にこの事業に参加して

いただければということで、まずは１,０００人という、先ほどもお話ししましたとおり、定

員１,０００人が充足されるようにということをまず努力してやっていきたいということ。 

 それから、私どものほうでも１回やってみて、ノウハウ等を持つことができましたら、この数を増や

していくというところ、当然頑張ってやっていきたいというふうに考えているところでございます。 

○本多委員  よくわかりました。運動を始めるきっかけですとか、継続期間、区切りについいて、こ
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のポイント制度、１,０００人で、これは単年度で考えているのだと思うのですが、４つの分類があり

ます。歩数、改善、継続、健診と、４種類ありますけれども、お一人の方がこのポイント制度を始めて、

区切りといいますか、期間はどのように考えているのか。１年間のうちの年度内で１,０００人が終わ

るということだと思うのですが、その区切りです。いずれはポイント制度が終わっても、やはり生涯、

健康について考えてもらうことが狙いだと思うので、まずその区切りについてどのように考えているの

か教えてください。 

○川島健康課長  事業の区切りということでございます。平成３０年度の実施期間が１１月から２月

までということで４カ月ということになっております。ただ、これは確定ではございませんで、新年度

に入ってから事業者が決まって、速やかに準備ができれば、また１カ月、２カ月と前倒しにはできるの

かと思っているところですが、今は安全策をとって４カ月の実施ということになっております。その次

の年になりますと、半年間を実施期間として見ていきたいというふうに考えておりまして、それを回し

ていって多くの方にやっていただくということを狙っているものでございます。 

○本多委員  まず、平成３０年度の成功を祈っております。 

 日本人の傾向として、寿命は長いですけれども、要介護度の割合などが高いため、健康寿命はそうで

はないという視点もありますので、こういった１つ１つの事業が実を結ぶことを願っております。 

 次の質問ですが、民泊の廃棄物排出指導ですけれども、議決を経まして、予算に関する運用などにつ

いて確認したいと思うのですが、品川区保健所の実施運営に関するガイドラインでは、家主不在型で事

業を実施する場合、管理業務を委託することとしていますが、この住宅宿泊事業者の捉え方、委託を受

ける者、連絡や指導の形づくりについて教えてください。 

○井浦生活衛生課長  住宅宿泊事業につきましては、法律そのものの定めがございまして、家主が居

住する、あるいは不在になるというようなことがわかっている場合については必ず管理者を置かなけれ

ばいけないという括りになってございまして、必ず家主か管理者が常駐するということが前提として法

律そのものが構築されていますので、それに基づきまして、私ども、区としてのガイドラインをこのよ

うな形でお示ししているというところでございます。当然、住宅の宿泊事業でございますので、事業全

般についての管理者については、建物の現場等々、宿泊客の管理、宿泊施設の管理という形で、家主に

代わって行っていただくということを想定しているところでございます。 

○本多委員  届出等でありまして、そういった取り決めがあるということは承知はしておりますが、

それで、廃棄物の処理所管の部署との線引きを確認したいと思うのですけれども、ガイドラインでは、

廃棄物処理所管部署では、「区は、事業者から発生する廃棄物の処理に関する事項が発生した場合は、

事業者に対して適正処理を行うよう指導するとともに、必要に応じて、清掃事務所と連携の上対応す

る。」ということなのですが、これはやはり区の部署の中での線引き、例えば、届出以降は清掃事務所

が担当なのかと思ったのですが、責任の所在というのでしょうか、その辺についての線引きを教えてく

ださい。 

○井浦生活衛生課長  まず、届出住宅の申請につきましては、一義的に保健所の生活衛生課で対応い

たしまして、受理までを行います。その中で事業系のごみとして排出していただくということになりま

すので、清掃事務所の事前の指導に基づきまして、届出住宅申請者に対して私どもから指導を申し上げ

るというような流れを考えているところでございます。 

○工藤品川区清掃事務所長  私ども清掃事務所としましても、廃棄物の処理の指導という部分をやっ

てまいるということでございます。したがいまして、保健所生活衛生課とは情報を共有しまして、連携
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して取り組んでいくということでございます。 

○本多委員  わかりました。すみません、もう１つだけ聞かせてください。 

 手の届かないケースの対応です。清掃事務所の範囲を超えたと思われるような場合、例えばガイドラ

インでは、関係機関の一覧が載っておりまして、先ほど来、ご答弁でも出ておりましたポータルサイト、

住宅宿泊事業等制度コールセンターと、あと、さまざま建築士事務所協会から、警察、消防、税務署、

本当にありとあらゆる関係機関の一覧が載っているのですけれども、その清掃事務所の範囲を超えたと

見られるようなケースには、この関係機関一覧が窓口というふうな認識でよろしいのでしょうか。 

○工藤品川区清掃事務所長  私ども一義的に、ごみの排出につきましてしっかり指導するというのが

一番でございますけれども、やはり周辺からのいわゆる苦情や相談等が、どこに情報が寄せられるかと

いう部分がはっきりしておりませんので、そういった意味で、保健所生活衛生課または他部署と観光庁

等と連携を図っていくということでございます。 

 ごみ出しの件といたしましては、例えば不法投棄等がございました場合には、廃棄物処理法の違反と

いうことになりますので、警察等との連携をとりながら対応を図っていくということでございます。 

○本多委員  あらゆることを想定して、そういう心構えがあるということが確認できましたので、よ

くわかりました。ありがとうございました。 

 それでは、次の質問、そ族昆虫防除対策費ですが、蜂については、スズメバチ、アシナガバチと、こ

ういうことを対応していきますという質疑がありましたけれども、まず一般的に、駆除してほしいとい

うニーズに対して、その手続について教えてください。 

○井浦生活衛生課長  そ族昆虫防除対策費についての蜂の巣の撤去でございますが、まず一番多いの

が電話による私どもの窓口へのお問い合わせといいますか、蜂の巣が庭先にできていて不安なのでどう

したらいいでしょうか、というようなところから始まるというところがメインでございます。私どもの

委託している業者に連絡いたしまして、専門の業者が現地に向かいまして、撤去等を行うというような

流れでございます。 

○本多委員  一般的にはそうだと思いますが、急を要するときに、区内外でいろいろな蜂に対するト

ラブルや事故も起きておりますけれども、通常の巣を撤去してくださいというときは難しくないと思う

のですが、急を要するときとか、そういったときの対応については、どのような対応を考えていますで

しょうか。 

○井浦生活衛生課長  急を要するときも含めまして、委託契約の中で緊急対応というような形では専

門業者にやっていただくというのが原則としてございます。また、場合によっては、保健所の職員が自

ら蜂専用の殺虫剤を持っていきまして現場で行うというようなこともございます。 

○本多委員  急を要する場合もしっかり対応していただきたいと思います。以前、空き家に蜂の巣が

あって、ちょうど幼稚園の目の前だったのですけれども、急を要するときに、なかなか行政では、ニー

ズは十分わかっているけれども、空き家で持ち主が不在ということで対応ができないというようなこと

がありましたけれども、そういったケースは、まだやはり課題が残っているのでしょうか。 

○井浦生活衛生課長  まず、あくまでも蜂の巣が存在しているそこの敷地の所有者の要請によって行

うというところが一義的にございますが、状況全体を判断した中で、委員ご指摘のような緊急事態等に

ついては、可能な限り適切に迅速に対応したいと考えてございます。 

○本多委員  いろいろ制約があると思いますので、できる範囲での柔軟な対応をお願いいたします。 

 後に、シロアリは、通常、発生してもいろいろな駆除や対応の仕方がありますけれども、それの昨
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今の現状ですとか、ヒアリの危機管理とか、そ族昆虫の対策について全般的に、その辺の心構えについ

てお聞かせください。 

○井浦生活衛生課長  私ども、まず一義的には感染症の対策というところがございます。また、健康

被害の防止という目的もございます。そのような中で「品川区ねずみ族、昆虫等の防除および消毒等の

業務実施要綱」が定められてございますので、その中で、適切、迅速に対応するように努めているとこ

ろでございます。また、ヒアリのように外来生物の場合については、環境省所管というところもござい

ますので、環境課の対応というような形での庁内での連携を図っているところでございます。 

○大沢委員長  次に、塚本委員。 

○塚本委員  私からは、２６９ページの胃がん内視鏡検診、それから２６１ページの健康ポイント事

業運営委託等、これは今もありましたけれども、がんの受診率向上に絡めてご質問したいと思います。

それから、２８５ページ、産業活性化推進事業ならびに２８７ページの産学連携推進事業についてお伺

いしたいと思います。 

 初めに、胃がん内視鏡検診ですけれども、今年から始めていただけるというところで、大変に歓迎を

しているものでございますけれども、まずこの事業の内容についてなのですが、５０歳以上の偶数年の

方ということで、２年に１回の検診となっております。バリウムのほうは４０歳以上で毎年ということ

になっていますけれども、もちろんこれ、バリウムか内視鏡かどちらか一方を選んで、その年の検診を

するものだというふうに認識しておりますので、この胃カメラのほうは２年に１回で十分であると、が

ん検診として大丈夫なのだというところの確認を１つお願いしたいと思います。 

 それから、内視鏡の検査は、鼻とか口とかもありますし、睡眠導入剤というか、眠らせてやる場合と

か、検査のいろいろなやり方の微妙な違いがあると思うのですけれども、特にこの検査を受ける上では、

こういうやり方でなければだめとか、そういうことがあるのかどうか。ちょっと細かいところですが、

お伺いしたいと思います。 

○川島健康課長  胃がん内視鏡検診につきましては、２年に一遍という形で国のほうの指針にも定め

られておりまして、それで十分な死亡率減少効果があるということで、それに沿った形での検診の実施

になります。 

 それから、内視鏡は鼻からのものと口からのものと、今回は両方導入するような形で準備をしており

ます。医療機関によって変わってくるのですけれども、どちらもできるような形で準備をしております。 

 それから、今お話のございました睡眠導入剤というか、そういった形の取扱いにつきましては、多分、

医療的な行為の範疇に入るということで、区の検診としては取り扱わないというような形で考えてござ

います。 

○塚本委員  今、睡眠のほうは取り扱わないと。私も１回経験があるのですけれども、別に特別そう

いうことがあるということを知らないで胃カメラ検査に行ったら、いつの間にか眠らされて、気がつい

たらもう終わっていたということがあったのです。こういうものは事前に何かチェックされるというか、

そういうものは受けてはだめとか、これを受けていく中でどういうふうにされるものなのでしょうか。 

○川島健康課長  今のお話、今回の区の検診の導入に当たっては、オプションというのでしょうか、

そういった部分はないというようなことがお答えになるかと思います。多分、医療機関によって、患者

の状況によっては、恐怖心があるですとか、そういった方にはそういう対処をされている場合もあるの

かというところですけれども。 

○塚本委員  そうすると、少ししつこくて申し訳ないですけれども、仮にそういう眠って受けてし
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まったりすると、この助成が受けられないとか、そういう事態になってしまうということでしょうか。 

○川島健康課長  委員がおっしゃるような話は、そもそも区がやり方を決めて契約をして実施すると

いう形になりますので、それから外れた形のものは区の検診では取り扱わないというようなことになり

ます。 

○塚本委員  わかりました。すみません、ありがとうございました。 

 そうすると、今年度当初予算としては、どれぐらいの方が胃がんの内視鏡検査を受けられるというふ

うに見込まれていらっしゃるのかというところと、バリウムは結構嫌だというか、飲みにくいという方

もいらっしゃるし、バリウムで要検査になると、結局、胃カメラということになるというところから、

結構内視鏡のほうに流れていくというか、こちらのほうの需要が増すのではないかというような思いも

あるのですけれども、今言った受診施設の状況や、また予算についてのそういったところの予想、当初

見込みとの兼ね合いをどのように考えているかお聞かせください。 

○川島健康課長  ５０歳以上で偶数年齢の方というところでいって、さらにこの検診の対象になる人

口を割り出したものが、大体４万６,０００人ということになっております。今、バリウムだと３％

少々ぐらいの受診率なのですけれども、今考えているのが、当然、受診率は上がるだろうということで、

大体６.７％くらいかというようなところで、そうすると、ちょうど３,０００人という切りのいい数字

になりますので、こちらでまずやらせていただきまして、もし大変好評でお金が足りなくなったときに

は、当然、補正を組むなどの形で対応させていただきたいというように考えております。 

 それから、バリウムにつきましては、やはり胃の中を直接画像で見る内視鏡に比べますと、その辺の

精度といいますか、やはり検診の質が違うというようなところもございますので、当然、今おっしゃっ

たとおりのバリウムから内視鏡に流れる方もかなりいるのではないかというふうに予想しているところ

でございます。 

○塚本委員  ここから健康ポイント事業運営委託に絡めてお伺いしたいのですけれども、がん検診だ

けではありませんが、特定検診とか、こういったものを受けると、健康ポイントが１,０００ポイント

つくということで、いわゆる受診率向上へのインセンティブということでのお考えがあるのだというふ

うに推察いたします。 

 当初は、これまでも質疑がありましたとおり、１,０００人からのスタートというところでございま

すが、受診率向上に向けての健康ポイント制度とのインセンティブの有効性を、費用対効果をもちろん

考えなければいけないと思うのですけれども、今後どのように展開していくお考えなのかということと、

健康ポイントにがん検診の１,０００ポイントというところでは、リスク検診、品川区では胃がんリス

ク検診をやっておられますけれども、ほかにも民間ではいろいろながんのリスク検診が 近出てきてい

るようで、そういったものについてはポイントとしてどのように考えていくのかというところでお伺い

します。 

○川島健康課長  健康ポイント事業におけるポイントの加算のいろいろな方法があるというようなと

ころで、検診を受けた方にポイントを加算するということで、例えば区の特定検診を受けた方ですと、

多分、名簿か何かでデータをいただいて、一斉に加算するような形が多分こちらでとられるのかという

ことで、もし職場で受けた場合は、その結果表を持ってきていただいて、それで加算するなどという作

業になるとは思うのですけれども、いろいろな工夫ができるのかと考えているところです。 

 今の、例えばがんのリスク検診というようなところでの加算の話なのですが、これは考え方にもなる

のですが、国が自治体がやるべき検診と位置づけた５つのがんの検診、それらの加算だけをしたいとい
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うふうに、今、私ども考えているところでございます。 

