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○午前１０時０１分開会 

○鈴木（博）委員長  ただいまより、決算特別委員会を開きます。 

 それでは、平成２９年度品川区一般会計歳入歳出決算を議題に供します。 

 本日の審査項目は、一般会計歳入歳出決算、歳出のうち、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。 

 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。 

○齋藤会計管理者  第４款衛生費からご説明申し上げます。事項別明細書の１３０ページをお願いい

たします。成果報告書では１５３ページになります。 

 第４款衛生費は、左側から６列、「計」の下、予算現額１１８億３,６６２万６,０００円、３列右、

支出済額は１１２億７,８５２万５,４３４円で、執行率は９５.３％、対前年度２億４,５０１

万５,７２５円、２.２％の増であります。増の主なものは、東京二十三区清掃一部事務組合分担金、定

期予防接種であります。 

 １項保健衛生費の支出済額は、５１億６,２０１万１,３８２円で、執行率は９４.４％であります。 

 １目保健衛生総務費では、休日・応急診療費、各種助成金などを支出いたしました。 

 ２目予防費では、流行性耳下腺炎などの任意予防接種、子宮がん検診など各種がん検診、こころの健

康づくり事業などを行いました。 

 次のページにまいりまして、３目環境衛生費では、食品衛生等の監視指導、公衆便所の維持管理など

を行いました。 

 ４目保健指導費では、妊婦健康診査、健康教育事業、不妊治療助成などを行いました。 

 次のページにまいりまして、５目保健衛生施設費は、各保健センターの管理運営費のみであります。 

 次のページにまいりまして、６目公害保健費では、公害健康被害補償事業などを実施いたしました。 

 ２項環境費の支出済額は１６億２,４８５万７,６４４円で、執行率は９３.７％であります。 

 １目環境対策費では、品川区環境基本計画策定、エコライフ普及事業などを行いました。 

 １枚おめくりいただきまして、２目緑化推進費では、みどりのボランティア支援事業、公共施設の緑

化事業などを行いました。 

 ３目リサイクル推進費では、古紙などの資源ステーション回収、資源化センターの管理運営などを行

いました。 

 １枚おめくりいただきまして、３項清掃費の支出済額は４４億９,１６５万６,４０８円で、執行率

は９６.９％であります。 

 １目清掃総務費では、広報用冊子の作成、廃棄物排出指導などを行いました。 

 ２目清掃事務所費では、清掃事務所と粗大ごみ中継所の維持管理を行いました。 

 次のページにまいりまして、３目廃棄物対策費では、粗大ごみ受付センターの運営などを行いました。 

 以上で衛生費の説明を終わります。 

 続きまして、産業経済費をご説明申し上げます。１４２ページの下のほうになります。成果報告書で

は１６５ページをお願いいたします。 

 第５款産業経済費は、予算現額３２億５,３６８万６,０００円、支出済額は２８億２,８９０

万８,０８８円で、執行率は８６.９％、対前年度４億７,５５３万４,２１５円、２０.２％の増であり

ます。増の主なものは、中小企業センター運営費、都市型観光プラン推進事業などであります。 

 １項産業経済費、１目産業経済総務費では、就業支援やイルミネーション設置等の観光資源整備、
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フィルムコミッションによる観光情報発信など、都市型観光プラン推進事業などを行いました。 

 次のページにまいりまして、２目消費者対策費では、消費生活相談や消費者講座などを行いました。 

 次のページにまいりまして、３目中小企業対策費では、中小企業への支援といたしまして、事業資金

の融資あっ旋、中小企業ＩＴ化推進事業、武蔵小山創業支援センターの運営、経営相談などを行いまし

た。 

 次に、商店街活性化事業でございますが、成果報告書では１６７ページの下のほうをお願いいたしま

す。イベント事業の助成、プレミアム付区内共通商品券発行経費の助成、商店街国際化推進事業などを

行いました。 

 次に、ものづくり活性化事業でございますが、成果報告書では１６８ページとなります。新製品・新

技術の開発促進事業、品川技術ブランドのＰＲ事業、海外進出推進事業、企業活力づくり支援、事業承

継支援などを行いました。 

○鈴木（博）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。 

 質疑に入ります前に、今現在２９名の方の通告をいただいております。 

 これより質疑に入ります。 

 ご発言願います。芹澤裕次郎委員。 

○芹澤委員  おはようございます。本日もよろしくお願いいたします。 

 私からは、１５４ページの風しん対策について、あとは１６９ページのベンチャー創業支援事業、五

反田バレーのことをお伺いしたいと思います。 

 まず、風しん対策でございます。我が会派の鈴木博議員の第３回定例会一般質問にありましたとおり、

全国的に風しんが流行っております。現在、東京下で１１月４日までの患者捕捉数６５６人、全国レベ

ルでは１０月３１日までの国立感染症研究所の集計でありますと、１,６９２人が報告されておりま

す。２０１２年・１３年のときの風しん大流行の際の患者報告数に急速に近づいていると認識しており

ます。当時の大流行では、１万６,７３０人の方が発病し、４５人の先天性風しん症候群の赤ちゃんが

生まれ、１１人が出生から１年以内に亡くなっております。 

 先天性風しん症候群をなくすためには、妊娠中の女性への感染を防ぐことが重要だと考えております。

そのためには、妊娠・出産年齢の女性はもちろんのこと、妊婦の周りにいる風しんに免疫のない男性・

女性の感受性者を減らす必要があります。東京都は風しん流行を受けて、１１月１日より、妊娠を希望

する女性だけではなく、同居している配偶者などにも風しん抗体検査と風しんワクチン接種の補助を行

うと発表しております。 

 品川区では既に女性だけではなく、抗体価の低い妊婦と同居する男性には抗体検査・風しんワクチン

の全額助成を行ってきましたが、東京都の方針を受けて、１１月１日以降の先天性風しん症候群対策事

業の変更について、改めてご説明願います。 

○鷹箸保健予防課長  風しん抗体検査の対象変更についてのお尋ねでございます。 

 これまで委員ご指摘のとおり、妊娠を希望する女性、抗体価の低い妊婦と同居者、それから前提とし

て、風しんの罹患歴のない人というものがございましたが、１１月以降は風しんの罹患歴も問わない。

風しんか風邪かわからないこともございますので、風しん罹患歴も問わず、妊婦については、妊婦の抗

体価が高い方はこれまで対象外だったのですが、妊婦の同居者は全て対象とするというふうに、対象を

拡大いたしました。 

○芹澤委員  対象を拡大されるということで、ぜひともこの方針で進めていただきたいと思います。 
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 それに関連して、鈴木博議員が一般質問で質問いたしました、区内企業への風しん対策に対する啓発

の強化、例えば大井競馬場に、「風しんに注意」というメッセージを大きく電光掲示板に表示していた

だくように、各方面に働きかけていただきたいという質問があったかと思いますが、その後どうなった

のか、進捗についてご説明をお願いいたします。 

○鷹箸保健予防課長  区内企業および大井競馬場への啓発の協力の依頼でございますが、区内企業に

つきましては、ＣＳＲ加盟推進企業に緊急のご案内ということで、メーリングリストで風しんの対策の

必要性について、既に配信しております。また、大井競馬場に関してでございますが、ちょうど来

週、１１月１２日から開催される次の開催日のときから年内を通じて掲示が決まりました。おおむね１

日に二、三回、１回当たり２０から３０秒、電光掲示板で大きく掲示していただくことが決まりました。 

○芹澤委員  こちらも引き続き、対策等の啓発を行っていただければと思います。 

 また、区の職員の方々への感染症抗体検査の実施と、抗体価の低い方への予防接種の勧奨の提案に対

するご検討と、その進捗状況のご報告をお願いいたします。 

○鷹箸保健予防課長  職員に関しての啓発および風しん抗体価の確認についてでございますが、２段

階の方針を考えておりまして、既に動き出しております。 

 一番対応が必要な、妊婦に対応する可能性がある職員、あるいはゼロ歳児を対象とする職員というこ

とで、保育園の保育士、ゼロ歳児にふだんから接している職員、また保健センターで乳児健診に従事し

ている職員に関しましては、おととい１１月７日付で、あなたはこれまで予防接種を受けたことがあり

ますか、風しん抗体価を調べたことがありますか、調べたことがあれば結果はどうでしたかということ

で、まず、任意ではございますけれども、全員に風しん抗体価の確認、予防接種の確認について、既に

動き出しています。 

 今後、全職員についても動きを進めようかと考えているところでございます。 

○芹澤委員  それでは続きまして、五反田バレーのところを確認したいと思います。１６９ページの

ベンチャー支援事業についてであります。 

 最近、五反田駅周辺においては、ＩＴ企業を中心としたベンチャー企業が多く集まっております。シ

リコンバレー、渋谷のビットバレーに続いて、五反田バレーと呼ばれて、メディア等でも取り上げられ

ております。五反田駅周辺というのは、いわゆる城南五山にも囲まれており、まさに渓谷のような立地

でありますので、名前としてもしっくりきているところでありますが、この五反田地域は隣駅の大崎、

恵比寿に比べて、築年数が古い建物が多く、比較的狭いオフィスがたくさんあるために、スタートアッ

プ企業がオフィスに選びやすいということが理由に挙げられると思います。 

 今年７月２５日に、五反田地区のベンチャー企業の集まりであります一般社団法人五反田バレーと品

川区が協定を結び、五反田地域の活性化を支援すると表明していただきました。その上で、品川区の見

解を伺いたいのですが、スタートアップ企業というのは当然、株式会社でありますから、大きくなるこ

とを目的としております。そうすると、オフィス移転というのがつきものになるかと思いますが、その

意味で、品川区の支援の方向性として、スタートアップ企業が移転する際、五反田に残っていてほしい

と考えていらっしゃるのか、ある程度、仕方ないことと見切りをつけて、常に五反田に新しいスタート

アップ企業を入れていく、回していくという考えなのか、もしくは、そもそも大きくなってもオフィス

を移転しないでほしいという考えでのご支援をされるのか、その方向性をまずお聞かせください。 

○山崎商業・ものづくり課長  委員の引用していただきました五反田バレーの法人化につきましては、

当初５社でスタートアップをしまして、現在では相当数の数がございます。そうした関連の企業の中に
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は、オフィスの移転をご商売にしている企業もあります。これは単にオフィスを紹介するというよりも、