○塚本委員  受診率向上にうまくインセンティブとして働いていくような形での健康ポイントの事業

の運営も、今後とも検討し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。 

 次に、２８５ページの産業活性化推進事業と、２８７ページ、産学連携推進事業等も絡む形になるか

と思いますけれども、今、ＦａｂＬａｂ（ファブラボ）という、マサチューセッツ工科大学のアウト

リーチ活動が発端で始まって、いわゆる街中でいろいろな工作機械を、３Ｄプリンタとか、こういった

ものを揃えて、その工房、ワークショップ的なものが行われていて、掲げているスローガンとしては、

ほぼ何でもつくる工房を目指すと、こういうことで日本の各地にもこういったものが今でき始めてい

て、２３区では、大田区、世田谷区、渋谷区というようなところでの活動も始まっているようでござい

ます。個人が自らの必要性や欲求に応じて、自分たち自身でものを自由自在につくる、ある意味そうい

うものを目指すというところで、そういった活動があるのですけれども、品川区でもこういった活動が

始まってきている部分があるかと思いますが、今、品川区として、ＦａｂＬａｂの活動の現状をどのよ

うに把握されておられますでしょうか。 

○山崎商業・ものづくり課長  ＦａｂＬａｂの関係につきましては、周辺自治体の状況などは把握し

てございます。品川区におきましては、少しＦａｂＬａｂとは形式が違うのですけれども、品川産業支

援交流施設に工房がございまして、そちらのほうでは、３Ｄプリンタ、カッティングマシンなどによっ

て、いろいろな企業の方、あるいは個人経営の方も含めて、いろいろなものづくり、形に変えて、自分

たちのつくりたいものをつくっていくのだというような活動はさせていただいております。 

 ＳＨＩＰの構想を練ったときに、ＦａｂＬａｂの話も実はありました。ＦａｂＬａｂのＦａｂはもの

づくりの「fabrication」と「fabulous」の楽しんでしまおうというワークショップの交流の部分が両

方メインで、そういう思考のものなのですけれども、そういうことと、品川区としましては、臨海部の

ほうに都立の産業技術系の公設のしっかりした工房がありまして、そちらとＦａｂＬａｂのちょうど中

間あたりを私どもの施設は狙いまして、中小企業の試作ニーズにも応えるフロアにしようではないかと

いうことで、先ほどのワークショップの楽しむ部分と、中小企業支援の両方の意味で、今、活動を開始

しているというような状況でございます。 

○塚本委員  品川区にも中延四丁目か、中延駅の近くにこういった拠点ができ始めていて、活動され

ている方々がいらっしゃったりするのです。いわゆるつくったものをみんなでシェアする、いろいろな

各地のＦａｂＬａｂとネットワークを結んで技術をお互いに公開したり、必要を資機材を取り寄せあっ

たりして、非常に新しい形のものづくりの産業として注目すべきものかとも思っております。 

 産業活性化推進事業の目的には、区内中小企業を取り巻く環境が大きく変化する可能性がある中、現

状や新たなニーズの把握など、中小企業支援の新たな展開を図るというふうに目的としてなっておりま

すけれども、こういうＦａｂＬａｂの今後の中小企業支援の政策の中の位置づけとして、かなり検討す

べき点もあるのではないか、注目すべき点があるのではないかというふうに思っておりますが、その点

についていかがでしょうか。 

○山崎商業・ものづくり課長  ものづくりですので、３Ｄプリンタを使った金属あるいはプラスチッ

クの固いものだけではなくて、ものづくりには、やわらかい革製品のレザーをいろいろカットしてつ

くっていくとか、そういうような意味合いもございます。そういう意味では、先ほどの大崎の施設の前

に、品川区では武蔵小山に女性の起業支援を特徴とした創業支援センターなどにおきましては、そうし

たものづくり系女子といいますか、そうした思考を持っている女性の方々も結構います。そういう方々
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を例えば大崎の工房などで、もう少しコミュニケーション主体のＦａｂＬａｂ的な使い方も、今後、仕

掛けていく必要があるかなということと、それから、委員も例示されていたネットワークの中にうまく

入り込んでいって、いろいろなエリアの特徴を生かしながら相乗効果を生むような新しいものづくりの

形といいますか、そういったものも模索していく必要があるかというふうに思っております。 

○塚本委員  あと、産学連携推進事業、こちらも次世代の人材育成というようなことが１つの大きな

眼目かと思います。こういったことについても、ＦａｂＬａｂ等は非常にワークショップ的なので、

ちょっと興味のある方が学ぶというような場としても使える場面があるかと思いますが、その点につい

ても 後に一言ご答弁いただければと思います。 

○山崎商業・ものづくり課長  私たちの施設、それから民間のフィールド、それから大学のほうにも

結構すばらしい環境が整っていたりというようなことがありますので、いろいろな持ち味で相乗効果を

生んでまいるような連携をとりたいというふうに思ってございます。 

○大沢委員長  次に、大倉委員。 

○大倉委員  私からは、２７８ページ、清掃費に関連して、都市鉱山からつくるみんなのメダルプロ

ジェクト、２８９ページ、商店街活性化推進事業で、商店街のアプリの活用について伺いたいと思いま

す。 

 都市鉱山からつくるみんなのメダルプロジェクトは、東京都が行っている東京２０２０オリンピッ

ク・パラリンピック競技大会で使用する約５,０００個の金・銀・銅メダルを、全国各地から集めたリ

サイクル金属で製作する国民参加型のプロジェクトということで、国民が参画し、メダル製作を目的に

小型家電などの回収を行い、集まったものから抽出された金属でメダルの製作を行うプロジェクトとい

うことで、東京２０２０大会が初めてとなるということで、今、品川区が、このプロジェクト参加自治

体というのがありますが、入っていると思いますが、入っているかの確認と、もし入っているのであれ

ば、どこでどういった取組みをされているのか、どのくらい回収されているのか、またいつまで行って

いるのか、この取組みの状況について教えていただきたい。 

 それと、アプリの活用については、今現在まで行ってきた商店街で買い物支援の取組みがあるかと思

いますが、どういったところが、何商店街がどのように内容を取り組んできたのかと、また、どうして

そういった取組みをしてきたかの経緯、現在の状況について教えてください。また、そのときの課題に

ついてもあわせて教えていただきたいと思います。 

○工藤品川区清掃事務所長  メダルプロジェクトのお問い合わせでございます。私ども品川区、昨年

の４月から組織委員会がやっておりますメダルプロジェクトに参加しているということでございます。 

 拠点でございますけれども、３１カ所の拠点回収で、小型家電の回収をしておりまして、その中で周

知をしているというのが１つでございます。 

 また、品川区役所の２階、また、オリンピック・パラリンピック準備課のほうにも設置しておりまし

て、２月には２カ所の体育館、戸越体育館、総合体育館のほうにも、今、設置をさせていただいている

ところでございます。 

 メダルの回収量ということでございますけれども、現在、１２月時点で１００ｋｇ集まってございま

して、前年度でトータルで１００ｋｇ少しだったというところでございますので、前年度よりも多く集

まっているという状況でございます。 

 いつまでかというところのお問い合わせでございますけれども、組織委員会、東京都のほうに問い合

わせたところ、メダルを５,０００個つくるということで、今、プロジェクトが進んでいるわけでござ
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いますけれども、回収量等はまだ公にできないと私ども確認したところなのですけれども、概ね平

成３０年度をもって終了する予定だというふうに聞いているところでございます。 

○山崎商業・ものづくり課長  商店街の買い物支援というようなことでございます。品川区の場合、

もともと１００を超える商店街が区内各所にございます。したがいまして、ご自宅から買い物に行く際

には、どこかの商店街が必ず近隣に立地しているというようなことが前提でございますので、特に外出

支援のための買い物支援という部分については、形になって対応しているということはございませんが、

例えば大型スーパーでは、ネットで夕飯のお買い物などをお買い求めになるような形態が段々当たり前

になってきておりますので、買い物支援なのか、商店街のほうの新たな手法による販路拡大といいます

か、そうしたようなことでいろいろ事業者からの提案を受けながら、商連と連携しながら検討している

ような状況はございます。 

○大倉委員  メダルプロジェクトのほうですが、いろいろご説明ありがとうございました。参加した

理由について伺いたいのと、また、今いろいろ回収されている中で、周知の方法というか、ごみの回収

という視点なのか、もしくは、みんなで参画して一緒に東京２０２０オリンピック・パラリンピック競

技大会に向けて機運を醸成していこうという視点が必要なのかと思うのですが、その辺は款が違ってし

まうかもしれないですが、ぜひ参加していこうという思いを伝えていくという意味では、オリンピッ

ク・パラリンピックの視点も必要なのかと思っているのですが、いかがでしょうか。 

 また、参加していただいた区民の方へのインセンティブというような考え方、例えば回収にご協力い

ただいた方に何かプレゼントできるような、例えばオリンピックバッジでも、何か品川区の行っている

グッズでもいいですし、そういう形ができないのかなというところがあるので、その２点を教えていた

だきたいと思います。 

 あと、アプリですが、わかりました。商店街のほうでは、今、していないということで、新たな販路

拡大というところでは、今現在ある出前アプリ、まず利用者の方が登録をして、その登録をしてからア

プリに入って、お店がずらりと並んでいて、その中から選ぶ。また、配達していただける方もまた別途

登録をして、その配達員が店舗に出向いて利用者のところまでその荷物を運ぶというようなことがかな

り多くの出前アプリでされているのかというところであるのですが、新たな販路拡大という視点で、ま

さにこの取組みとしては、アプリの中に店舗の情報、店舗の写真等を載せていけば、それだけで今まで

情報が届かなかった層にも届くというところがあるのかなというところと、今、病気とか子育てをして

いてなかなか手が放せないという方たちの需要はかなりあるのだろうと思っています。今既にある既存

の出前アプリの中でも、私が見る限りかなり多くの方が利用されているというのは、肌感覚で感じてい

ます。ただ、そういったお店は大手が多いのかというところがあるので、ぜひ商店街にそういった視点

があれば、商店街のにぎわいや交流にもつながっていくのかと思っています。また、配達員も地域の方

とかにできればお願いしていただければ、さらに地域のいろいろな人たちが回っていくのではないかと

思っているのですが、そうした可能性についてお知らせください。 

○工藤品川区清掃事務所長  メダルプロジェクトのさまざまなご質問でございます。私ども、携帯電

話等から希少な金属が生み出せるということで、リサイクル意識の向上が１つでございますけれども、

やはりオリンピックの気分を高める、また、オリンピックへの参加意識を高めるといった部分でも効果

があるのではないかということで参加したところでございます。 

 今後の周知の方法に関しまして、やはりごみという、リサイクルという視点になりますと、なかなか

伝わらないという部分もございますので、やはりオリンピック・パラリンピック準備課等関連課と連携
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しながら、打ち出し方という部分はいろいろと考えなければいけないというふうに思っているところで

ございます。 

 また、グッズの提供等、いろいろとさまざまなアイデアをいただきました。そういった部分を含めて、

今後、周知をいろいろと工夫、検討をしてまいりたいというふうに思っております。 

○山崎商業・ものづくり課長  商店街のいわゆる出前アプリということで、事業者からも幾つか提案

がある中で、商連と、商店街で買い物をしていた方が外出困難になってというような方が従来どおり通

い慣れた商店街で買い物ができるというような意味合いと、新たな販路拡大という二面性から、いろい

ろ取り組んでいただく商店街を募りまして、荏原エリアのアーケードで有名な大きな商店街に協力をい

ただいて、いろいろ検討して実証実験の１つ手前まではいっております。いろいろ工夫しながら、より

よい方向で商店街がセレクトしていただけるような、そういうことも含めて支援を区としてはやってま

いりたいというふ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１７分休憩 

 

○午後３時３５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。石田秀男委員。 

○石田（秀）委員  ２６１ページ、健康センターから伺いたいと思います。 

 健康センター、ここに書いてありますように、利用料収入が２億３,０００万円ほど上がっていると。

それで、決算でいけば、２年ほど、１,０００万円以上のお金が戻ってきている。大変よくやっている

なと、私も何回か行くときがありますけれども、品川の場合、本当に常にいっぱいかなというぐらい人

はいっぱいです。その中で、これはもう伺って大体わかっているのですけれども、収入が大体１

億６,７００万円ぐらいで見られていて、決まった金額としては９,５００万円ぐらい払っていくのだと。

その中で水道光熱費等も努力をされて、非常に下げてきていただいている。その中で、今のところは利

益の上がった中から２割ぐらいは戻してもらうということで、決算でそれだけの数字が上がっている。

評価として、私は非常によくやっていらっしゃると思うのだけれども、区としてはどう思っているのか。

それから、もうこの２億３,０００万円というのは非常にマックスに近いところまで来ていると思うの

だけれども、そこら辺の評価もどれぐらいに思われているのか、まず伺いたいと思います。 

○川島健康課長  健康センターのほう、今ご指摘いただいたとおり、年々、利用者が増えておりまし

て、平成２６年度が延べ利用者数ということで２７万人、それから平成２７年度が２８万人、平成２８

年度が３０万人を超えるような方にご利用していただいております。今、私のほうでも平成２８年度の

利用料金収入の約２割ということで、還元金が初めて１,０００万円を超えまして、今年度も多

分１,０００万円の還元金を超える見込みでございます。 

 民間のさまざまなノウハウを活用していただくことによって、サービスを向上した。その結果、効率

化も図られたというようなところを見ておりまして、非常にありがたいところだなというふうに考えて

いるところです。 

 ただ、設備的な部分、キャパシティーがもういっぱいになりつつありまして、これ以上、利用者の数

が増えていくというのも、そろそろ限界に来ているのかなというふうに認識しております。 
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○石田（秀）委員  ぜひここは議会ですので、ここら辺はいろいろなご意見があるので、我々はこの

指定管理にして民間の方々が非常によくやってくださっているというのは先ほど言ったように肌で感じ

ています。その中で、やはりどこかで、例えば直営でやったらこれぐらいでした、委託でやったらこれ

ぐらいでした、それから指定管理にして、これだけ頑張ってくれる、民間のノウハウがこれだけ入った

から、こういう形で区民の方々にとっても非常にいい政策になったということを、どこかで判断できる

指標。これから例えば指定管理なので５年に１回そういうことがあったときに、次を選ぶときに、では、

そこは３割にしようとか、この固定費が今、９,５００万円ぐらいかかっているところを減らしていこ

うとか。必ずこういう議論になるわけではないですか。だから、そこら辺の目に見える指標をどこかで

出してくるべきだと、すぐ慌てて今年出せという話ではなくて、やはりそれはどこかで比較できるもの

を持っておいたほうがいいのではないのかと私は思うのですが、そこら辺の点をお聞かせください。 

○川島健康課長  ちょうどこの品川健康センター、荏原健康センターの平成３０年度に指定管理の切

替えがあるというようなところでございます。なかなか人件費ですとか、いろいろな運営費もかかる部

分もあるので、当然、合意が得られた部分からそのような形にするというようなところもあるのかもし

れませんが、まず事業者からの提案を見て、それからその後の運営費をどうするかという話をするので

すけれども、当然この住友不動産エスフォルタの残していただいた成果を踏まえた交渉になるというふ

うに考えております。 

○石田（秀）委員  これはここまでにしますけれども、我々自民党としては、例えばしながわ水族館

のあり方とか、いろいろな意見を出しています。ここなどはまさにいい例だと思うので、指定管理で私

は成功している例だと思うので、やはり指標をどこかでつくっておいていただいたほうが、ほかのいろ

いろな指定管理のときにもそういう指標が生かせるのかと思うので、これはお願いだけしておきます。 

 あと、２８１ページの清掃一部事務組合の清掃関係の話を聞きます。 

 平成３２年から品川へという話があります。そのときに、先ほどもちょっと出ましたけれども、清掃

関連の施設がいろいろあります。そうなったときに、今後、私はこの平成３０年のときに基本設計が

あって、平成３１年に実施設計があって、平成３２年から、はい、やるよというふうな形かなと思って

いたのだけれども、それはないわけで、今後どういうふうにお考え、その形はいつ頃出してくるのかと

いうことをお考えをいただきたい。タイムスケジュールです。 

 もう１つ言うと、これは清掃の中で話していただきたいけれども、品川区には移管対象ではないけれ

ども、し尿処理場があります。ここについては、現在の処理量は、民間処理でオーケーだと。だけれど

も、災害があった場合などで、組合で１カ所もないのはいかがなものかということで、年間約１億円強

をかけて、今、稼働しているという部分があります。だけど、あれだけの敷地があるのであれば、例え

ばアーバンスポーツでも、ドローンでも、エックスゲームでも、それなりの施設を、区が建てるという

ことはしなくていいです、民間からいろいろ募って、建物も建ててもらって、そこをいろいろな聖地み

たいに使ってもらう、それぐらいの建物を建てられる敷地はあそこにあるわけです。そういうものも品

川にあるわけだから、移管はされないけれども使わせてくれ、こういう話は私はしてもいいと思うのだ

けれども、そこら辺の感覚を教えていただきたいと思います。 

○柏原企画調整課長  清掃関連の施設のお問い合わせでございます。まず、移管といいますか、区に

戻るのが平成３２年３月というスケジュール感がございます。我々としても、清掃事業だけでなくとい

うところの縛りがその時間で切れますので、有効活用に向けては、今、平成３０年度、計画とか設計と

いうよりは、内容の検討ということで、先ほども少し議論があったところですけれども、施設の役割を
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どういう形で継承するかというところも片方でありますので、そういったところを合わせながら、検討

を平成３０年度で進めて、期間がいつまでというのは、なかなか申し上げづらい部分はありますけれど

も、移管対象になった平成３２年３月以降に、なるべく早い時期に事業といいますか、具体的なものが

出せるように鋭意進めていきたいというところでございます。 

 また、もう１つお問い合わせがありましたし尿処理場の関係でございます。委員のほうからも災害関

係の部分というお話もありました。ただ、敷地といいますか、施設の、これも区内ということで有効活

用というのはやはり考えるべきことであろうと思いますので、具体的にすぐ何かというのはなかなか難

しい部分はありますけれども、清掃一部事務組合と、これは協議していけるものであろうというふうに

は思ってございます。 

○石田（秀）委員  ぜひ平成３２年４月１日以降、すぐ手がかけられるような形をとっていただきた

いと思います。し尿処理場も災害のために残していくというのは、私はそれで理解をしたのでいいです

が、ぜひそれぐらいのスペースはとれると思いますし、今度、スケボーパークもできて、音が出るもの

はやはりあそこだろうというようなところもあるので、そこら辺はぜひいろいろそういうことも含めて

誘致をして、何か活用できるものがあればお願いしたいと思います。 

 後に１つ、２８９ページの商店街の部分で、今、活性化をいろいろやられている。元気出せだ、い

ろいろなものがあるのだけれども、商店街が今１００以上ある中で、非常に頑張っているところ、いろ

いろなことをやっている商店街の部分と、「ここ、商店街？」というところもあるわけではないですか。

そこは同列で見るわけではなくて、いろいろ差があるのであれば、そこは逆に商店街という位置づけだ

けれども個店で頑張っているところを支援していくとか、どちらにしても今、例えば飲食、歯医者とか、

整骨院とか、フランチャイズが出てくると、なかなか商店街へ入ってくれない。そういうところも踏ま

えてみんな頑張っているわけではないですか。ただ、逆に個店にそういう部分の商店街と、ちょっと

「ん？」と思うところもあるので、そういうシフトを幾つかメニューをつくっていくというのも、私は

ありかなと思うので、ぜひそこのところだけ 後にお聞きしたいです。 

○山崎商業・ものづくり課長  １つの魅力ある個店が周辺に波及する効果というようなことも見据え

ながら、小規模商店街支援、個店支援を対応してまいります。 

○大沢委員長  次に、南委員。 

○南委員  ２７２ページ、環境対策費に関連して伺いたいと思います。 

 ２０１６年１１月の第４回定例会で、私、八潮の清掃工場の廃熱を利用した熱供給システムについて

質問しました。また改めてその同じ供給のことで質問します。 

 この八潮団地の一般住宅には、給湯と暖房をまかなう熱供給システムということで、私たち、快適に

お湯を供給していただく、暖房も使っている、こういうことです。品川清掃工場の廃熱なので、ＣＯ２

の排出がないので、本当にこれは使っている身としては、システム的にいいなというふうに、皆さんそ

ういうふうにおっしゃっています。この熱供給株式会社は、団地が建設される前の昭和５６年に設立さ

れて、熱供給は昭和５８年から、団地のスタートと同時に始まっています。東京都、東京電力、東京ガ

ス、銀行団、品川区などが出資をして団地の建設が始まり、この熱供給システムの基盤整備工事が施工

されている。ですから、この熱供給システムがないと、ガスだけではまかなえないとか、電気だけでは

とてもまかなえない、そういう状況があってということです。 

 そこで伺うのですが、品川区は出資比率は２％と聞いていますが、出資した額は幾らか。また、出資

をした理由は何か伺います。 
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 また、当時の熱供給システムの建設費は幾らだったのか、これはもちろん品川区だけではなくて、先

ほど申し上げたようないろいろなところが出しているわけですが、その金額がわかったら教えてくださ

い。団地ができて熱供給が始まって３５年経っていますから、普通なら減価償却は終わっていると思っ

ておりますので、この質問をしたいと思います。 

 ３点目の質問は、この熱料金は総括原価方式で組み立てています。この中には減価償却費が入ってい

ます。そこで、減価償却費は何年として設定しているのか、そこについても伺いたいと思います。株主

としての事業報告を受けていると思うので教えていただきたいと思います。 

 ちょっと続いて悪いのですが、４点目の質問は、毎年、品川区は株主総会に出席をしているのか、誰

が出席をしているのか教えてください。 

 そして５点目には、八潮に住む住民にとって熱供給がないと住めない仕組みになっていることを認識

しているかどうか、それも教えてください。 

○小林環境課長  熱供給に関するさまざまなご質問をいただいたところでございます。まず、株の件

でございます。２％の取得ということでございますが、これは平成１４年に品川区が取得しているとこ

ろでございます。当時、日本総合住生活株式会社という会社、これは旧都市基盤整備公団の子会社でご

ざいますが、そこの中で特殊法人等の整理合理化等についてが閣議決定された上で、株式の譲渡の必要

が生じたということで、地元区である品川区に受け皿になってくれないかという話がございまして、品

川区が株の２％を取得したものでございます。金額としては１,５００万円というところでございます。 

 それから、減価償却等々のご質問をいただきましたが、すみません、今、手持ちにございませんので

答えることができませんが、熱供給株式会社からはそれぞれ設備につきましては老朽化しているという

話は聞いてございまして、徐々に更新の時期が来ているというところは把握しているところでございま

す。 

 株主総会でございますが、これはエネルギー関係を所管しているということもございまして、環境課

あるいは部長が株主総会に出席しているというところでございます。 

 それから、住めなくなるのではないかといったご質問でございますが、これにつきましては確かに、

こちらの地区につきましては、当時のこの地区に建物を建設するに当たっての前提条件として、熱供給

を使用していくということが前提で設計が進められておりますので、委員ご指摘のとおり、熱供給自体

はこちらで生活していく上では大事なものであるというふうに認識しているものでございます。 

○南委員  建設費は後で教えていただきたいと思います。 

 それから、今申し上げたように、生活に欠かせないインフラが熱供給システムですけれども、料金が

高いために多くの住民が困っている、こういう実態があります。私のうちのものを若干申し上げますと、

去年の３月分は１万５６４円でしたけれども、４０％が基本料金です。６割が重量料金。基本料金がす

ごく高いのです。ですから、ここのところで問題意識を住民の皆さんはみんな持っておられるというこ

とを紹介したいと思います。 

 ある管理組合では、みんなで熱供給システムから脱退しよう、こういう話が出ているというので驚き

です。光が丘団地では、光が丘も若干早く同じシステムを使っています。ここでは、実際に脱退をする

手続をしている管理組合があるというふうに聞きました。その後、どうするのだろうとちょっと心配な

のですけれども。また、八潮の住民、ある方は、東京ガスに乗り換えられるかを聞くと、基幹エネル

ギーが熱供給で構成されているので、ガス管の配管は細い管なので、熱供給を利用したくないのにガス

管に取り替えるということができないために脱退は断念せざるを得なかった、こういうふうなご意見も
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聞いています。こういうことをご存じでしょうか、伺いたいと思います。 