五反田の魅力なり、土地の有効な活用の観点で、空間利用という意味合いで広くオフィスづくり、それ

から周辺のエリアの環境づくり、まちづくりという提案をしていただいている事業者もいます。 

 区としましては、そうしたベンチャーそのものの活動と、今言ったような登場人物などもうまくつな

げることで、五反田に長く、例えば規模が大きくなって、少しオフィスを広げたいとか、いろいろな需

要がさまざまあります。こうしたものを含めて、しっかり地域に根づいていただくような形の誘引策を、

区としてもハブ機能を持ってまいりたいと考えているところでございます。 

○芹澤委員  もう一回確認なのですが、そうすると、大きくなっていくというのを前提とした上で、

ほかの新しいオフィスを借りていただく、その中で、また五反田に残っていただくという認識でよろし

いでしょうか。 

○山崎商業・ものづくり課長  はい。集積ということで、数が多く集まるということには、何らかの

意味なり付加価値というものがあってこそ、集まっていただいてとどまっていただくということにつな

がります。そういう意味では、ネットワークづくりですとか、そうした五反田の魅力をソフト的にも

アップすることで、物理的にとどまっていただく、そういったことも含めて展開してまいりたいと考え

ているところでございます。 

○芹澤委員  そうすると、会社が大きくなっていって、今のオフィスで対応できないとなった場合に

も、また五反田に戻っていくという方針かと思います。先ほど取り上げた協定を確認させていただいた

ところ、企業や行政の枠を超えたネットワークづくりというのを支援するという記載がございます。先

ほどのご答弁と近づいてくるのかなと思いますが、この協定の効力がそもそも、とりあえずということ

で１年と記載がありまして、締結から今、３カ月過ぎている状態だと思いますが、そろそろ具体的な支

援内容とかビジョンが見えてもいいころなのかなと思いますが、具体的にどういう支援を品川区で行っ

ていくのかという、今持っているビジョンなどがあればお示しください。 

○山崎商業・ものづくり課長  ベンチャー企業の皆様は、それぞれに特化した技術なりを持っていま

す。例えばＡＩの得意なところで、そうしたニッチの世界で非常に深掘りした技術などを有している企

業が多うございます。 

 それぞれの企業の持ち味を出して、ネットワークをつくることによって付加価値を生むということで、

そうした連携の強化ということを、法人側と連携しながら、まずやっていきたいということと、今の五

反田のベンチャー企業が抱える諸課題としまして、例えば非常にエンジニアなどの人手不足の状況があ

ります。こうした形の求人企業の皆さんの支援を何らかの形で考えるとか、そういったことを今、来年

度の予算編成の時期でもありますので、いろいろ法人側とも打ち合わせをさせていただいているという

状況でございます。 

○芹澤委員  そうすると、今のところ、言い方はあれですけれども、そこまで具体的な支援策は出て

きていないという認識になるかと思いますが、もうそろそろ１年の期限に対して４分の１が過ぎたとい

うところで、しっかりと具体的な支援をしていただければと思います。 

 五反田バレーの企業の方々に聞くと、やはり横のつながりが欲しいというお話はいただいていまして、

できるかどうかあれなのですが、五反田駅前だと、実際にバスのロータリーを封鎖して、年に何度かイ

ベント等があったかと思います。そういったイベントを、五反田バレーを通じて、新しく出すのか、そ

れか、今のイベントに五反田バレーを何か組み込ませるのか、そういった支援があるとうれしいという

お声もいただいていますが、それに対してのご見解をお聞かせください。 
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○山崎商業・ものづくり課長  五反田エリアは、新たに集積を生む企業のほうばかり支援ということ

よりも、地域の魅力アップということで、従前あのエリアで活動している中小企業の皆様、それから商

店街などの活動もあります。 

 五反田駅のロータリーを使ったイベントとしましては、毎年夏に五反田夏祭りというイベントもやっ

てございます。今年、その中では五反田バレー関係のブースも、商店街のイベントの中で出していただ

いたりということで、一定その連携の芽は出ているということでございます。 

 それから、協定書は７月に締結して、双方の合意のもと、それが随時更新をされていくようなつくり

になっておりますので、協定書に定めた方向に基づいて、一歩ずつ着手し始めたところということでご

理解いただければ結構かなと思っています。 

○芹澤委員  五反田バレーは、小さい企業がたくさんあるというところで五反田バレーになっていま

すので、なかなかイベント等で１社だけ使うとかというのも、逆に言えば難しいところなのかなと思い

ますが、この１年という期間をぜひ更新していただいて、ここからいろいろな支援策をつくり出してい

ただいて、起業者が、起業を検討している方々が、五反田を起業の挑戦の聖地として捉えていただける

ようなブランドづくりをしていただければと思います。こちらは要望で終わります。 

○鈴木（博）委員長  次、新妻さえ子委員。 

○新妻委員  １５５ページ、各種がん検診、１６１ページ、環境活動推進経費、１６６ページ、水辺

活用等広域観光連携事業、時間がありましたら、猫の不妊・去勢手術費助成についてもお伺いいたしま

す。 

 まず、各種がん検診についてお伺いいたします。 

 このたび行われました区長選挙では、公約にがん対策が掲げられておりました。品川区でのがん対策

が大きく推進されることを期待して質問します。平成２９年度、また現在までに、乳がん検診において

拡充された取組みをお知らせください。 

○川島健康課長  乳がん検診の啓発に関する取組みということでございます。 

 まず、１０月の乳がん月間に合わせまして、総合庁舎、第二庁舎、第三庁舎の女子トイレの中に、乳

がんの自己検診、セルフチェック用のポスターを１カ月、約８０カ所に掲示させていただきました。そ

れから、がんを啓発するイベントということで、防災センターの展示スペースにおきまして、ミニ展示

会みたいなところ、それから昭和大学病院の先生による、乳がんではないのですが、がんの抗がん剤治

療に関するミニ講演会というのを開催するなど、そういった展示の啓発イベントを開催させていただい

ております。 

○新妻委員  ここで委員長に許可を得ましたので、皆さんにご提示させていただきます。今、課長か

らご答弁がありました庁舎内の女性トイレに、このようなチラシが、これは私が提案をさせていただき

まして、このようなものが乳がん月間に合わせて１カ月、掲示をされました。引き続き、このような意

識啓発を毎年の乳がん月間、そしてピンクリボン月間に合わせて、そのような活動を継続していただき

たいと思いますが、いかがでしょうか。 

○川島健康課長  今回行ったような取組みの中でも、１０月の啓発イベント、それから新たに乳がん

の啓発のグッズも変えたいと考えておりまして、お風呂に入ったときにシールで張れて、自己触診する

ときのやり方が書いてあるようなものに変えたいと考えているところでございますので、そういった計

画で仕事を準備しておりますので、新しい取組みというのは順次進めていきたいと思っております。 

○新妻委員  また、周知もぜひ進めていただきたいと思います。 
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 次に、環境活動推進経費から、ＥＣＯフェスティバルについてお伺いいたします。 

 最近、海洋ごみ問題が大きく取り上げられております。プラスチックごみを削減、なくしていこうと

いう都の機運が高まり、スターバックスやガスト、バーミヤンなどが、店舗で提供するプラスチックス

トローを２０２０年までに廃止すると公表しています。ここまで使い捨てストローが注目されたの

は、１つにはウミガメの鼻にストローが刺さった画像が世界的に拡散したことがきっかけだったと言わ

れております。 

 そこで、品川区でもプラスチックストローをなくしていく取組みを要望いたします。品川区は今回、

環境計画も新たに策定されました。また、しながわ環境未来館もオープンするということを発表されて

おります。具体的には、約３万５,０００人が来場するＥＣＯフェスティバルの中で、いわゆるプラご

みのパネル展示をするなど、また、特に出店店舗で飲み物を提供する際には、プラスチックストローの

提供はしない、ＥＣＯフェスティバルだからこその取組みを要望いたしますが、いかがでしょうか。ま

た、現状がどうかということもお伺いいたします。 

○小林環境課長  ＥＣＯフェスティバルにおけますプラスチックを使わないような容器の現状の、ま

ずご質問でございます。 

 今現在、環境課でさまざまな食品を提供することを、ＥＣＯフェスティバルを通じて行っております

が、平成２８年からプラスチック製品の容器ではなく、植物由来、これはサトウキビの搾りかすを加工

したものでございますが、そういった環境配慮型の素材を容器として使用し、提供しているところでご

ざいます。 

 現状で申しますと、そういったプラスチック製品のものが残されているものとしては、委員ご指摘の

とおり、ストローといったものがあるかと思っているところでございます。そういったストローにつき

ましても、現在、紙型のストローとか、さまざま品種改良、品種を改めて、耐久性も向上しているとい

う話を聞いてございます。そういったものを今後、取り入れられるかどうかを含めて検討を進め、また、

ＥＣＯフェスティバルの取組みを区民の方に多く周知することが大きなことかと思っております。日常

生活につながる啓発に取り組んでいきたいと考えてございます。 

○新妻委員  ぜひ前向きな取組みをお願いしたいと思います。また、全庁的にも、庁舎内の食堂や売

店、また区主催・共催のイベント等の開催時に使われるプラスチック容器がありますので、全庁的な取

り組みも、ぜひ要望をさせていただきます。 

 もう１点が、昨年のＥＣＯフェスティバルで行われました、区主催の２回目のフードドライブについ

てです。昨年は残念ながら、来場者の目につきにくいところでのブースだったようで、次回の開催はぜ

ひ、このフードドライブをメインの会場に近いほうで行い、事前周知にも力を入れ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  ＥＣＯフェスティバルで行いましたフードドライブのお尋ねでございます。３