 私は、区が株主ですが、同時に区民生活を支える地方自治体ですから利用実態をつかむべきだと思う

し、そのつかんだことは株主総会でしっかりと意見を言って、反映、改善させる、そういう責務がある

と思うのですけれども、そのあたりの認識も伺います。 

 利用実態について、台所やお風呂やその他の給湯は１００％使っていらっしゃるということがアン

ケートの結果でわかりました。暖房の利用は３分の１、３６.２％です。暖房を使わない理由は、料金

が高いというのが４２.６％の方々のご意見。あるいは、暖房器具が古いために効率が悪いとか、器具

を更新したいけれども費用が高い、こういうことで使っていないという方が４７.５％いらっしゃると

いうことがわかりました。 

 では、使わなければ冬場はどうするのかということですが、大体はエアコンを使っている方

が８３.１％、電気ストーブが３２.５％、ガスストーブは２１.７％、こういう実態です。 

 料金についても聞くと、「とても高い」が６５.４％、「高い」が２５.４％、合わせると９０.８％

です。これは本当に品川区はつかんでいただきたいと思うのです。やはりこういう声をどういうふうに

受けとめておられるか、そこをまず伺いたいと思います。 

○小林環境課長  こちらの熱供給の料金が高いということに関する区の受けとめでございますが、今

年の秋に八潮地区の区政協力委員会でも、そういったご意見をいただいたところでございます。その地

域を代表する区民の方からのご意見というところもございまして、これを受けて今年の１１月には私ど

も環境課が熱供給を訪れて、その旨をしっかりとお伝えしてきたところでございます。 

 熱供給は、確かにご意見、それ以外にもさまざまなところからそういった意見を伺っているといった

ところは認識しているところでございますが、健全な経営を中長期的に見て、安定した熱エネルギーの

供給というところには必要な料金設定であるといったところがそのときの回答でございました。 

 また、人員の削減、あるいは企業努力を進めているところではございますが、先ほど申し上げました

とおり、設備の更新などの時期を迎えているというところで、なかなか意見に応えられないというのが

現状だというふうに聞いたところでございます。 

 また、株主としての区の役割でございますが、株主であれば、先ほどお話ししたように、中長期にわ

たる安定した経営を続けて、八潮地区の皆さんに安定した熱エネルギーを供給していくことを経営面に

対してしっかりと求めていくことが株主の立場であるというふうに認識しているところでございます。 

 後に、暖房とか給湯に関する利用率の把握という点でございますが、区としては、全ては把握して

いるところではございませんが、熱供給からの情報によりますと、熱供給につきましては、給湯と暖房

を一体として使用量を計測しているといったところから、細かい利用状況については把握できていない

というのが現状であるというふうに聞いているところでございます。 

○南委員  今るる申し上げた区民の利用実態、それから料金についての認識、９割です、やはりこれ

は、相当大きい声だというふうに思います。区政協でも代表の方から出たということなので、本当に品

川区に受けとめていただいて、株主としての役割、また地方自治体としての住民の福祉、暮らしを増進

させるという地方自治体の役割、その点、両方からしっかりとこの問題に取り組んで、改善をしていた

だきたい、こういうふうに思います。改めてその点について確認をさせていただきたいと思います。 

 八潮団地というのは、ご承知のように、今、品川区内で一番高齢化の進んでいる町になっています。

かつては一番若くて元気のある町でした。そして、人口がどんどん減っています。今日配られたこの

「世帯と人口」、これを見ても、また今回も数字は二桁程度ですけれども、減っているのが実態です。
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ですから、このままいったら、本当に使う人も少なくなるし、そうなると熱供給株式会社の経営もうま

くいかなくなってしまうのではないか。そうなると、また料金値上げというふうになるのかと、簡単に

そういうふうに想像できてしまうのですけれども、そうすると、悪循環で、あの町は本当に快適で緑も

いっぱいで、いい町というところがそうではなくなってしまう、そういうことにさせるわけにはいかな

いと私は思うのです。したがって、区がきちんと、料金の引下げも含めて、どうしたら高負担にならな

いようにこの事業が継続していけるのかというところは、ぜひ研究もしていただきたいと思うし、経産

省も含めて必要な要求は言っていただきたいと思っているのです。 

 この間、経産省に行ってまいりましたけれども、何か全く人ごとで、年間の事業報告書は届いている

けれども、それは公表することができないと言って何も情報を教えてくれないのです。そういう対応で

はなくて、区が株主としてつかんでいる、そういうところも含めて、しっかりと八潮の安心した暮らし、

当初の排気ガス、ＣＯ２が出ない、そういう構造の熱供給システムを継続させていく上でも、私は多く

の住民の求めるところだと思いますので、改めてそこを強く要望していきたいと思っています。 

 先ほどの繰り返しですけれども、区は株主として、また地方自治体として、しっかりとこの問題と向

き合っていただきたいということをまた確認させてください。 

 そして、熱供給株式会社は、八潮の住民と、課長も先ほどお話しされたけれども、共存共栄でいくこ

とが事業継続の唯一の道だと私は思うのです。そのためにも株主として区が、区民の暮らしを守る、必

要な発言をするべきだと思っているのですけれども、繰り返し同じことを言っていますけれども、本当

にそれが皆さんの声なのでお伝えをしたいと思うし、そこのところの認識を伺いたいと思います。 

○小林環境課長  大きく２点かと思われます。まず、料金の考え方でございますが、高い、安いとい

う判断というより、国が定めた要領等に基づいて、国がそれを確認をして認可をしているといったとこ

ろでございます。その中身について細かいところまでは我々は判断しかねる部分ではございますが、そ

ういった一連の手続の中で行われているということでございますので、その料金が高い、安いかという

よりは、それは適正に判断されているものというふうに認識しているものでございます。 

 また、区の立場、株主の立場でというところでございますが、株主の立場であれば、先ほどの繰り返

しの答弁になるかと思いますが、やはり八潮の地域の皆様に安定した熱を供給して、それを継続して

行っていくということが非常に大事なことだというふうに思っております。それも含めて、また地域の

皆様から高いというお話があるのも事実でございますので、そういったところはしっかりと伝えてまい

りたいというふうに思っているところでございます。 

○南委員  電気料金だとか、そういうものについては自由化になりましたよね。しかし、この熱供給

は旧地域ということで外されているのです。ですから、どんどん高くなっていく、そういう仕組みなの

です。そこも踏まえて、経産省の判断は妥当だなどということを言わないで、ぜひきちんと対応してく

ださい。お願いします。 

○大沢委員長  次に、浅野委員。 

○浅野委員  私からは、２６７ページ、肝炎ウイルス検診について、２７５ページ、アスベスト対策

事業について、同じく２７５ページで、エコアクション２１認証取得助成について質問させていただき

ます。 

 都内においては、Ｂ型、新型肝炎ウイルスに感染している人が２０万人から３０万人いると推計され

ております。今年度の予算は、肝炎ウイルス検診未受診者３,１００人となっております。保健所、医

療機関で接種ができるので、さらなる啓発を進めていただきたいと思います。やはり早いうちに手を打
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つということが重要かと思います。多くの方に接種をしていただいて、このような状況から早く抜け出

せる、また啓発をすることも含めまして、進めていただければと思います。区民の方の都合もあります

ので、なかなか難しいことはあるかと思いますけれども、ぜひとも進めていただきたいと思います。 

 接種については、一生に一度接種すればよいと、このように聞いております。また、接種したことを

忘れて再度接種してしまうことも想定されるかと思いますが、複数回、例えば間違えて接種をするとい

うことはあり得るのか。また、これを行うことによって悪影響はあるのか教えてください。 

○川島健康課長  肝炎ウイルス検診というところでお答えさせていただきます。 

 こちらの概要ですけれども、区内在住の検診の未受診者の方で年齢制限はなく受けられるものになっ

ております。医師会に委託している部分については医療機関で、それから保健所、保健センターでは

月２回という形で無料で受けられるような仕組みになっております。受診者数が平成２６年度から申し

まして３,８６６人、３,２４０人、２,９２６人と３,０００人前後の検査を受けている方の数の推移で

ございます。 

○浅野委員  複数回行っても悪影響はないということなのかなと、そのように思いますし、また、こ

のような形で受けたほうが当然いい接種ですので、進めていただければと思います。 

 それとあと、２７５ページのアスベスト対策事業について質問します。アスベスト調査助成対象件数

について教えてください。 

 平成２３年度から調査をしているというふうに聞いておりますが、実際にアスベストが存在していた

場合、この除去助成で対応することになるかと思いますけれども、実際にアスベスト除去工事を助成制

度で実施した件数は、毎年何件ほどあるのか教えていただければと思います。ここの部分が進まないと、

いつまでたってもアスベストが残ることになってしまうと思いますので、ご見解をお伺いします。 

○小林環境課長  アスベスト対策事業、分析、調査助成のご質問かと思います。平成２３年度から実

施した事業でございまして、 近ですと、平成２７年が３件、平成２８年度は調査件数はございません

でした。今年度につきましては１件の助成をしているところでございます。 

 それから、除去工事に関する助成というところでございますが、これにつきましては、平成２５年度

からの実施でございます。概ね毎年１件から３件ほどの工事助成を行っているところでございまして、

今年度につきましては１件の助成を行ったところでございます。 

○浅野委員  アスベストが平成２７年から、２８年、２９年と、３件、０件、１件ということで伺い

ました。なかなか簡単には進まない事業だと思います。建物もあるということですし、簡単に撤去する

というのは難しいかと思いますが、少しずつでもこれを進めていかないと、やはり負の遺産が残ってい

くことになりますので、この点については着実に前進をするように取り組んでいただきたいと思います。

やはり件数が少ないということは、不安も残るということですので、ぜひとも力を入れていただければ

と思います。 

 同じく２７５ページのエコアクション２１認定取得助成について質問をいたします。 

 環境省の認証登録制度ということもありますけれども、企業イメージの向上、経費の削減を目指す中

小企業に適したシステムというふうに聞いております。これを実施することによりまして、認証取得助

成を受けることによりまして、企業のイメージアップが期待されるということでありまして、この認証

取得に要する費用の一部が助成される、このようなメリットもあるわけでありまして、これまでエコア

クション２１の認証ですけれども、取得した企業数についてお伺いします。 

 また、この取得をした企業ですけれども、共通するような取組みというのでしょうか、やはりこうい
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うところがほかの企業と違うとか、また、優れているところがあって実施をしているとか、そういうよ