万５,０００人と、非常に多く集まるイベントでありましたが、不特定多数が集まるイベントというこ

とで、来場者の目的はさまざまであるといったところでありますが、周知を行ったわりには、少し少な

かったのかなと我々も認識してございます。場所もわかりづらいというご意見もいただいたところでご

ざいますので、今後、効率的な周知とあわせ、実施場所についても検討していきたいと考えてございま

す。 

○新妻委員  よろしくお願いいたします。 

 次に、水辺活用等広域観光連携事業について伺います。 
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 今年は１０月の６・７日に、しながわ観光フェスタの一環として、水辺のイベントが東品川海上公園、

八潮・勝島地域で開催をされました。また、花火も大きく開催をされました。私も水辺議連の一員とし

て、自民党の議員とともに後押しをさせていただきました。 

 特に、今回は八潮団地で、東京都の公認のヘブンアーティストが７組も来てくれるという大きなイベ

ントとなりました。特養や幼稚園、そして福祉施設などでも大道芸を披露しておりました。特に多目的

広場では、子どもたちが大道芸人に、「もうちょっと下がろうか」と言われるぐらい引き寄せられるよ

うな光景もありました。 

 また、屋形船に乗るモニターツアーでは、前売り券があっという間に完売し、船宿の配慮で当日は大

きな船を用意してくれ、当日券も販売するほどの大変好評なツアーで、約２００名の方からモニターツ

アーのアンケートをいただいております。家族連れも多く、日常ではない、船から八潮団地を見られる

ということで、ほとんどの方がまた参加したいという声をいただきました。 

 これらを企画準備しましたのは、地元の若手メンバーであります。また、それにあわせて、自治会の

皆様をはじめ、八潮の地域力を結集し行われ、この八潮団地がアートのまちとなった一日でありました。

八潮の連合会長をはじめ、地域の皆様から、来年もやってくれるのかなという期待の声を多くいただい

ております。そこで、来年も引き続き開催できますよう、ぜひ品川区の支援をお願いしたいと思います

が、いかがでしょうか。 

 また、八潮団地はオリンピック会場に近い場所にあります。オリンピック開催時には、特に「アート

のまち八潮」をアピールし、文化プログラムの一環となるような取組みを要望いたしますが、いかがで

しょうか、お伺いいたします。 

○立川文化観光課長  しながわ水辺の観光フェスタのお尋ねでございます。八潮地域におきまして、

さまざまな団体のご協力をいただき、実施できたと考えているところでございます。大変好評だったと

いうことを聞いております。東品川地区、五反田地区を含めまして、水辺の観光につきましては、これ

からも盛り上げていきたいと考えておりますので、来年度につきましても、また盛大に開催できればと

考えているところでございます。 

 また、オリンピック・パラリンピックに関連してでございますけれども、開催会場に最も近いまちと

認識しておりますので、どういった連携ができるかというのは、今後いろいろ協議・検討していきたい

と考えているところでございます。 

○新妻委員  地元の地域の皆様のお声も反映をしていただきながら、ぜひ前向きな取組みの検討をお

願いいたします。 

○鈴木（博）委員長  次に、中塚亮委員。 

○中塚委員  １６７ページの中小企業支援費より、商店街のイベントチラシ、生鮮三品支援、１６５

ページの就業支援費より、就業体験事業について伺いたいと思います。 

 まず、商店街のイベントチラシですが、区が単独で助成しているものは、商店街が作成するイベント

でも一定程度、例えば町会のイベントを告知することができるけれども、東京都の補助が入ると、少し

でも別の企画が入ると全部だめになり、商店街から何とかしてほしいと声がありました。最近は少し変

わったと伺いますが、このことが商店街にあまり知られておらず、別の企画はだめだと思っている商店

街もあります。そこで、どう変わったのか、この変更について商店街への周知徹底を求めますけれども、

いかがでしょうか。 

○山崎商業・ものづくり課長  事業周知に関するチラシの部分につきましては、補助事業ということ
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でございますので、当該イベント事業の周知ということが基本にはなります。ただ、一方で当該イベン

ト以外、例えば次回の告知でありますとか、周辺の情報でございます。そうした目的外の情報になりま

すと、補助金の審査・チェックの段階で適用外ということもございました。それにつきましては、商店

街の皆さんからのご要望も区としてもいただいておりまして、東京都などと交渉した結果、昨年度平

成２９年度からは、全額補助対象外としていたものについて、当該チラシの１０分の１のスペースとい

う制限はありますが、一定程度そうした周知も可能になっているという状況でございます。 

 それから、周知につきましては、商店街はさまざまな補助事業がございますので、年度の開始の時期、

あるいは東京都の申請などのタイミングに応じて、区としましても各商店街の会長などにお越しいただ

いて、説明会を開催しているという状況でございます。なかなかイベントチラシは前年のものを活用す

るといったことも見受けられますので、さらにきめ細かい周知を、課としても職員一同対応してまいり

たいと考えているところでございます。 

○中塚委員  以前申請してだめだったというインパクトが大き過ぎて、今もそうなのかなと思ってい

る方もいらっしゃいますので、ぜひ周知をよろしくお願いしたいと思います。 

 次に、生鮮三品支援事業について伺いたいと思います。平成２５年度に一度実施され、パンフレット

が作成され、配布されました。ところが、この事業はこの一度だけで、パンフレットの更新もありませ

ん。私は、区民のインフラに欠かせない商店街にとって、とりわけ生鮮三品、野菜・肉・魚は重要だと

思います。もちろん、どの商店も元気な商店街をつくる上では大事ですが、その中でも生鮮三品は、毎

日の生活に欠かせない買い物になりますので、商店街への人の流れをつくる動機として大切だと思いま

す。 

 しかし、商店街を見ても、生鮮三品のお店が減って、これを機に、一気に商店街が厳しくなるという

現状があります。商店街にとっての生鮮三品の大切さを、区はどのように考えているのか。あわせて、

パンフレットの作成から５年がたちますけれども、新たな生鮮三品の調査や発掘、新たなパンフレット

の作成を求めますけれども、いかがでしょうか。 

○山崎商業・ものづくり課長  活力ある商店街のイメージなど、それぞれでございますが、やはり生

活に密着した生鮮三品のお店が商店街の中で、勢いのいいかけ声などが飛び交うようなイメージも持っ

てございます。区としましては、そうした区民の皆様に密着した形のインフラの定義ということで支援

をしております。生鮮三品も含めたそれぞれの個店の皆さんが元気にということでございます。 

 生鮮三品につきましては、個店支援のメニューの流れの中で位置づけをして、品川区としましては、

平成１８年から５年間かけまして、マイスター店の発掘ということで、ここにも生鮮三品のお店も含

む２００店舗の魅力ある個店の発掘に努めてきたということでございます。それが５年間で終わりまし

て、その後継事業として平成２５年度に、生鮮三品店を取り上げるようなこと。それから、以降は平

成２６年から、これも３年間かけまして、商店街調査隊事業ということで、ここにも生鮮三品も入って

おりますけれども、さまざまな物販ですとか、いろいろ特徴あるそれぞれの個店のカテゴライズに合わ

せ、焦点を当ててＰＲをしてきたという流れの中に位置するものでございます。とりわけ生鮮三品の事

業を通じて、当時非常にユニークな取組みをしまして、区民の皆様をいい意味で巻き込んで、いいお店

だということでご推薦をいただいて、選定して、ＰＲしてということでございます。 

 どうしても、ご商売をやっている方々のＰＲというものが基本の「基」ですから、これは今後も続け

てまいる所存でございますが、中には、実際に商売を続けていくにあたって、例えば大型の冷蔵庫など、

お肉屋さんなどは特にそういうことでございますけれども、そうした別の具体的なニーズもいただくよ
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うな状況になってきております。そこで、これは中小企業の事業承継支援の中で、今年度からなのです

けれども、設備投資に関しての支援ということで、そうした生鮮三品の冷蔵庫などを対象にした事業も

展開をしているという状況で進めているところでございます。 

○中塚委員  いろいろ事業は紹介していただいたのですけれども、私が伺ったのは、パンフレット作

成から５年がたっているわけです。なので、新たな生鮮三品の調査や発掘、新たなパンフレットの作成

を求めたのですけれども、いかがでしょうか。 

○山崎商業・ものづくり課長  そういう意味では、現状のいろいろ個店をＰＲする事業は、続けて

やっております。最新の情報に塗りかえてということでやらせていただく中で、生鮮三品の事業者様の

ＰＲも含めて取組みをしておりますので、そういった考えのもと、今後も継続してやってまいりたいと

考えているところでございます。 

○中塚委員  商店街にとっての生鮮三品の大切さは先ほどお伝えしたつもりなのですけれども、現状

の中でやられているということですが、ここに特化して注目した事業を、ぜひ進めていただきたいと要

望したいと思います。 

 次に、就業体験事業を伺います。平成２９年度は就業体験事業がありましたが、これが今年の４月か

ら中止になってしまいました。この事業は若者や、育児等で一度退職した方が、職場実習を通じて中小

企業での正規雇用への道をつくり、中小企業にとっては若者を採用できるとても大切な機会だったと思

います。採用決定数を見ても、職場体験の期間が長かったときは、採用数は年間で３０名弱、平成２７

年度から職場体験が短くなりましたが、それでも平成２９年度は１７名の採用、５年間で１０５名の採

用が決定しております。 

 就業体験を丁寧に行うと、採用決定数も多いというのが実績ですが、これを今年から中止としたのは

許せません。ぜひ復活していただきたいと思います。２０代、３０代の雇用環境、また中小企業の採用

も引き続き厳しいのに、なぜ中止としたのか、理由を伺います。 

○山崎商業・ものづくり課長  若者等の就業支援事業、就業体験ということで、平成２５年度か

ら２９年度まで５年間にわたりということでございます。そもそもこの事業を実施するきっかけになり

ましたのは、平成２５年当時、その前からでございますけれども、国の高齢者雇用の関係で、非常に高

齢者枠のほうが増えてきたということ、あるいはリーマン・ショックの名残が残っている時期でござい

ましたので、各企業が非常に若者の採用が厳しい時代があったということでございます。そうしたこと

もあって、社会的にはニートの問題が非常に顕在化した時期でございます。 

 そういうことを受けて、品川区としましては、とりわけ若者の就業を丁寧に応援しようではないかと

いうことで、事業について政策立案をしてきたということでございます。成果につきましては、先ほど

おっしゃったとおり百数名が正規雇用に結びついたということでございますが、その当時と雇用環境と

いう部分が大分変わっております。例えば全国的な有効求人倍率では、当時１倍もいかず、０.９倍ぐ

らいということでございましたが、今全国では１.６３倍、それから東京都全体では２.１４倍というこ

とであります。 

 それから、品川区を包括する品川のハローワーク管内では、全国で有効求人倍率が一番高く、８倍で

ございます。１人の雇用に対して、数字上ですけれども、８社が殺到するような状況でもあります。そ

うした雇用環境の変化などによりまして、この事業については一定見送ったということと、それから、

有効求人倍率が高いからこそ、区内の小規模事業者には人が来てくれないという、会社のほうの求人難

という部分があります。区としましては、そちらへの事業に注力するためにシフトをさせていただいた
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ということでございます。 

○中塚委員  初めに、有効求人倍率については、非正規雇用が広がった影響であって、雇用環境が改

善したわけでは決してありません。決算特別委員会の初日でも、雇用・所得環境の改善が進んでいると

いう区の判断が、若者や育児などで一度退職した人の再就職を支援する就業体験事業を中止させてしま

うというのは、本当にひどいと思います。雇用環境は悪くなったままです。 

 また、景気の動向は別にしても、何らかの理由で一度退職した若者や女性が、もう一度再就職をする

というのは、とても大変です。一度職場を体験してから正規雇用の道をつくっていく、こうした支援と

いうのは引き続き必要だと思います。 

 しかも、２０代や３０代は大学卒・高校卒のときに正規の雇用につけずに、また正規についてもいわ

ゆるブラック企業で苦しめられたり、そういう世代が今、３０代に近くなったり、４０に近くなった人

もいますけれども、そのときに、引き続き再就職の支援をしていく。また、女性が育児などの理由で退

職した際に、再就職をするときに結局仕事が見つからず、パートやアルバイトなど非正規雇用になって

しまう、人生設計が狂わされてしまうという方もいらっしゃいます。 

 中小企業にとっても、若者を１人採用するというのは重要な決断です。職場を体験し正規雇用への道

をつくっていくこの事業を、ぜひ復活し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  区としましては、就業支援につきましては、通常の区立の就業支援セ

ンターを軸に、就業の支援をしっかりやらせていただくというのを基本にしております。ここでは年

間８００人ほどの正規雇用につなげているということもありまして、開設以来、５,０００人を超える

方がそこで就職をされているということもございます。先ほどのいろいろな経済環境、雇用環境の変化

に対応して、さまざま事業を見直し、構築する流れの中の判断ということでございます。 

 それから、女性の再就職につきましては、景気動向云々ということよりも、固有のケースがあります

ので、そちらは引き続きやらせていただく、この分野も一生懸命対応してまいりたいという考えでござ

います。 

○中塚委員  職場を一度体験して、採用する側もされる側も、とてもよい事業だと思っておりました。

これが中止となったのは絶対に許せないと思います。景気の動向は脇に置いておいても、こうした支援

は引き続き、若者にとっても女性にとっても必要だと思いますので、復活を強く求めたいと思います。 

○鈴木（博）委員長  次に、いながわ貴之委員。 

○いながわ委員  １５３ページの保健衛生総務費、休日・応急診療費について、ここに延べ人

数、７３日で１万４,８９５名と書いてあるのですが、本来の休日診療所の趣旨を鑑みたときに、この

診療数が妥当なのかどうなのか、お知らせください。延べ人数の方々を単純に割れば、１日２００名ぐ

らいが受診されているということなのですが、おそらくどこかに集中しているのではないかと思います

ので、それをどうお考えになっているのかということをお聞かせください。 

 １５４ページ、予防費の中の、各種がん検診で、これは年齢はさまざまあろうかと思うのですが、区

内の対象者に通知が行くと思います。実際、がん検診全体を見た受診率に関しては、多いのか少ないの

か、少ないのであれば、受診率向上の取組みは何を行っているのかということ。あと、区のがん検診以

外、区内の医療機関ではなく、例えば区外の大学病院とか、いつもかかりつけのところに行った場合の

がん検診で受診されているかどうかということ。多分わからないとは思うのですが、そういう受診率と

かがわかれば教えてください。 

 そして、１５８ページ、保健衛生施設費、品川・荏原の保健センターについてのスポーツジムに関し
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てなのですが、これは委託をされているのですが、行政のスポーツジムにしては、少々充実感があると