うな事例がありましたら、ご紹介いただければと思います。 

○小林環境課長  エコアクション２１の認証に関するご質問でございますが、まず企業数というとこ

ろでございますが、これは全国で約７,９００社が取得しているところでございます。そのうち区内に

つきましては、今年の１月時点でございますが、３６社というところでございます。 

 また、この助成につきましては、今年度、１件の助成申請がございまして、この企業につきましては

認証取得をしたところでございます。 

 ２点目の主立った取組みでございますが、特に企業ですと、何か物をつくるときの設備機器や空調機

器等々、効率的な機器の導入を積極的に行う。あるいは、照明器具等の効率的な配置を行う等々により

まして、やはり電気料の削減につながったといったところが非常に大きなところかというふうに捉えて

いるところでございます。 

○浅野委員  区内、１月までに３６社ということで、かなりの企業がこの利用をしていただいている

ということを感じられるところです。まだまだこれからも、今年度は１件ということですけれども、さ

らに進んでいくかというふうに思います。これも区のほうでしっかりと企業と連携をとりながら、少し

でも企業イメージのアップですとか、また経費の削減、先ほど少しお話がありましたけれども、さまざ

まな効率化などもできるということで、メリットが数多くあると思います。こういうことをぜひとも中

小企業を含めまして、宣伝をしていただきながら、この認証取得制度をぜひとも推進をしていただけれ

ばと思います。 

○大沢委員長  次に、伊藤委員。 

○伊藤委員  ２８９ページの元気を出せ！商店街事業のうち空き店舗活用支援事業、これは午前中も

質疑がありました、そのことに関連して。それから２６１ページ、各種健康づくりに関連して質問しま

す。 

 まず、空き店舗活用支援事業、午前中の委員と同じに、私たちのところにも話が来ました。経過自体

は理解しましたので確認をさせていただきたいのが、例えばこういう事業が本当に悪質な場合は、監査

請求の対象になっていくのかということ、その確認をお願いいたします。 

○山崎商業・ものづくり課長  通常、補助金につきましては、補助目的に照らした適正な事業執行が

行われているかどうか、そういうことを所管課としてはチェックをし、必要に応じた指導助言を行うと

いうようなことでございまして、そうした観点で監査機能といいますか、所管としましては監査をお受

けするというようなことでございます。 

○伊藤委員  そのことを確認させていただいた上で、気になるのは、例えば、このことについては午

前中の質疑でお話をいただいたのでわかったのですけれども、ほかに例えばイベント事業の５，０４２

万円、それから地域連携型商店街事業８５０万円、それから商店街活性化推進事業２,５６９万円等々、

商店街振興に関する補助金等があります。当然これは税の投入によって新しい企画や新規の事業展開を

することを目的に対応するわけであるけれども、こういう支出した各事業に対して、担当課としてはど

のような管理やチェック、進行管理をしているのかお伺いします、よろしくお願いいたします。 

○山崎商業・ものづくり課長  基本的には、地元の商店街の方々が３分の１、それから品川区が３分

の１、東京都が３分の１というフレームでございます。それで、地元のイベント事業などにおいて、実

際、そのイベントの当日にご視察をさせていただくなりというようなことはきっちりやらせていただき

まして、まずイベントの計画段階から、イベント事業の内容、補助経費として算定できるもの、できな



－66－ 

いもの、こういう計画づくりからのチェックと。すみません、前後しました。実施したときの状況を拝

見させていただくのと、それから、終わった後、いろいろな備品を購入するとか、諸々の支出がござい

ます。そうした支出を証する契約書類の関係ですとか、領収書の関係、いわゆる挙証書類といいますか、

それをお出ししていただいて区の内部チェックを行うというようなことをやらせていただいております。

その上で東京都の補助金を請求というようなことを、区ではチェック機能を果たさせていただいている

というような状況でございます。 

○伊藤委員  当然そういうチェックを入れているとは思うのですけれども、ただ、先ほどの質疑に

あったように、一部の方々からそういう指摘があったということもまた事実です。だから、さまざまな

場面でチェックをすることは理解できるのだけれども、さまざまな税金が投入されて、その事業がなか

なか進捗していない、もしくは進捗していないように見えるということに対しては、品川区の全ての課

にかかわることなのかもしれないけれども、今ご指摘があった内容のチェックも含めて、特に目に見え

る形で対処していかないと、さまざまな案件が出てくる可能性があるのだけれども、今のチェック体制

はわかるのだけれども、ただ、午前中質疑があったような、そういう疑問点が生まれないような対応を

検討するべきと思うのですが、いかがでしょうか。 

○山崎商業・ものづくり課長  区民の付託を受けて血税としてイベント事業などに補助をさせていた

だく、こうした公務の原点といいますか、そうしたことは重々執行側の区としても、しっかりそれは意

識をして、常に適正な事業執行に努めてまいるというようなことでやらせていただいております。 

 午前中の宮前商店街の例につきましては、いろいろ商店街、あるいはそれを受託した事業者のほうで

も、専門的な方が欠けてしまって、人材不足といいますか、適任者がなかなか見つからずに、お店を開

けたくても開けられなかったような状況もございます。 

 そういう状況も商店街とともにいろいろ相談に乗りながら、なるべく不活性な状態といいますか、そ

ういったものは 小限にとどめるように、商店街の皆さんと連携しながら、しっかりやってまいりたい

というふうに思っているところでございます。 

○伊藤委員  ぜひよろしくお願いいたします。 

 各種健康づくりに関連して、そんなに難しい質問ではないのですけれども、昨年、私の区政報告会で

企画部長に講演いただきました。そのときに参加した方々からさまざまな意見があったのですけれども、

非常によかったことが前提ですけれども、その中で、この方は、品川区のさまざまな教室に参加したそ

うです。例えばはつらつ健康教室、しながわ健康プラン２１等々、そういうことに参加することはもち

ろんいいのだけれども、参加者の感想、そのほとんどが、 終日の短い時間で記入せざるを得なかった。

終日です、 後の日の数十分の中で、皆さんがそれぞれご自分の感想を述べた上で、大変よかったと

か、よかったと丸をつけるぐらいしかできなかったという話を聞きました。なるほどと思って、例えば

ある方がまた別な旅行会に参加した際に、旅行の 初からアンケート用紙が配られてきて、旅行の 中

でも、終わった後でも、比較的長い時間の中で、その旅行に対して記入することができるアンケート形

式であったと聞きました。なので、これはそんなにお金もかからない方法だし、品川区も同じような形

で、各種事業や各種健康塾を展開するときに、できるならば 初に予定表を配り、アンケート用紙を

配って、やっている 中でも自由に書き込みをする。そして終わった後でも、例えば全体的な事業のよ

かった点、悪かった点をより細かく記入できる方法を検討すべきと思いますが、いかがでしょうか。答

弁をお願いいたします。 

○川島健康課長  こちらの予算の款のところの健康課でやっています健康塾というようなところでお
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話しさせていただきます。こちらは大変好評で、毎回落選する方がいまして、別の会場に回っていただ

くような形で非常に好評でございます。今までアンケート等はとってはございませんので、ただ、トリ

ム体操連盟に講師を務めていただいているのですが、そちらとは綿密に打ち合わせをしていろいろやっ

ているのですけれども、毎回アンケートをとるとなると、仕事のありようがまた少し変わってまいりま

すので、どのように利用者の声を汲み取っていくかというのは慎重に検討させていただきたいと思いま

す。 

○伊藤委員  確かに健康塾はそうかもしれません。私が言いたいのは、品川区はいろいろな事業を展

開しています。健康塾なり、いろいろな参加型の教室等を展開している。それはすばらしいことである

から、要は、参加者の方々の意見の記入する時間が少ないということだけです。それだけのことなので

す。そんなに難しいことではない。例えば事業の進捗のときに合わせて初めからアンケート用紙を配っ

ていって、途中からでもいいから感想を求めていくとか、それから、終わった後はもちろんであります

けれども、時間に余裕をもって具体的な事業の内容まで感想を記入できるような仕組みをつくっていっ

たらいいのではないでしょうかという、ある意味、単純な点なので、企画から答えていただければと思

うのですが、いかがですか。 

○柏原企画調整課長  さまざま区で事業をやっております。利用者の声を聞くというのは大切なこと

であります。今、委員ご提案いただいたように、 初にアンケートといいますか、そういう手法、配っ

ておいて、事業をやりながらでも感想が書けるであるとか、いろいろなものができるというのは、これ

はその事業の次の展開に有益な情報となるということでございますので、もう既にそういうことを取り

組んでいる事業もあろうかと思いますので、これを全庁で共有しながら、お声を伺えるいい仕組みにし

ていきたいというふうに思ってございます。 

○大沢委員長  次に、高橋しんじ委員。 

○高橋（し）委員  ２８５ページ、事業承継支援事業について、２８９ページ、品川ビジネスクラブ

助成金について、あと、時間があれば、小規模商店街活力づくり支援事業です。順番が逆になります

が、２８９ページ、品川ビジネスクラブ助成金についてお伺いします。 

 昨年度の予算特別委員会でもお聞きしましたが、品川産業支援交流施設「ＳＨＩＰ」、その指定管理

者である品川ビジネスクラブです。この助成金は、財団が運営していくための補助金とお聞きしており

ますが、内訳等を改めて伺います。 

 そして２つ目に、指定管理者としてＳＨＩＰの指定管理料があると思うのですが、予算書には載って

いないというところです。そのあたりについて、助成金との関係についてお尋ねします。 

○山崎商業・ものづくり課長  品川ビジネスクラブ助成金の支出４,３００万円余でございます。こ

ちらは財団法人品川ビジネスクラブの運営費補助ということで、人件費などが主な構成というような状

況でございます。 

 それから、指定管理料につきましては、品川産業支援交流施設の指定管理業務をビジネスクラブが受

託しておりますけれども、施設の運営上、収支上、要は、マイナスになったところを指定管理料として

支出する関係になっておりまして、平成３０年度予算におきましては、いわゆる収支上プラスになると

いうようなことが見込まれておりますので、本予算書上、指定管理料の計上はさせていただいていない

というような状況でございます。 

○高橋（し）委員  助成金は人件費が中心であると、事務局長が８１０万円の年間の人件費というふ

うにもお聞きしておりますが、こちらは承知いたしました。 
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 一方で、指定管理料のほうなのですが、今、プラス見込みというお話だったのですが、歳入のほうで

私も質問しましたが、健康センターの指定管理の仕組みとちょっと違うのかもしれませんが、黒字見込

みということで、こちらは出てこないと。ということは、予算書にこのように出てこないので、そうす

ると、なかなかチェックがしにくい状況になります。黒字見込みというところの収入と支出、収支の見

込みの内訳というのでしょうか、そちらをお尋ねいたします。 

 それからもう１つ、昨年お聞きしたことでもあるのですが、こちらの運営については、中小企業向け

の施設のサービス、あるいは事業について充実するようにお願いをいたしました。そちらを充実してい

くというお話がありました。そのあたりの取組みについてはいかがでしょうか。 

 それというのも、区内の中小企業の経営者の中で、ちょっとお話しする機会があって、会員なのです

が、ＳＨＩＰは私たちにはなかなか敷居が高いというか、なかなか使いづらいのだというようなお声も

いただいています。その辺りも含めてお願いします。 

○山崎商業・ものづくり課長  指定管理の施設の収支でございます。まず収入が、あちらの施設は３

階と４階を合わせてＳＨＩＰということでございます。３階はブライトコアホールということで、ホー

ル収入が１億５,０００万円余でございます。それから、４階のほうにコワーキングスペースと、貸し

事務所が１６室ございまして、そちらの歳入を全部足しますと、大体２億２,０００万円の歳入でござ

います。 

 それから支出は、施設の事業運営、携わる方々の人件費なども含めての部分と、それから、建物管理

のハードのところをあわせて１億９,０００万円ということで、予算書上は３,０００万円の黒字計上と

いうようなことでございます。 

 それから、チェックの部分につきましては、ビジネスクラブの出損金の関係で、毎年、第２回定例会

で議会にも決算状況をお示ししているような状況でございます。 

 それから、３つ目の施設の中小企業向けの支援、メニューという意味では、区でもそうした方向でさ

まざまな、３Ｄプリンタを活用した中小企業の皆様の連続講座でありますとか、創業支援の連続講座な

どを通じて、中小企業支援の施策にもシフトをさせていただいてやらせていただいているような状況で

ございます。 

○高橋（し）委員  黒字が３,０００万円ということですが、これは平成２８年度だと、運営費収入

として５,６００万円、区のほうに歳入として入ってきているのですが、今見込みの３,０００万円とい

うのは、そういう形で区のほうに歳入として決算のときに入ってくるお金になるのでしょうかというこ

とが１つ。 

 今お話があったように、それが還元金というふうな考え方で、協定の中に、上回った場合は超過分の

一部について還元金として区に返還するという約束があって、先ほどの健康センターと一緒で、そこの

形で、変な話、黒字になった分は財団の留保ということではなくて、区に戻ってくるような約束という

か、協定になっているのでしょうか。そこのところをお尋ねします。 

○山崎商業・ものづくり課長  利用料金でまかなう部分につきましては、施設の必要な経費について

は基本的には区民の方々、区内中小の方々が施設を使われた利用料金の歳入ということになりますので、

そこの部分、必要経費については、その利用料金の収入からまかなってくださいと。それから、超えた

部分については、一定、協定などで対応するのですが、現在につきましては、利用者のお金をビジネス

クラブのほうで預かっていただいて、その預かっていただいているお金を返還をいただくというような

スキームでお戻しをいただいているような状況になっているものでございます。 
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○高橋（し）委員  黒字で運営されていて、区内の大きなイベントや、そういうところでも活躍して