いう思いがします。実際、品川と荏原の保健センターのスポーツジムの運営、また目的は、条例上どう

いった位置づけになっているのか。近年、幅広い年齢層が利用しているとは思うので、その辺をお知ら

せいただければと思います。 

○川島健康課長  ３点の質問、まず休日診療費のところからお答えいたします。こちらは、数が妥当

かどうかというのはなかなか判断が難しいところではありますが、先ほどもおっしゃったように、イン

フルエンザ等の流行期の患者の急増のときの対応がなかなか忙しくて、厳しくなるといった状況もあり

ます。それ以外の繁忙期以外は、そんなに大変な状況が続くわけではないと認識しているところでござ

います。応急診療所というのは限られた人員で診療するということ、あくまでも応急的な診療であると

いうところが定義というか、我々の認識でございます。 

 それから、がん検診の受診率でございます。平成２９年度、胃がんが、これはバリウムを飲むもので

すけれども、２.２％、前年度は２.５％、子宮頸がんが２７.４％、前年度が２７.２％、乳がん

が２７.２％、前年度が２６.８％、肺がんが８.９％、前年度が９.２％、大腸がんが２２.１％、前年

度が２３.１％ということです。 

 受診率をどう考えるかというところでございますが、近年は女性のがん検診のほうは高目だというと

ころで上向き、伸びていると考えております。胃がん・肺がんが低い傾向にあるということです。 

 受診率の向上策、何をやっているのかというところだと思いますが、例えばバリウムを飲むのが大変

負担だということで、今年６月から胃がんの内視鏡検診を開始したところでございますが、こちらも好

評をいただいていると聞いております。それから、お知らせということですけれども、毎年４０歳以上

の全世帯の方には、がん検診のリーフレットを郵送しております。ただ、女性のがん検診につきまして

は２年に１回、対象年齢の方には受診券を郵送しているところでございます。それから、かかりつけの

大学病院等での検診ということですが、そちらまで区では把握はしていないというのが現状でございま

す。 

 それから、区立の健康センターのことでございます。こちらは品川区立健康センター条例の第１条で、

「区民の健康の保持および増進を図るため、品川区立健康センターを設置する」ということで、そう

いった目的で運営をしております。こちらは利用者も着実に増えておりまして、今では延べ３０万人を

超える方が利用していただいているということで、大変好評をいただいております。 

○いながわ委員  休日診療所に関しては、おそらく品川・荏原の医師会が多いのではないかと思って

おります。これは区のホームページを見ると、「必ず医療機関に確認の上、受診をしてください」と、

品川区のホームページ上には書かれているのです。どういう感じのところに集中しているかは別にして

も、電話をかけて受診となると、電話も集中してかかってくるということで、診療所の場所によっては

何回かけてもずっと話し中だとか、全然出てくれないということを地域の方から伺っております。 

 そういう部分に関して、品川区としてはどうお考えなのか、そもそも休日診療所の本来の趣旨、役割

というのは、本当に急を要する方が必要とする部分であって、例えば日曜日しか仕事が休みではないか

ら、休日診療所がやっているから行ってしまおうかなというのは、また違う部分だと思うので、そう

いったことをもっとしっかり各診療所、クリニックとかに、役割をポスターなり何なりで告知・周知し

ていくことが大切ではないかと思うのですけれども、それはいかがお考えかということです。 

 がん検診に関しては、何が言いたいかというと、おそらくこれがデータヘルス計画に反映をされて、

品川区の健康増進、そして保険料の抑制につなげていくのかなという思いがあるので、がん検診に関し



－16－ 

ては、例えば分母を１００としたときに、１００だったら１００％で、しっかりとした数値・データが

ヘルスケア、データヘルス計画のほうに反映されるわけです。例えば品川区全体を１００として、５０

人が品川区で受けたけれども、実を言うと３０人は外で受けていましたとなると、そこはまた数値が変

わってきてしまうので、そういう手法がないのであれば仕方ないのですが、しっかりとした数値・指標

をもってデータヘルスケアに反映をして、しっかりとしたデータ・数値をもとに、今後の品川区におけ

る健康増進とか、そういう施策に活かしていただきたいという思いがあります。 

 あと、ジムに関しては、これは本当にピンポイントで大変申しわけないのですけれども、４０歳代の

方の利用者のご意見なのですが、ジムの平面図を見ても、フリーウエートスペースというのが設けられ

ていて、そこはバーベルとか鉄アレー、ダンベルといいますか、それを利用するところだと思うのです

が、老若男女を問わずというのであれば、もっと幅広いウエートを置いていただいて、今は１０㎏まで

しかないという話で、バーベルは３０㎏までだということなので、危険性とかいろいろあろうかと思い

ますが、その辺をぜひ対応していただきたい。 

 あとは、いろいろ置いてあるマシンで例を挙げると、例えばラットプルダウンというマシンがあるの

ですが、本来であればアタッチメントを交換することによって、ベントラットバーとか、パラレルバー

とか、Ｖバーを交換して、いろいろなトレーニングができる機種でもありますので、そういった機種の

パフォーマンスをしっかり最大限に活かせるような、活用できるような形にしていただきたいのですが、

そういうのはどうお考えなのか、お知らせください。 

○川島健康課長  がん検診のデータの集計ですとか取りまとめというのは、適切にやっていくという

ことで、それをどのように活かしていくかというのは非常に重要なことだと考えております。 

 それから、休日診療の電話がつながりにくいというところですけれども、こちらは医師会の協力のも

とに、非常に少ない人員でやっているというところもあるということで、なかなか回線も少なくてつな

がりにくい時期もあるということで、そちらのほうは、そういう場合もあるということをホームページ

とかでしっかりご案内しようと思います。 

 それから、本当に急を要する場合というのは救急車を呼んでいただくという、それぞれの役割が違う

というところもご認識いただければと思っております。 

 それから、健康センターですが、スポーツジムとはちょっと違うという、区民の健康増進施設という

位置づけで考えております。そうはいっても、さまざまな方が使ういろいろなニーズがあるということ

もございますので、先ほどの鉄アレー１０㎏以上のものにつきましては、今まで安全面の関係でなかな

か設置が難しかったということですので、その辺はスペースとかを見ながら考えていきたいと。それか

ら、そのほかの器具につきましても、使用方法を現場のスタッフとも確認した上で、適切に使えるとい

うことがあるのであればということなのですけれども、区としてそれは確認させていただきたいと思い

ます。 

○鈴木（博）委員長  次に、藤原正則委員。 

○藤原委員  まず初めに、昨日に引き続き、妊婦加算についてお伺いさせていただきますが、この制

度は今年の４月に、診療報酬の改定の際に新たに設けられました。妊娠中の女性が医療機関の外来を受

診した場合、初診料と再診料、外来診療料が上乗せされるわけです。妊娠された女性が内科とか眼科と

か皮膚科とか行ったときに、お支払いするときに加算されてしまうのです。 

 これについてなのですが、私は昨日も申し上げましたが、少子化という意味に対してのバックアップ、

厚生労働省というので区が直接ではないですけれども、これはおかしいという思いで質問させていただ



－17－ 

くのですが、まず、その辺についていかがでしょうか。 

○仁平品川保健センター所長  それでは私から、妊婦加算に関するということでお答えさせていただ

きたいと思います。 

 確かに、４月の診療報酬の改定によりまして、妊婦の方が一般的な疾病で受診された場合に、特別加

算として妊婦加算が新設されたというのは承知しておりますけれども、何分、この負担増についていろ

いろと議論がされておりますが、診療報酬の改定ということですので、この是非について区として見解

を示すというのは難しいので、差し控えさせていただきたいと思います。 

 この件につきまして、一般の方への周知が不足しているのではないかと感じております。先日、１１

月に入ってからなのですが、厚生労働省から妊娠中の健康管理と妊婦加算の周知について協力をお願い

したいということで、チラシの設置と依頼が来ておりますので、こちらを区といたしましても、この制

度が新設されているということを皆さんに周知していただきたいと思いまして、その辺を対応していき

たいと考えているところでございます。 

○藤原委員  もちろん、国の制度を区が発言するというのはわかるのですけれども、私も勉強して、

ドクターサイドの意見はわかるのです。妊婦のことを考えて、丁寧な診療をしていくために、こういう

ふうに上がる。でも、上がった分に関しては、区でできることというのは、上がった診療のお金に関し

て、ここは助成をしてあげるとか、いろいろなことができていくと思うのです。 

 もちろん周知は大事です。妊娠した方が行かれて、初めて聞くという人が多いのです。みんな、

「えっ」となる。国は少子化対策とうたっているのに、何で妊婦に加算されるのかと、一般の妊婦はそ

う思います。やはりここは少子化対策としては、区がその上がった分に関しては助成をしていくとか、

そういうことまで踏み込んでいくべきだと私は思います、周知だけではなくて。これこそ少子化対策で

す。妊婦というだけで加算されてしまうのですから、これはおかしいです。いかがでしょうか。 

○仁平品川保健センター所長  区としましてできるところは、現在も行われておりますけれども、妊

娠期におけます健康診査関係の助成とかそういうところで、区として対応できる部分で負担の軽減等を

引き続き行ってまいりたいと考えております。 

 加算の部分の助成につきましては、現在のところといいますか、考えはございません。 

○藤原委員  しつこいですけれども、今考えていなくても、ぜひ考えてください。妊婦さんが行かれ

て、丁寧にドクターに診ていただける。だから診療報酬が上がる、加算されるというのはわかる。でも、

加算された分を、会社等をやめたり、金銭的なことというご不安もあるわけです。こここそ手厚くして

あげるのが、一番身近な行政だと私は思うのです。なぜ妊娠された方の加算か、それはドクターが丁寧

に診てくれる。でも、そこで区が、その加算部分に対して助成してあげるというのは、決して反してい

ない、行政としてやるべきことだと思うのです。周知だけでは妊婦さんは納得できないではないですか。

「なぜ」となります。周知も全然、ネット等でアンケートをとったら、半分以上の方は知らなかったと

いうのが現実です。 

 この辺は、今の決算の答弁はここまででいいです。ただ、これから先、加算部分については助成とか、

全てと言わなくても、やはり身近な行政としては考えていくべきだと私は思います。これは答弁も同じ

になってしまうと思いますが、ここでやめますけれども、またこれは私の目標としてやっていきたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それと、１６８ページでプレミアム付区内共通商品券で、今もプレミアム付区内共通商品券は緊急経

済対策の一つだと思っているのです。来年２０１９年、消費税が１０％に上がると思います。そうする
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と、消費心理的負担感というのがものすごく上がって、消費は思い切り減るという統計も出ているので

す。この負担感とは何かというと、例えば１万９,８００円の８％は、ぱっと計算が出る人がいると思

うのですけれども、私は出ないのです。でも、１万９,８００円の１０％というと１,９８０円で、すぐ

頭の中に出てしまうではないですか。そうすると、消費を抑えてしまう心理が広がる。これが１点。 

 それともう１点は、これも厚生労働省だけれども、働き方改革といいますか、残業の規制が始まると、

残業代が減ります。以前の答弁で、「公務員は関係はありません」。この残業代が減るということで、

無理やり残業というのではなくて、残業代も入れて家計を計算していた方もいると思うのですけれども、

それで消費が減る。 

 それと、私も１つ勘違いしてしまったのですけれども、オリンピック・パラリンピックが終わった後

の経済という形で、これは減速するでしょうと言ったのですけれども、来年から始まってしまうのです。

なぜかというと、２０１９年でほぼインフラの整備が終わってしまうのです。すると、来年こそ思い切

り経済は、私は減速していくと思うのですけれども、それに対応してプレミアム付区内共通商品券をは

じめ、いろいろな施策が出てくると思うのですけれども、今から考えておかないといけないと思うので

すが、この辺についてはいかがでしょうか。 

○山崎商業・ものづくり課長  プレミアム付区内共通商品券も含めまして、商業の分野、それから中

小企業、全体の産業振興政策の基本は、いろいろ景気のお話がありましたが、そうした変化にきちんと

区としては即応していくということでございます。一例では、消費が抑えられる部分の傾向があれば、

それを喚起するような意味合いのプレミアム商品券を考える。そういうことで、しっかり努めてまいり

たいというのが基本的なところで思うところでございます。 

○藤原委員  来年の景気動向という意味において伺っているので、企画か財政もご意見あると思うの

ですけれども、大きい意味で経済というのを、今どういうふうに予想し、どうつかんで、どういうふう

にしていこうかという思いが、今の時点であれば教えていただけますか。 

○品川財政課長  今後の景気状況というところで、いろいろと見込んでいくのは非常に難しい点があ

ると思います。オリンピック前後の景気にしても、各大会によっていろいろ状況が違ってくるというと

ころでございます。 

 区としては、さまざまな景況の市況等も十分に熟慮しながら考えていきたい。特に、中小企業と区内

景気等について、この辺は重点的に動向を見ながら今後の状況を見ていき、必要に応じて対策を講じて

いきたいと考えています。 

○鈴木（博）委員長  次に、吉田ゆみこ委員。 

○吉田委員  私は１６０ページ、４款２項１目環境対策費、環境三計画改訂等経費から、先ほども出

ましたけれども、プラスチックごみのことを伺いたいと思います。１６１ページ、３目リサイクル推進

費、雨水利用タンク設置助成事業。５款からは、１６７ページ、１項２目消費者対策費、地域でつなが

るみんなの暮らし展。時間があれば、産経費全体から、この款にかかわる事業の指定管理のモニタリン

グについて確認させていただきたいと思います。 

 最初に、環境三計画です。昨年度改訂された環境三計画について、２章の地球環境に関する最近の状

況という項目で、海洋プラスチックのことの認識が薄いなと。よく読めば、優先的課題の９番目に書か

れて読み取れるかなというところなのですが、その後の具体策の中でも、打ち出し方が弱いと感じてお

りました。 

 海洋プラスチックごみの問題は、急に取り上げられたというふうに、メディアではそうですけれども、
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この問題自体は研究者の間では１９５０年代から警鐘が鳴らされ、社会的な問題になったのは１９７０

年代だそうです。私自身も１０年ぐらい前に、この問題について学習会に参加して、そんなに前から問

題だったのかと気がついた口ですので、あまり偉そうなことは言えないのですけれども、最近は東京農

工大学の高田秀重氏がしきりに警鐘を鳴らされているということで、区の環境政策の中では、ちょっと

アンテナを高くしていただきたかったと思います。もしその辺で見解があれば、後で伺いたいと思いま

す。 

 海洋プラスチックごみのことを考えると、品川区は容器プラスチックは回収して資源化しております

し、その辺は頑張っているということは実感しているのですけれども、やはり発生抑制でいくしかない

と思っております。先ほどのご質問で、そちらの具体策は今、検討されているということなので、その

辺は評価したいと思います。 

 この問題について、日本の責任はとても重くて、潮の流れとその関係でできている太平洋ゴミベルト

の約半分が日本のごみと言われ、また舞鶴市にある冠島に漂着するペットボトルの構成比を調べたとこ

ろ、約６割が日本製だったということです。プラスチックごみの問題で特徴的なのは、私もそうだと自

覚しているのですけれども、きちんと分別して処理していても、１割程度は環境中に排出してしまうと

いう性格を持っているということです。そういう意味で、全員が加害者であり被害者であるというのが

プラスチックの汚染問題だと言われております。 

 １０月１８日のＮＨＫの「おはよう日本」では、環境省が今年８月、中国などのプラごみ輸入規制の

影響について、産廃物の処理業者や都道府県、政令都市などを対象に調査をしたと報道されました。管

内で保管のごみの量が増加したという自治体や、ごみの受け入れ制限を行っていたり、検討していると

いう事業者も増えてきているそうです。環境省では、このままでは不適切な処理につながりかねないと

危機感を持っているようなのですが、自治体として考えるべきは、やはり発生抑制ではないかと思いま

す。 

 環境大臣が就任直後、私見だがとお断りの上で、レジ袋の有料化も検討すべきかもしれないと発言さ

れています。自治体によっては条例、協定などをつくっておりますが、品川区として、プラスチックの

発生抑制制度、根本的な発生抑制につながるような制度の検討はおありでしょうか、伺いたいと思いま

す。 

 それから、今、食の問題では、もったいないキャンペーンというのをやっていらっしゃいます。それ

のプラスチック版のようなことは考えられないのか、事業者とこの問題で協議をされたのでしょうか。

もしくはする予定があれば、教えてください。 

○小林環境課長  まず、環境三計画の改訂に基づいて、今回の海洋プラスチックの内容が薄いのでは

ないかというお問い合わせに対しての回答でございます。 

 この改訂に基づいて、いろいろな視点から今回策定したところでございまして、特に、その当時の区

民の関心の高さというところを、まずは第一にというところでございます。そもそも環境に対して、我

慢型のイメージ、お金がかかるとか、非常にマイナスなイメージがあったというところは、平成２９年

度行った区民アンケートから感じたところでございまして、そういう中で、非常にわかりやすく持続可

能な環境行動ができるものをさまざま掲載しようといったところから、この環境基本計画をつくったと

いった経緯があるところでございます。 

 決して、海洋プラスチックごみは最近特に注目を浴びているところでございますので、この計画も、

これが１０年間続くようなものではなく、中間見直し等を含めて、その後の中で新たな項目として取り
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上げていければと考えているところでございます。 

 区の施策というところではございますが、まずはこういった海洋プラスチックごみというのは、区１

つで進められるようなものではなくて、世界的な取組みの中の１つと捉えているところでございます。

そこの中で、区として何ができるかというところでございますが、先ほど申し上げましたとおり、区で

はＥＣＯフェスティバル等を通じまして、プラスチックを使わない容器の導入等を進めている最中でご

ざいますが、またそれとあわせて、個人の啓発という観点から、例えば河川下水道課と合同で行ってお

ります川の日のイベントでは、区民レベルに対して、そういったごみのポイ捨てをしないようにとか、

一つ一つの細かな積み重ねの啓発を現在行っているところでございます。 

○吉田委員  そのときの区民の関心が高いかどうかと言われると、どうしても環境問題に関心がある

人たちは少数派で、あまりアピールすると、変わった人という反応が周りから返ってきたりするので、

なかなか私たち自身に関心を広げるという力が少ないのかなと思いますが、これがどういうことにつな

がっていくのかというところまで、そして自分たちにできることがあるのだということを広げるような

啓発を、ぜひ進めていただきたいと思います。ぜひ、もったいないプロジェクトのプラスチック版もご

検討いただければと思います。これは提案にとどめておきます。 

 次に、雨水利用タンク設置助成について伺います。実績が３件ということで、１０件分予算がついて

いるのですけれども、３件ということで、大変残念に思っております。やはりアピールに問題があるの

ではないかということを前も申しましたが、ぜひその辺をもう一度、お考えを伺いたいと思います。 

 新公会計制度に切りかわって、今年度は土木費に計上されている事業なのです。昨年度はまだこちら

の衛生費ということで、切りかわるというと、余計アピールが難しかったのかもしれませんけれども、

チラシの内容に課題が絶対あると思います。チラシ全体が地味なのです。冒頭に、「お財布に優しい」

ということがうたわれていて、これはどういうことなのかなと。前にもこれを指摘したのですけれども、

助成が出るという意味では、これは制度としては、かなりいい助成だと思うのです。 

 私は全部自費でつけたので、そのときから見ると、すごくいい助成だと思うのですが、そういう意味

ではお財布に優しいかもしれませんが、雨水をためて使っても、水道代が安くなるというほどの経済的

に見える効果はないです。それよりも、雨水を下水に流さないで、ためて使うことの意義がわかるよう

に強調すべきだと思いますが、ご見解を伺います。 

 １０月２１日発行の広報しながわには、助成制度の案内がありました。その中に、「雨水の流出抑制

のため」と一言説明があるのです。これは、それこそ皆さんの関心でいうと、これで意味がわかるのか

なと。丁寧に書くとしたら、広報しながわにはスペースの限りがあるでしょうから、やはりチラシで少

し丁寧な説明が必要なのではないでしょうか。 

 チラシの内容で、さっきひどいことを言いましたけれども、とても評価できるのは、「災害に役立

つ」ということが書かれているのです。先日、防災についての質疑の中で、湧き水の活用についてご意

見がありましたが、生活用水ということで言えば、湧き水同様、雨水も十分活用できると思います。こ

ういう意義を強調した内容に変えて、せめてカラーにすべきと考えますが、いかがでしょうか。 

 それから、チラシを置いているのは、今は河川下水道課だけなのです。伺ったら、ここだけですとい

うことでした。少なくとも環境課にも置くべきだし、地域センターにも置くべきと考えますが、いかが

でしょうか。防災に役立つということであれば、そこを少しほかより強調したチラシを、防災センター

に置いてはいかがでしょうか。お答えをお願いします。 

○持田河川下水道課長  まず、雨水タンクの数ということでございまして、昨年度３件ということで、
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少し数としては少なくなってしまったということでございまして、我々所管としましては、ＰＲは毎年、