いる。一方で、今、中小企業向けの支援もシフトして進めていっていただけているということですので、

区で行う地道で基礎的な支援と、そしてこちらの財団のより高度というか、大きなというか、そういっ

たことで二人三脚で進めていっていただければありがたいと思います。 

 ２８５ページ、事業承継のほうに移ります。こちらは、従来の仕組みと大きく変わって、設備投資の

ほうにもというお話が別の委員の質問でありましたけれども、その進め方で、他自治体への波及効果や

国との関係についてのご説明をお願いします。 

○山崎商業・ものづくり課長  事業承継の事業につきましては、品川区ではいろいろな、２３区の中

では先駆けとなりまして、昨年度から対応してございます。そうした意味で、他区からのいろいろな問

い合わせが非常に多い部分と、それから、先日も米子市議会の議員団の視察というようなことで、全国

的に先陣を切って対応しているというようなことでお見えになっているようなこともあります。 

 それから、私ども、委託をさせていただいている事業者が、国の事業承継の審議会のメンバーになっ

ているというようなこともありまして、その代表者の方が私どもの取組みを国の審議会でもいろいろや

りとりをしていただいて、実際、今は全国を挙げて事業承継に、昨年来力を入れていただけるように

なった一助になったのではないかというお褒めの言葉も、先日、協議会で、手前みそで大変恐縮ですが、

そのようなこともございました。 

○高橋（し）委員  そういった先駆けということ、そして他自治体の視察も進めているということな

ので、先ほどからお話もありましたけれども、品川区の特性である中小企業、そして商店街への支援、

事業承継を特に細かな視点で進めていかれるというのは、大変すばらしいことですので、ぜひさらに一

層進めていっていただきたいと思います。 

○大沢委員長  次に、松永委員。 

○松永委員  私からは、２６１ページの健康づくり支援事業費、同じく２６１ページの禁煙外来治療

費助成、２６３ページのＡＥＤ管理費、２７５ページのカラス及び外来種対策事業、 後に、２８９

ページの商店街にぎわい創出事業について伺います。 

 まず、２６１ページの健康づくり支援事業費のしながわ体操について伺います。 

 この事業目的は、区民が、いつでも、どこでも、誰でも、いつまでも楽しめる気軽な体操であるしな

がわ体操を普及させるために、区民の健康増進を図ることであり、プレス発表で確認をさせていただき

ました。 

 主に普及イベントと実技指導会の講師謝礼で７１万円、普及イベント会場設営委託等２０

万４,０００円ということですが、先月、子どもから大人までみんなで楽しめるユニバーサルスポーツ

フェスティバルで、しながわ体操が行われました。多くの方が初めてで、そうした光景を見ますと、ま

だまだ普及されていないということを感じました。そのための普及事業だと思うのですが、この予算に

あります実技指導会講師について、どういった方が行っているのか、研修資格等について伺いたいと思

います。 

 また、普及イベントについては、年に何回開催される予定なのかお知らせください。 

 あわせて、指導講師は、今現在、何名おられるのかお知らせください。 

○池田スポーツ推進課長  しながわ体操についてのお尋ねでございます。昨年６月にしながわ体操の

普及イベントをやりまして、それ以降、普及に努めてまいりましたところでございます。 

 今言われました指導者向けの実技講習会でございます。こちらにつきましては、スポーツ推進委員を
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中心に、あと、トリム体操連盟のご協力を得まして指導員を養成しているところでございます。昨年は

トリム体操連盟がやっています健康体操教室、そしてスポーツ推進委員がやっているイベント等で、し

ながわ体操を、イベントの前、そして 後に整理体操というような形で普及をさせていただいていると

ころでございます。 

 また、庁舎の中でも昼休みに職員を対象とした普及活動等も行ったところでございます。 

 指導者向け実技講習会につきましては、何回ということではなく、指導者に向けてとりあえず１回や

る予定になってございまして、あとは定例的にスポーツ推進委員とトリム体操の皆様とやる予定になっ

てございます。 

 そのほかに出前普及事業といたしまして、スポーツ推進委員とトリム体操連盟の指導員がいろいろな

イベントに出向いて指導を行うといったことを計画しているところでございます。 

 そのほかにしながわ体操の普及イベント、これも年１回ということで、今年は体操のお兄さんである

佐藤弘道先生を招いて、子どもから大人までの講演、それと体操というようなことを考えているところ

でございます。 

○松永委員  このしながわ体操は日体大の方々がつくられた健康のために欠かせない運動であると

伺っております。そこで、毎朝各地域で行われておりますラジオ体操についてですが、皆様ご存じのよ

うに、朝６時半から行われ、多くの区民の方が参加されておられます。そこでこうした時間を利用し

て、６時半前にしながわ体操をされている方々も若干見受けられます。また、しながわ体操のＣＤを

持っていないことも原因だと考えられます。そこで、ぜひ今回、開局されます品川コミュニティＦＭに

取り入れていただきたいのですが、いかがでしょうか。 

 また、時間帯などに関しましては、現在、早朝ラジオ体操をされている方々が利用されやすい時間帯

がいいのではないかと思うのですが、その点についてもあわせて伺います。 

○池田スポーツ推進課長  今、委員からおっしゃられたことについては、とてもよい提案だとは思い

ます。ただ、これは著作権がございまして、テレビ放送と同じように、ラジオでの放送をするに当たり

ましても著作権がかかわってまいりますので、こちらはすぐに放送ができるかということになりますと、

研究させていただくような形になってくると思います。 

 また、ラジオ体操の前に地域の方がいろいろとやっていらっしゃるということでございますけれども、

こちらはおそらく前回のイベント等で配らせていただきましたＤＶＤ、それとあと、こちらのいろいろ

なイベントでもＤＶＤを配らせていただいていますので、そちらのＤＶＤを活用していただいて、ラジ

オ体操の前に、もしくはラジオ体操の後、人によっては、ぜひご主人に教えたいということで、家で昼

休みにやっていただいているというようなことも聞いておりますので、そういうような形で普及してご

ざいます。 

○松永委員  ぜひラジオのほうはご検討をよろしくお願いいたします。 

 次に、２６１ページの禁煙外来医療費助成について伺います。 

 こちら、今回の予算は８８万１,０００円、前年度が８８万４,０００円とあまり変化が感じられない

と思います。先日の歳入の際に、利用されている方々の実績をお聞きしました。そこで利用されている

方々の成果についてお知らせください。また、改めて禁煙外来治療助成の周知はしっかりとされている

のでしょうか。あわせて伺います。 

○川島健康課長  禁煙外来助成の予算額の組み立て方のお話だと思います。平成２９年度の実績がま

だ奮っていないというところもございまして、平成３０年度も同額で予算を組んだということがまず１



－71－ 

つございます。 

 現在の助成状況ですけれども、予算額５０人分に対しまして、申請者が３５人、治療を終えまして助

成金の交付をした方が１６人ということで、申込みをしてもきちんと完了しなかったという方がかなり

いらっしゃるということで、やはり大変な治療なのかというようなところを感想で持っております。 

 それから、周知ですけれども、こちらは医療機関のほうにチラシ、申請書を配っていたのですが、た

だ、私どもは医師に配ればそれでいいのかと思っていたのですけれども、実際、医師自身にその制度を

周知して、こういうものが使えるのだということを知っていただくところがもしかしたら欠けていたか

もしれないというようなところで、禁煙外来助成をやっている医療機関のドクターに直接お渡しするよ

うなことを３月から始めておりまして、何とか頑張って、３月中に５０件にいくかどうかわからないの

ですけれども、５０件を目指して頑張っていきたいと考えてございます。 

○松永委員  途中でやめてしまったという方もいらっしゃるということは、とても残念な結果であり

ますけれども、私はまだ始めておりませんが、ぜひ今後もそうした実績を見据えて、一生懸命取り組ん

でいただければと思います。 

 次に、２６３ページのＡＥＤ管理費について伺います。 

 先日、消火器訓練と応急救助の訓練の手伝いに行ってきました。そこでＡＥＤの訓練についてですが、

この訓練は３人１組で行われ、１人は心臓マッサージをし、もう１人は救急車を呼び、そしてＡＥＤを

持ってくる方という３人で行われる訓練でございます。そこで一通りの訓練が終わりまして意見交換の

場で、多くの方からの意見ですが、ＡＥＤの設置場所について、コンビニに行けばあるのではないかと

か、マンションに行けばあるのではないか、学校にあるような気がするなど、区内にどこにＡＥＤが設

置されているのかということがわからないのが現状でした。 

 そこで、本区が管理されているＡＥＤについて、何カ所設置されているのか伺います。また、ＡＥＤ

の設置場所についてですが、どういったところに設置されているのか、あわせて伺います。 

○川島健康課長  私ども健康課では、区の施設に設置しているＡＥＤの維持管理をしているところで、

現在、リースで維持管理していまして、２０６カ所２３４台ということになっております。私どもが管

理しているのが２３４台。それから、区内の民間のコンビニですとかそういうところも含めた設置台数

というところになりますと、日本救急医療財団のホームページに登録をしていただいて、そちらで見ま

すと、平成２９年１２月現在で、１,０６３台ということで、ここから区の台数を引きますと、大体民

間のものが８２９台登録されているということです。ただ、登録していないところもあるのかという想

定もございますので、概算というか、大体１,０００台ぐらいのＡＥＤが区内で設置されているという

ような状況でございます。 

○松永委員  そういう設置場所は結構あるというふうに今感じたのですけれども、ＡＥＤを活用する

機会は滅多にありませんけれども、今後のことを考えますと、ぜひこの問題を解決しなければならない

と考えております。 

 そこで、ＡＥＤの設置場所がどこにあるかわかるよう、インターネットで、例えば品川区ＡＥＤ設置

場所と検索したら、ここにありますと出てくるようなシステム等はあるのか伺います。 

 また、本区には「品川区ウォーキングマップ」アプリがあります。ぜひこのアプリを活用し、ＡＥＤ

の設置場所の掲載を提案いたしますが、いかがでしょうか。 

○川島健康課長  ＡＥＤの設置箇所ということですけれども、区の施設ですと、区のホームページ上

のＡＥＤ施設一覧というページがありまして、そちらでクリックすると位置がわかると。それから、先



－72－ 

ほどの日本救急医療財団のホームページ、あまり見やすくはないのですが、そちらもクリックすると登

録しているＡＥＤの位置がわかるようになっております。 

 それから、ウォーキングマップアプリ、私の散歩道のアプリには、コース周辺のＡＥＤについては既

に掲載済みでございます。 

○松永委員  失礼しました。掲載されているということでありましたが、区民の方々にまだ周知がで

きていない状況なので、ぜひ宣伝をお願いいたします。 

 ２７５ページのカラス及び外来種対策についてです。昨年の平成２９年５月２６日に、ヒアリの発見

ということでニュースが流れました。品川区でも東京湾大井ふ頭のコンテナから１個体が発見され、そ

の後１００体以上が発見されました。その後の経過について伺いたいと思います。 

 また、現在もそうした対策というか、わなをしかけたり、そうした対策は行われているのか伺います。 

○小林環境課長  昨年７月、８月に発見されましたヒアリ、アカカミアリに関するご質問でございま

す。昨年、一般の人がなかなか立ち入ることができないふ頭の中で見つかったところでございますが、

その後、区では、関係課と連携を図りながら、特に公園や道路、保育園、学校などの巡回、監視を実施

してまいりました。 

 また、環境課でございますが、ヒアリ等の疑いがあるアリに対する簡易調査を顕微鏡等を用いて実施

してきております。昨日までの段階で約６０体の調査を実施しているところでございます。 

 また、国や都も発見直後より、目視、あるいは毒エサを設置するなど、トラップによる調査を実施し

ており、 近では２月においても調査を実施したというところでございます。その結果、新たなヒアリ、

アカカミアリ等については発見されていないところでございます。 

○松永委員  今後、東京オリンピック・パラリンピックも控えておりますので、そうした対策もしっ

かりと取り組んでいただけたらと思います。 

 後に、２８９ページの商店街にぎわい創出事業に絡みまして、婚活事業について伺います。 

 以前、本区におきましては、婚活事業が行われていたとお聞きして、また実績についても伺いました。

現在、以前行われておりました婚活事業に代わるような取組みは行われているのでしょうか。なければ、

私は、誰もが参加しやすいこうした機会が必要ではないかと考えております。結婚サポート事業の復活

が重要だと思うのですが、いかがでしょうか。 

 あわせて、補助２９号線が計画されている商店街に、空き地になっている部分があります。その空き

地が数カ所あるということを確認しておりますが、そこにＮＰＯ法人のキッチンカーの活用をぜひお願

いしたいのですが、防犯上の観点からも考えますと必要だと思うのですが、いかがですか。 

○伊﨑地域活動課長  婚活事業でございます。昨年度まで中小企業向けということで共済会のほうで

やっておりましたが、今年度、婚活という意味も含めまして、もっと広く区民の方にご参加いただける

ような事業に転換をいたしまして、しながわ発見出会い事業という緩やかな婚活事業という形で、出会

い発見も含めた、仲間づくりを含めた、結果的に結婚に結びつくようなものになればいいと思ってやっ

ておるところでございます。 

○大沢委員長  次に、石田ちひろ委員。 

○石田（ち）委員  私からは、２７５ページの航空機騒音調査にかかわって、羽田新飛行ルートにつ

いて伺いたいと思います。 

 この新飛行ルートで品川上空を低空飛行となれば、騒音は８０デシベルを超え、現在でも基準を超え

ているＰＭ２.５の値は上がると言われているのに、国交省からはまるで明らかにされない。さらに、
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落下物や墜落の危険はゼロにできない。環境は悪化し、区民の命も危険にさらすという本当に大問題な