我々の所管のところで模型といいましょうか、タンク自体を展示しているところもございますし、

ＥＣＯフェスティバル、水防訓練などでブースを設置しましてＰＲ活動をしているところでございます。 

 この事業は、やはり区民の方のご負担も必要なものでございますので、こういった地道なＰＲ活動で、

数としてもその年によって伸びたりという場合もあれば、少し少ない場合もあると思いますが、有効利

用ですとか、治水対策という意味合いで、少しでも数が増えていけば、それは意味のある事業だと考え

てございますので、こういった形でＰＲをいろいろ所管では工夫していながらも、しっかりと続けてい

きたいと思っています。 

 また、チラシでございますが、このチラシの文言もいろいろ所管でも検討してございまして、「地球

に優しい」の部分はちょっとわかりにくいかなというところもあり、今、降った雨をためて晴れた日に

使いましょうという形で、チラシの内容につきましても変えていこうかなという運びで考えてございま

す。そういったものがありながら、あと、チラシの置いてあるカウンターを、我々の所管のところと、

一応環境課のところも、さまざまな環境に関する助成事業ということで、チラシの中に組み込んだ形で

入れてございますので、そういった形でいろいろと庁内も連携しながら、助成制度については引き続き

広めていきたいと思っております。 

○吉田委員  これは説明が難しいのは、とてもよくわかります。私自身も難しい。短く書くというの

はすごく難しいということは、よくわかっております。だから、１０件程度、こういう環境問題にここ

まで関心がある人というのは、そう多くはない。でも、必ずいる。そういう人たちは情報を求めており

ますので、ぜひアピールをお願いします。今後は土木費の中に計上されているので、土木費の決算なの

ですけれども、やはり環境対策でもあるので、ぜひ環境政策での視点を忘れないでいただきたいと思い

ます。これは要望しておきます。 

 次に、１６７ページの、地域でつながるみんなの暮らし展、予算は２３０万１,０００円が消費生活

展として計上されております。決算は１３６万２,０００円弱です。入場者は前の年が２,６２４人だっ

たのが、２,１９７人ということで、ちょっと減っておりますが、決算が予算を大幅に下回ったと見て

おりますが、その要因はどのようにお考えでしょうか。２０１６年度から消費生活展と社会貢献活動展

を合同で行って、２０１７年は両方を一本化したと伺っています。その成果をどのようにお考えでしょ

うか、伺います。 

○山崎商業・ものづくり課長  予算・決算の差異ということでございますけれども、基本的な部分と

いいますか、イベントの内容に関して縮小を行ったということではなく、例えば会場設営の委託料を予

定していたところ、実行委員会あるいは職員などの自前で行われていたということ、それからイベント

内容で、きゅりあんで、小ホールを使う予定のイベントをイベントホールに変えたとかということに

よって、１００万円ほど経費が少なく済んだということでございます。 

 それから、消費生活展と社会貢献活動展を合同で行うメリットということでございます。それぞれ、

例えば消費生活展でありましたら、４０回の歴史がありました。それで、社会貢献活動展のほうは７回

やっている中で同時に開催しているということでございます。双方の活動のスケールメリットが組み合

わさることによって付加価値を生んだ相乗効果ということでございます。そのときの入場数でいきます

と、１,５００人から、当時は４,０００人というところで、大きく広がったということでございます。 

 ただ、委員もご紹介のとおり、最近は３,０００人にちょっと欠けるぐらいというところで、来場者

は落ちついているということでもございます。区としましては、消費生活活動も地域貢献活動の一つだ
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ということで、さらに相乗効果を上げるような工夫をしながらやってまいりたいと考えてございます。 

○吉田委員  でも、入場者数が微減というか、全体が２,０００人台の中で、５００人ぐらいかな、

成果としてはどうなのかなと思います。さらに今年度は、総務費の地域振興費に８９万６,０００円、

消費者対策費で２４１万３,０００円計上されています。予算的には増えているのですけれども、実

質１日と聞いております。今までの２つあった消費生活展と社会貢献活動展を一緒に合同でやって、１

日の開催となった経緯について伺いたいと思います。 

○遠藤協働・国際担当課長  今年度は来年の２月２３日に予定しておりますけれども、１日開催に

なった理由でございますが、こちらは事業の目的に、１つは団体の活動の紹介ということになるのです

が、もう一つは団体間の出会いの場、コーディネートみたいなところがございます。そういう中で、今

まで２日間でやっていたのですが、参加団体数が増えまして、土曜日と日曜日とやらせていただいたの

ですが、土日それぞれ全く別の団体が参加するような形で、今年の２月にやった場合はなっております。 

 そういう中で、出展団体から、２日間、結局前の日は見られない、あるいはその日が見られないとい

う部分があって、そうすると当初の目的みたいなものも薄れてきてしまうので、どうなのでしょうとい

うことで、実行委員会の中で話が出たというところでございます。 

 結論といたしまして、今回は１日で、いろいろと団体のブースを工夫したりしながら、今年はやって

いきましょうという結論に落ちついたというところでございます。 

○吉田委員  今のご答弁だと、実行委員会が決めたということでよろしいのでしょうか。私たちに声

をいただいた実行委員は、途中から参加だったので最初の経緯をご存じないのかもしれないですけれど

も、何で１日になったのかということを実行委員会の中で質問して、「それで予算の関係ですか、予算

が少なくなったからですか」と聞いたら、「そのとおりです」と言われて、ではしようがないだろうと

いうことで納得したということなのですが、この活動を広げていこうという方向なのか、縮小していこ

うという方向なのか、よくわからないので、もう一回お願いします。 

○遠藤協働・国際担当課長  予算については、例えば総務費と産経費と、それぞれ今年度につきまし

ても十分な予算をとっておりまして、昨年の平成２９年度の決算額を上回る額をこちらに確保していた

だいているところでございますので、決して縮小という方向ではございません。 

 １日開催が実行委員会で決まったということなのですが、先ほど申しましたとおり、基本的には実行

委員会の中で、そういう団体からの意見が出てきた中で話をしたところ、その返事が、そちらのコー

ディネート部分を強化していきましょうという話で、１日になったと伺っております。その会の中に消

費者団体に加わっていただいているところでございます。 

○吉田委員  制度が変わるときとか、事務局が両方から出ているとか出ていないとか、変わるときは

いろいろごたごたすると思うのです。せっかく実行委員が自主的に集まって開催している、区民が参加

する貴重な機会でもありますし、その参加している人たちのやる気をそぐようなことがないように、丁

寧な説明と参加者の意見交換をきちんとやっていっていただきたいと思います。これは要望でとどめま

す。 

○鈴木（博）委員長  次に、筒井ようすけ委員。 

○筒井委員  私からは、１６０ページのカラス・外来種対策事業に関連した質問をさせていただきま

す。そして１５８ページ、禁煙外来治療費助成、そして１６６ページ、外国人観光客誘致経費、１６８

ページ、商店街国際化推進事業についてお伺いをいたします。 

 まず、カラス・外来種対策事業に関連した質問なのですけれども、以前、個別にご相談させていただ
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いた件で、区民の方から、イオンスタイル品川シーサイドと東海中の間あたりの森といいますか、植え

込みのところに、大多数のムクドリが発生しまして、それに伴って大量のふんが落とされるという事態

が起きております。以前もご相談して、何とか対処していただいたのですけれども、また区民の方から

発生しているというお声を聞きまして、特に東海中の生徒が正門から出てくるときに、ふんがおっこち

てきて、制服やかばんに当たって汚れてしまうというお声を聞いております。 

 以前ご相談させていただいたときにも、今のところカラスにしか法整備がないということと、民有地

のところにムクドリの巣があるということで、なかなか困難だということだったのですけれども、その

際もイオンのほうにご相談に行っていただいて対応していただいたのですが、また再び発生してしまい

ましたので、何か抜本的な解決策というか、対策というのを考えてほしいのですけれども、いかがで

しょうか。 

 それと、今回、東海中学校あたりの地域でのことなのですけれども、ほかの品川区の地域でも、こう

した事例は報告されているのでしょうか、お伺いいたします。 

○小林環境課長  ムクドリの件でございます。委員ご指摘のとおり、イオン周辺でムクドリが非常に

多く集まってくるといった事情は、私たちのほうでも把握しているところでございます。ただ一方、ム

クドリ対策というのがなかなか、さまざまな自治体で寄りつかせなくするような取組みというのを行っ

ているところでございますが、やはり自然界の物を整備することは非常に困難だということで、効果的

な対策は非常に難しいというところが現状かと思っているところでございます。 

 イオンにつきましては、そこに集まってくることが原因だというところはわかっていたところでござ

いますので、例えば樹木の剪定等を行っていただいて、それが集まってくることが多少なくなったかな

と捉えているところでございますが、最近になって、我々のほうでもそういったところの苦情とか相談

が来ているところでございますので、その状況に応じて、原因把握については引き続き努めてまいりた

いと考えてございます。 

 あと、他の事例というところでございますが、ムクドリというところだけではございませんが、そう

いったご相談につきましては、今年は５件ほどいただいているところでございます。 

○筒井委員  おっしゃるとおり、他の自治体でもムクドリには悩まされているということなので、ぜ

ひとも他の自治体の動向や対処なども参考にしていただいて、このムクドリの被害を少しでも減らして

いっていただけたらいいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。 

 続いて、禁煙外来治療費助成なのですけれども、受動喫煙防止の運動機運の高まりや、東京都の受動

喫煙防止条例の制定などで、喫煙する環境というのがだんだんと減ってきているということであります。

こうした状況のため、喫煙者の方が、たばこもそろそろやめようかなという方も増えているかと思いま

す。そうしたところで禁煙のサポートというのが必要だと考えております。 

 区の禁煙外来治療費助成というのは、非常に有効な手段だと思っておりますけれども、この事業は定

員５０名のところなのですが、今回２１人しか集まっていないというところなので、この定員に達しな

い理由や原因というのはどのように考えているのでしょうか、お伺いいたします。 

○川島健康課長  禁煙外来助成の実績についてのお尋ねでございます。昨年度の実績が、５０名の定

員のうちの２１人だということです。実は本年度は、既に５１人申し込みがあったということでござい

ます。 

 この要因なのですけれども、禁煙外来マップをつくって、禁煙外来助成をやっている医療機関のほう

は、私どものチラシを区民の方にいろいろなところで言ったのですけれども、そもそも治療するお医者
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様自身が知らなかったというところで、お医者様自身へのご案内を今年、強化してやってみたというと