計画です。飛んでほしくない、計画を撤回してほしい、多くの区民の願いは、毎議会で陳情や請願で出

され続けています。区長が反対すれば計画を止めることができます。しかし区長は、２０１６年から国

交省に自ら出向いて、国策だから甘受する、デメリットしかないからメリットを交渉している、こうし

たことをタウンミーティングで自ら語り、区民の前にも明らかになりました。 

 ここで私たちが代表質問等でも取り上げて、行革委員会でも取り上げてきましたけれども、区長は、

国交大臣に会ったのかどうなのか。何を伝えたのかということなのです。タウンミーティング、ちょっ

と読み上げますけれども、この羽田の増便は国策として、日本の国としてオリンピックを成功させる、

あるいはインバウンドを充実していく国の政策としてこれは不可欠だということ。それはそれで理解し

ますが、品川区というふうに捉えれば、品川区民にとってはデメリットしか降ってこない。そういう意

味で、これは由々しき問題だというふうに認識しています。時期は失念しましたが、国交省へ行って国

交大臣にそういう旨を伝えて、そしてその後になったと思いますが、事務次官と審議官にお目にかかっ

て、このことについては品川区としては何のメリットもないことだということで、るるおっしゃってい

たのです。 

 ですので、これを聞いて区民の皆さんも驚いたわけです。直接国交省へ行き、国交大臣にそういう旨

を伝えて、その後になったと思いますが、事務次官、審議官に会ったということですので、この大臣に

その旨を伝えたというのは、いつなのか、どのように、具体的に何を伝えたのか、区長にお聞きしたい

と思うのですけれども、これは委員会等々でも、部長、課長に聞いても、ちょっと把握をされていない

ということでしたので、ぜひ区長に国交大臣にその旨を伝えたというのは、いつで、どのように、何を

伝えたのか伺いたいと思います。 

○中村都市計画課長  こちらは平成２８年度になりますけれども、審議官および事務次官にそれぞれ

面会をして、区民の皆さんの不安の払拭について、具体的な対応を口頭で求めたところでございます。

その際、あわせて大臣にも申し伝えていただくことを要望してございます。 

○石田（ち）委員  これは委員会でも何度も読み上げたのですけれども、国交省へ行って国交大臣に

そういう旨を伝え、そして、その後になったと思いますが、事務次官と審議官にお目にかかってという

ことなので、これは国交大臣に会って伝えているということだと思うのです。なので、事務次官、審議

官はその後なのです。ですので、これは部長、課長に聞いてもわからなかったので、ぜひ区長、お答え

ください。 

○濱野区長  国交大臣にお会いしたというのは、私の記憶違いでございます。武藤審議官、それから

事務次官の、ちょっと名前は失念しましたが、事務次官と武藤審議官にお会いして、品川区の立場をお

伝えしたということでございます。 

○石田（ち）委員  ということは、大臣にはお会いしていないと。タウンミーティングでは、区長自

らこう語られたので、区民の皆さんは、国交大臣にも会っていたのかということで驚いたわけです。そ

うすると、タウンミーティングでの発言は間違いだったということで、これは訂正なり撤回なりをされ

るということでしょうか。 

○濱野区長  記憶違いということでの発言ですので、機会があれば、そこの場の再現は無理だと思い

ますけれども、訂正をしたいと思っております。 

○石田（ち）委員  それで、国交大臣には会われていないということですけれども、事務次官、審議

官にお会いしてというところは間違いないわけですね。国交省からも区長と会って話をしたという資料
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が国会議員を通じて私どものところにも届いています。そういった公的なものとして文書に区が残して

いないという問題です。国交省には残っていたわけです。出していただいたわけです。ですけれども、

区にこれを情報公開したところ、不存在ということでした。これはなぜなのか伺います。 

○中村都市計画課長  まず、公式なイベント、あるいは会議等、こういったもので議事録があるもの

もございますけれども、全ての品川区の個々の動きについて文書で残しているものではございません。 

○石田（ち）委員  そうすると、国交省は公的だということで文書を残したけれども、品川区として

は公的ではない、内々として行ったのだという認識なのでしょうか。向こうは公式に捉えているのに、

こちらは内々だと。そうすると、そこで区がこの機能強化を理解するというふうに審議官にも事務次官

にも述べているということは、向こうは公式の場で受け取ったと国交省は思うわけです。理解いただい

たと。しかし、品川区はそれを公的なものではない、そのように認識をされているということですか。 

○中村都市計画課長  まず、区として相手に物事を伝えるというところは、これはしっかり相手に伝

わったという認識でございます。これは公式、非公式という、そういった区分は厳密には難しいものが

ございますけれども、ただ、やはり全てのやりとりについて文書で残しておくというものではございま

せん。一番大事なのは、相手にきちんと伝わったかどうかというところだと思います。これはしっかり

国のほうには伝わっております。 

○石田（ち）委員  この文書がないということは、私、本当に問題だと思っていまして、国交省への

訪問が公式ではないということでしょうか。委員会でも課長は、一般の会議であるとか、公式な会議と

違いまして、こういった個々のやりとりについては残さないというふうに述べています。この国交省に

区長が出向いていることは公式ではないということは、内々で進めていく、こういった内容のことにも

なっていくのではないでしょうか。 

 そして、この騒音や落下物、墜落、大気汚染、品川の未来や区民の暮らしが大きく変えられてしまう

大問題のこの国の政策です。これを理解するというふうに伝えに行った、これはまさに公式な公的な区

長の訪問なのではないでしょうか。伺います。 

○中村都市計画課長  まず、文書として全てを残しておかなくても、しっかりと相手に伝わったとい

うところでございます。 

 また、その理解というところでございますけれども、これも、委員、国のほうから資料を取り寄せた

ら、それをご覧になっていただいていると思いますけれども、区といたしましては、国策について一定

の理解を示すということで、この国際社会の中での日本の立場を鑑みた中での一定の理解というもので

ございます。これは品川区内の上空を飛行するという新ルート案そのものの理解とは、これは全く同じ

ではございません。区も国のルート案に対して、了解とか、理解とか、こういったことは一切申し上げ

ておりません。また、これは国も同じことを申しているところでございます。 

○石田（ち）委員  隠しているのかと思わざるを得ない状況だと思うのです。国交省に行って面会を

したことで、国交省のほうからは、環境影響等に配慮した方策や品川区関連の配慮事項などが出されて

いるという、これが成果だというふうに課長も言われるのですけれども、これは全て飛んだ後のことで

すよね。しかも、落下物はゼロにできない。墜落も回避することはできないということを国交省はもう

言っているわけです。全くもって安全対策ではありませんし、品川区にとってのメリットなど何もない

という状況だと思います。これを気持ちは伝わったというふうに思われては、私たち区民、そして私た

ちは困るわけです。飛んでしまった後の対策ですから、それを求めているのではありません。飛ばない

ことが一番の安全対策だと私たちも言っているところですけれども、そして、機能強化、品川上空を低
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空飛行する新ルートが、まさに機能強化なのではないでしょうか。そして、さらにその機能強化を理解

したことで、事務次官、審議官からは感謝までされているということですので、この機能強化への理解

について、課長は委員会でも、機能強化は増便でございますが、その増便が品川区上空というふうに区

としては捉えておりませんという、何だかよくわからない答弁をされているのです。この増便というの

は、ほかに案があるのですか。機能強化による増便というのは、この品川上空、都心上空を低空飛行す

るルート以外に何かあるのでしょうか。 

○中村都市計画課長  まず、この機能強化について課題があることについて、区としてはしっかりと

対応策について具体的なものを提示していただきたいと、こういったことを国に申し上げた次第でござ

います。 

 そして、その後に環境影響等に配慮した方策が出てきました。その中には、当然、予防策というもの

が入っております。これは飛んだ後ではなくて、事故が起きる未然の防止策、こういったものについて

も区としてもやはりしっかりした対応を求めているものでございますので、そういったものが回答とし

て出てきたと。ただ、この回答自体がまだまだ具体的ではないというふうに区としては捉えております。

したがいまして、さらに具体的な対策を提示するように国に求めているところでございます。 

 国といたしましては、この後、引き続きまた丁寧な説明を継続していくというふうに申しております

ので、さらなる具体的な方策について、丁寧な説明をしていただくように、引き続き求めてまいりたい

と思います。 

 また、増便についてでございますけれども、この増便は、国としましては、この新ルート案、さまざ

ま検討した中での１つの結論だということでございますけれども、区といたしましては、これだけが唯

一のものではないというところで、さらに他の方法も含めたさらなる検討も引き続き求めているところ

でございます。 

 今、アジアの諸外国の中で日本も厳しい競争の中に置かれております。他の国では、陸路あるいは海

路、そして空路、さまざまな貿易の拠点と拠点をつなぐ経路、航路を開発しております。日本の国もこ

のまま歩みをとめてしまっては他の国々に置いていかれるという厳しい競争の中で、一定の理解をした

というものでございます。 

○石田（ち）委員  今の答弁の中で、これだけではないというふうなところもありました。増便がこ

の品川上空を飛ぶという、これだけではないということはどういうことなのか、何か品川区として提案

をされているのでしょうか。 

○中村都市計画課長  区で今求めております地域の皆様の不安を払拭、そして理解を深めていただく、

こういった丁寧な説明を求めている中には、いろいろな具体的な方策を検討する必要があると思います

けれども、これはあくまで国の責任において実施されるもので、品川区が逆にこれをこういうふうにし

てほしいというものではございません。また、品川区としましては、やはりそういった航空技術に対す

る詳しい知識を有しておるわけではございません。この辺は国の責任において検討するべきものという

ふうに理解をしております。 

○石田（ち）委員  この機能強化は、課長も委員会で認めたとおり、品川上空を低空飛行する、都心

上空を飛ぶ増便計画しかないのです。それに対して理解を示したということが何よりも大問題だと言っ

ているのです。予防対策等もあるというふうにおっしゃいましたけれども、説明を聞けば聞くほど、丁

寧な説明を受ければ受けるほど、区民にとって不安しかないのです。ですので、隠したり、ごまかした

り、うそをついて明らかにせずに進めていくこの計画、到底理解はされないですし、進めるべきではあ
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りません。明らかでないことを隠しながら進める、まさに今の安倍政権と同じではないかという状況だ

と思います。ぜひしっかりと区民に説明をし、そして区民の声を聞いていただきたいと思います。そし

て、この機能強化は増便、この品川上空の低空飛行でしかありません。撤回を求めます。 

○大沢委員長  次に、こんの委員。 

○こんの委員  私からは、２６５ページの３歳児健康診査、それから２つ目が、２９１ページの空き

店舗解消支援事業助成、そして時間があれば、２８３ページの伝統的産業の振興をお聞きしたいと思い

ます。 

 まず、３歳児の健康診査ですけれども、今日のトップバッターの鈴木博委員が質問をされました視力

検査について、私も質問をさせていただきたいと思います。 

 鈴木博委員の質問で、あらかた検査方法と概要はお聞きしましたので、その点は理解をいたしました。 

 実は、私も娘が３歳児健診を受けたときのことを思い出しながらというところですけれども、検査を

受けたお母さんから、こういうお話を、また相談を受けました。３歳児健診でこれを自宅でキットで、

ティッシュペーパーをテープで目を隠して、片目ずつお家でキットで視力を検査をして、その結果をア

ンケートに書いて提出をするという、こういう方式ですけれども、子どもですから、テープで張っても、

横から見ようとしたり、あるいは、お母さんが見えているか見えていないか、子どもですから、自分で

見えた、物を知っていればそれが見えたみたいな返答をしてしまえば、これは大丈夫だなというような

判断になってしまって、このキットでの検査はなかなか正確性はどうなのでしょうかというところの声

と、それから、そのお母さんのお子さんは、３歳児のときには異常がありませんということでそのまま

スルーされて、そして就学時検査のときに弱視です、片目が弱視でしたというふうに診断をされ、

「もっと早くこれが検査で結果が出ていれば、早く療育を進めれば、学校前に治ったよ」、そういうふ

うに言われたというのです。片目の弱視というのは、実は検査で見逃されるケースが多い。 

 この検査方法が、他の自治体の例をひいて恐縮なのですけれども、練馬区では、こうした片目の弱視

を見逃されたことによって区が訴えられたという、こういう歴史があります。それによって練馬区は、

きちんと検査をできる検査技士、視能訓練士という方を導入して検査をされておられます。この視能訓

練士の導入については、やはり今、なかなかこの視能訓練士は数が少なく、確保するのに大変だという

課題も伺いました。 

 そこで、午前中、鈴木博委員からも話があった機器の導入が進んでいるという話なのです。ぜひ品川

区としても、正確に診断をしていただき、早めの療育をできるような体制が必要かと思いますが、現在

の検査方法とあわせて、どのようにお考えかお聞かせください。 

○鷹箸品川保健センター所長  ３歳児健診での視力検査についてでございます。現在の方法は、今委

員から詳しくご説明いただきましたとおり、都で平成３年に定められた絵指標、４種類あるのですけれ

ども、絵指標を、まずこういうものを見せるからねということで親御さんが説明をし、片目ずつティッ

シュで覆って、今度それを０.５の視力まで見えるところ、大体２.５ｍの長さ、距離を離れたところで、

今何が見えたかということをお子さんに片目ずつ答えさせて、その０.５という視力が保たれているか

どうかを、保健センターでの健診前にご自宅で確認してきていただいて、その結果を保健センターの健

診時に確認をし、また医師の診察のところで、白内障がないかとか、そういった具体的な目の検査をし

て、それで異常があるかないかを判断し、必要なお子さんについては精密検診に回すというような流れ

で検査をしてございます。 

 午前中の鈴木博委員のご指摘にあったところですが、この問題については、厚労省からも昨年この重
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要性を指摘されたところもありまして、現在では、お家でうまく検査ができなかったとか、あとは、検

査をしないまま、時間がなくて健診会場に来られた方については、その場で健診当日に保健師のほうで、

医師の診察の前にお一人お一人確実に検査をしてから診察を受けていただくというような流れに現在で

はなってございます。 

 ご指摘のありましたフォトスクリーナーの導入、あるいは視能訓練士を３歳児健診で実施するかどう

かについてですけれども、今、２３区でこの検査機械を全員を対象に実施している練馬区のようなとこ

ろと、あとは、精密検査、あるいは二次検査が必要と医師が判断した対象のお子さんにのみ実施をして

いるお隣港区ですとか、いろいろな体制があるのですけれども、現状で３保健センターで３歳児健診に

は、多いときで８０人以上のお子さんがお見えになるという現状がございますので、それぞれの健診会

場も親子でいっぱいという、安全に、それから確実に検査をするということが重要なのですけれども、

この検査機器自体は、視能訓練士でなくても検査をすることができます。ただ、少し落ちついた、暗室

まではいかないのですけれども、暗く落ちついた部屋を準備する必要があるというようなことも認識し

ておりまして、この問題について、私も職員を視能訓練士協会の研修に派遣をさせたりして、必要性に

ついて今認識しているところでございますので、今後の導入につきましては検討課題とさせていただき

たいと思います。 

○こんの委員  今おっしゃられたように、この機器の導入については、いろいろな、視能訓練士、あ

るいは眼科医だけではなくて、この機器を扱うのは、簡単に言ってしまうと、どなたでも扱えるという

機器だそうです。ですので、今おっしゃられた健診時に親子がたくさんいらっしゃる、暗室も用意をし

なければいけない、こうしたこともあると思いますが、機器の導入によって全員に検査ができるという

体制は考えられなくもない、可能性はなくはないなと考えますけれども、もう一度、ご答弁はいかがで

しょうか。 

○鷹箸品川保健センター所長  ここで簡単に、この機器を導入すれば全員が確実に検査できますとお

答えできれば簡単なのですけれども、やはり行政として、新しい健診方法ですとか、健診の方式、また

新しい機器を導入するということに関しましては、まず安全性、それから確実性、またこの機械を導入

することのデメリットが何もないのか、そういったことも含めて慎重に検討する必要があると思います

ので、今後しっかり検討させていただきたいと思います。 

○こんの委員  今おっしゃられたことは理解はします。ただ、先ほども申し上げたように、片目の弱

視のお子さんが見逃されたことによって療育が遅れる、こうした体制は今の検査方法では私は不十分だ

と思っております。ですので、早めのご検討をいただいて、そういう体制をつくっていただきたいと思

います。要望で終わります。 

 空き店舗のほうをお聞きしたいと思います。空き店舗ですけれども、事務事業概要などでは実績は書

かれていなかったのですが、この助成を利用されている店舗、またそれを利用したことによって空き店

舗がどのように解消しているのか、実績をお知らせください。 

○山崎商業・ものづくり課長  店舗建物において、２階が住居で１階が店舗という形式の部分でござ

います。こちらのほう、そうしたお店の部分を貸し出ししたいけれども、なかなかというお声で、実は

事業化をしました。これまでに実績としますと、２件というような実績になっているものでございます。 

○こんの委員  解消されて借りられたということの実績が２件ということの理解でよろしいでしょう

か。そうすると、なかなか進んでいないのかという感がいたしますが、何か要因があるのでしょうか、

進まない要因。もっと店舗を借りていただけるような、またそこでお店が展開できるような何か施策が
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必要なのか、その辺はいかがでしょうか。 

○山崎商業・ものづくり課長  空き店舗活用支援事業につきましては、メインがチャレンジマート事

業ということで、こちらは平成１１年から今までに１６カ所で店舗を開設し、一定の効果を見せており

ます。 

 先ほどの部分につきましては、どうしても２階建ての部分のためというところでございますので、ご

理解賜れればと思っております。 

○大沢委員長  次に、渡部委員。 

○渡部委員  よろしくお願いいたします、３点お伺いします。 

 まず１点が、２６１ページの公衆浴場支援調査委託について、そして２８５ページ、事業承継がいろ

いろ出ていますが、そこと、２８７ページは、販路拡大支援事業、社会貢献製品のところです。 

 ずっとこの間、さまざま私どもの会派で要望をさせていただいているところでございました。それが

結構形になってきたのかというところで、まず公衆浴場のところなのですが、平成３０年度から公衆浴

場をどのような形で支援していったらいいのか。私たちとしては、何とかこれを公衆衛生の観点から、

さまざまな観点から、公衆浴場を残していただきたいというところなのですが、これをどのように支援

していったらいいのかということをやっていただけるということなのでしょうか、まず基本的なところ

なのですが。年度的といいましょうか、年数的には、これは調査委託をかけて何らかの答えは何年か後

に出していくのかということを教えてください。 

 そして、事業承継に関しましては、製造業が５００万円掛ける４件で、その他の業種というところ

で２５０万円掛ける８件で４,０００万円。製造業はわかるのですが、その他の事業は、もう本当に何

でも一切合切を含むのかというところで、どういう想定をされているのか教えてほしいと思います。 

 それで、事業承継は、これは５００万円にしろ、２５０万円にしろ２分の１補助ですから、それが

マックスの金額であって、それ以外のところは、当然、事業者が負担するわけなのですけれども、そう

いった場合、やはりこれはまた融資がセットになってくるのかと。ある程度、体力があるというので

しょうか、そういう会社でないと、なかなか使えない。でも、それは当然そうだと思うのです。これを

申請されて会社が体力がないようなところですと、当然、事業承継自体が難しくなっていくのかという

ふうなところを思っているのですが、その辺の仕組み。例えばこれを助成できるに当たっては、当然、

今まで先進的に行われてまいりました、先ほど課長がおっしゃったとおり、本当に品川区が先駆けて

やっていたのだけれども、セミナーを受講していただいているとか、企業への訪問診断をされていたと

ころが対象になるのか。また、銀行の紹介等があって、そこでこれができるのかという、その仕組みを

教えてください。 

 ついでに、経営相談はどういうことで事業承継の次代を担う人を養成しているこの内容。私は事業承

継は人の問題ではなくて、やはりどうやって会社を経営していくかのノウハウ、金融機関とのおつき合

いですとか、そういうところが大事に、お付き合いという言い方は変なのですけれども、大事なのかと

思うので、どういうことをやっていったのか教えてください。 

 それと、販路拡大の社会貢献は、本当にすばらしいことだと思います。入口から出口まで品川区が一

緒になって地域の企業とやっていくというところなので、すごく期待をしています。これも年数的に

は１年で答えを出していくものなのか、今年とりあえずスタート、平成３０年度にスタートしていっ

て、２年後なのか、３年後なのか、完成品ができ上がってくることを目的にしているのか教えてほしい。 

 これに関しては、イメージとして、Ａ社とＢ社がもう既に 初からマッチングをされていて、こうい
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うものをやりましょうというような持ち込みプレゼンなのかと思ったら、プレス資料を見ますと、募集

があって、応募があって、まず会社が決定した後にプレゼンがあるというような話ですから、さまざま

な会社が出てきた中でプレゼンをするような形なのかと。そういうふうになりますと、行政でただ募集

をかけるのではなくて、せっかくこれ、ほかの自治体を探してもなかなかないような事業です。品川区

が取り組んでいくというところであれば、区長がバーンと出て、オリエンテーションをかけて、それで

区内企業を集ってしかけて大々的にやってみるのもいかがかと思うのですが、この辺の仕組みも教えて

ください。お願いします。 

○川島健康課長  公衆浴場の支援のところの質問にお答えいたします。 

 まず、公衆衛生的な観点で設備的な支援を今までしてきたというようなところで、その内容では、平

成２９年度にＡＥＤを公衆浴場に設置するところの支援、それから平成３０年度の新しい予算で言いま

すと、東京都が耐震化の補強工事の補助をしております。旧耐震基準、昭和５６年以前に建てられた公

衆浴場は４８％ほどあるというようなところもございまして、その都の補助にさらに上乗せという形で

区で助成を今回の予算に入れさせていただいております。 

 ただ、そういった補助金支給的な支援でも何らかの限界が来ているのではないかというところもござ

いまして、今までとは違った観点から公衆浴場支援の調査委託という形で計上させていただいたもので

ございます。こちらは単年度、１年の間に調査をしていただいて、報告書のような形で提出をしていた

だき、それを公衆浴場組合にお見せするというか、お渡しして、ぜひ活用していただければというよう

なことで今考えているところでございます。 

○山崎商業・ものづくり課長  事業承継のための設備投資事業ということで、こちらの製造業は一般

的に融資の規定と同様の中小企業基本法に準じた製造業というようなことでございますので、製造業は

各種ございますけれども、全て対象になるというようなことでございます。 

 それから、助成額につきましては２分の１という制度の設計をさせていただいて、今まで設備投資系

のニーズは、委員もご指摘の融資制度を活用してさまざま柔軟に対応してきたところですが、今回、そ

れに加えてこちらの制度をつくりましたので、いわゆるプラスアルファ、付加価値をつけるというよう

なことで重層的に考えております。企業経営上、ちょっと心配な体力のないところという表現をされて

おりましたけれども、そうした製造業の方ゆえに、設備投資もなかなか難しく、なので、例えば家族内

の息子さんにも譲れないのだというようなところに、この設備投資の助成、それから融資なども複合的

に活用して、長く地元の品川で事業、商売を続けていっていただけたらなということで考えております。 

 それから、一般的な事業承継の相談の内容としましては、引継ぎをされる現経営者の方につきまして

は、株式の処分ですとか、税の関係ですとか、そうしたものが多うございます。それから、受ける側の

若い方につきましては、やはり自分の会社のスキルといいますか、経営ビジョンをしっかり考えようで

はないかというようなことで取り組んでいるところでございます。 

 それから、販路拡大につきましては、これまでも品川区、品川ブランドの認定をし、しっかり製品Ｐ

Ｒをし、動画などをつくって海外にも見ていただけるようなところにチャンネルをアップしたりなど、

さまざまやってきました。ただ、どうしても製品のＰＲどまりで、それも一生懸命汗をかいてやっては

おりましたけれども、今回そこにさらに具体的な一歩を踏み出せるような社会貢献製品をもっと売り込

もうというようなことで一歩考えているところでございます。 

 そういう意味では、公募によって、うちの会社の製品はすごく社会のためになる、品川区民の皆さん

のためになるのだということをしっかり応募をしてきていただく部分と、それから、今まで品川区でい
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ろいろ情報がありますので、品川認定ブランドも含めて、そうしたものをルートで合わせて社会貢献製

品をしっかり区の売りとして頑張って一緒に汗をかいていきたいと、このような仕組みでございます。 

○渡部委員  １点だけ、 後の社会貢献製品ですけれども、イメージは今のお話でわかりました。た

だ、その社会貢献製品というところでちょっとピンと来なかったもので、例えば先ほど申し上げたよう

に販路拡大ということで、 後の売り先までというところを品川区でやっていくのであれば、例えば、

社会貢献製品のアイデアというのでしょうか、こういうものがというのは、区民公募をかけるぐらいの

つもりでとって、では、こういうものを品川区が販売したい、だからこれに協力していただける企業は

ないかぐらい広くやっていくと、もっと認知度が上がると思うのですけれども、 後にいかがでしょう

か。 

○山崎商業・ものづくり課長  委員のおっしゃいましたいわゆる創意工夫をもって、本事業の創設意

図といいますか、そうしたものをより明確に成果も含めて出してまいるべく頑張ってまいります。 

○大沢委員長  以上をもちまして、本日予定の審査は全て終了いたしました。 

 次の会議は、明日火曜日、午前１０時から開きます。 

 本日はこれをもって閉会いたします。 

○午後５時１９分閉会 

                                              

委 員 長  大 沢 真 一 