ころが現実でございます。 

○筒井委員  わかりました。そうなのですか。では、医療機関に情報提供をして増えていったという

ことで、承知しました。 

 ただ、一般の区民の方で、まだ知らないという方もいらっしゃいまして、私がお話ししたところ、初

めて知ったという方もいらっしゃいます。今年も定員５０名のところに５１人で、もうちょっと集まっ

てほしいということを思っておりますけれども、引き続き周知をお願いしたいのと、また、たばこをや

めるコツなどを教える禁煙セミナーや教室など、治療費助成だけでなく、禁煙についての幅広い啓発活

動というのを行っていっていただきたいのですけれども、その点、いかがお考えでしょうか。 

○川島健康課長  たばこをやめるコツというのは、つくりました禁煙外来マップの中にも掲載はされ

ております。まずはこちらをいろいろなところで配ったりとか、啓発に活用していくというところが１

つ。それから、これから先、先ほど委員もおっしゃっておりましたが、都の条例と国の法律の改正に基

づいた取組みの中で、受動喫煙対策、それから、たばこをやめることによっての健康の効果等も含めて、

啓発というのはしっかりやっていくと考えてございます。 

○筒井委員  わかりました。ぜひよろしくお願いします。 

 続きまして、外国人観光客誘致経費や商店街国際化についてお聞きしたいのですけれども、２０２０

年東京オリンピック・パラリンピックまで、あと２年を切りました。今後、観光目的など、訪日外国人

を増やしていくという国の政策もございます。そのときにおいて、品川区を素通りされないような、効

果的な品川区としてのインバウンド対策というのが必要だと考えております。 

 平成２８年度にも商店街国際化施策調査報告書というのをつくられて、それが平成２９年３月に発表

されております。その中で、いろいろ貴重なデータが得られたかと思いますけれども、もちろん、商店

街以外の施設やサービス面においてのインバウンド対策というのも必要だと考えております。 

 そこで、やはり効果的なのは、飲食店や観光施設の多言語化メニューや多言語化の案内が必要だと

思っておりますし、品川区内での滞在を増やしていく、そして１人当たりの消費額を増やしていくとい

うことが必要だと思っておりますけれども、品川区としては、この調査報告書などを受けて、今後具体

的にどのようにインバウンド対策というのをやっていくお考えなのでしょうか。また、品川区に来られ

る外国人の方はどこの国の出身の人が多いのか、その国籍の人に対応した方策も必要だと思いますけれ

ども、その点、いかがお考えでしょうか。 

○山崎商業・ものづくり課長  平成２８年度に商店街支援の中で、インバウンド対応も含め、当時

カード決済でありますとか免税も含めて、さまざま検討しまして、まとめて報告をさせていただきまし

た。結論としましては、基本的には外国から来街する方に商店街の魅力、あるいはおもてなしの取組み

をしている個店の皆様を、しっかり区のほうでＰＲしようということで、現在、おもてなし店ＰＲ事業

ということで外国版のＰＲ冊子を掲示して、ホテルでありますとか空港といったところで周知をさせて

いただいています。 

 こうした基本的な取組みを通じて、オリンピックなどの状況もございますので、そうした取り込みを、

区としましてもやってまいりたいということを考えているところでございます。 

○立川文化観光課長  多いのは、中国、韓国、台湾でございます。 

○鈴木（博）委員長  次、横山由香理委員。 

○横山委員  私からは、１５５ページ、こころの健康づくり事業、１６７ページから１７０ページま
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での創業支援事業全体についてと、１７０ページ、品川ビジネスクラブ助成金、時間がありました

ら、１５６ページの母子健康診査費についてお伺いをいたします。 

 まず、こころの健康づくり事業についてお伺いいたします。アルコール、薬物、ギャンブル、買い物、

インターネットなど、病的な観点で依存や依存症というのはどういった状態なのか、簡単にご説明をお

願いいたします。 

○榎本荏原保健センター所長  近年、アルコール、ネット依存等の依存症が大変増えている状況にご

ざいます。品川区におきましても、精神保健相談ということで、こころの健康づくり事業の中で保健師、

心理職の者が対応しておりまして、その中におきましても、そうした疾患のご相談も少しずつ増えてき

ているところでございます。全体の数が実人数で、全部の相談が１,１００人ぐらいの中で、６％ぐら

いの方がそういったご相談が入ってきている状況でございます。 

○横山委員  １,１００人くらいの中の６％ぐらいが依存症のご相談ということで、最近なのですけ

れども、インターネットやゲーム、スマホの依存症について、ご相談というか、状況が増えてきている

のではないかと思うのですけれども、区ではどのような支援を行っているのか教えていただけたらと思

います。特にネット依存治療部門として、久里浜医療センターの研究や治療について、特に予防と対策

のところなのですけれども、乳幼児、青少年、成人向け、それぞれご説明をお願いできたらと思います。 

 次の質問にも行きます。創業支援事業についてお伺いしたいと思います。平成２８年度の産業活性化

調査実施結果において、施策ごとの事業効果分析で、武蔵小山創業支援センター入居経験者のうち、区

内で事業継続している事業数などが書いてあるのですけれども、達成率としては４０％ということで書

いてありました。 

 そこで、武蔵小山創業支援センター、西大井創業支援センター、天王洲創業支援センター、広町工場

アパート・創業支援センター、そしてＳＨＩＰということで、区の全体と各センターにおいて、創業支

援を行った事業のうち、区内での事業継続率をそれぞれ教えてください。 

 もう一つ、すみません。その次の質問なのですけれども、先日、大学との協働の推進のところでお伺

いしましたけれども、品川ビジネスクラブ助成金のところについてお伺いをさせていただきます。ビジ

ネス創造コンテストということで行っている部分なのですけれども、こちらは、しながわ大学連携推進

協議会の大学生の受賞者というのは、今まで出ていないかと思うのですけれども、合同のほうはあるの

かもしれませんが、こちらなのですけれども、総務課の事業と商業・ものづくり課のビジネス創造コン

テストのところの公募を、将来的にコラボレーションというか、連携の可能性というのを見出していた

だいたらいいのではないかと思っているのですが、いかがでしょうか。 

 神奈川県では大学発・政策提案制度ですとか、埼玉県では埼玉大学と連携した区長と学生の意見交換、

また川崎市多摩区では３大学連携協議会ということで、３大学による、まちをフィールドにした約半年

間のプログラムを実施しています。他大学の大学生とチームを組んで、地域の魅力やニーズをはかって、

地元の小学生が楽しめるような小さな商店街の内容を企画するというものです。 

 こうした幅広い視点からさまざまな社会課題を解決するための研究開発アイデアを募集している、こ

のビジネス創造コンテストなのですが、ビジネスになるものと、そして地域社会の貢献活動として、区

と協働していくものと、いろいろなアイデアというのはディスカッション等の中で出てくるのかなと思

うのですが、そのあたり、連携、コラボレーションの可能性についてもお聞かせください。 

○間部大井保健センター所長  私からは、ネット・ゲーム依存についてお答えをいたします。ネッ

ト・ゲーム依存につきましては本年の６月、ＷＨＯにおきまして、国際疾病分類にゲーム依存というこ
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とで登録されたということで、また注目をされているところでございます。これで国際的に認知された

ということで、今後、治療法や対処方法、予防法などの研究が進んでいくものと期待されてございます。 

 国内におきましては、現在、厚生労働省の中でよく調査をしているのですが、今年の調査によると、

中高生においては７人に１人ぐらいということで、かなり多くのお子さんがこのような症状に悩まれて

いるということで、５年前に比べて４０万人増という状況です。 

 先ほどもお尋ねがございました久里浜の医療センターですが、久里浜の医療センターにつきましては、

国内で初めてネット依存外来を平成２３年度から設けたということで有名な病院でございます。現在は

年に大体１,５００件ほどの受診者がおられて、７割が未成年者だということでございます。症状的に

は、どうしてもネット・ゲームに熱中して、昼夜逆転したりとか、いろいろ生活が乱れることによって、

朝起きられなくなって、不登校やひきこもりにつながることが多いということです。治療としては、カ

ウンセリングとかデイケアとか入院治療とか、さまざまそのお子様に合った対応をしているということ

でございます。 

 区におきましては、今年度なのですが、来月の１２月３日に、年１回私どものほうで思春期講演会と

いうものを開催させていただいているのですが、今お話にありました久里浜医療センターの、開設当初

からネット依存の治療に携わっている先生をお招きした講演会を開催する予定でございますので、１人

でも多くのお困りの方の一助になればと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  各創業支援センターでの区内事業継続率ということでございます。創

業支援センターにつきましては、広町と西大井、天王洲が製造業の創業を支援するという部分でござい

まして、この３つの施設は同様の傾向がございます。区内の継続率は３割、３０％ということでござい

ます。それから、武蔵小山にあります創業支援センターにつきましては、女性の創業支援に特化したと

いうことで、業種につきましては、小売業でありますとかサービス業といったところでございまして、

こちらの定着率は４４％。ちなみに、武蔵小山のチャレンジショップ、下のほうにショップがあります。

こちらは７０％ということで、徐々に区内に戻って定着をしている率が高くなっているかなということ

でございます。 

 それから、ビジネスクラブの創造コンテストなどを例にした大学とのコラボレーションということで

ございます。もともと品川区でも産学連携ということで、大学との連携事業というのは持っています。

そういう中で、それぞれの大学生の方の若くてユニークな、いろいろなビジネスプランなどをお持ちの

方などのアイデアを募集するという意味では、創造コンテストというのは非常に有意義な事業だという

ことでございます。 

 区としましても、一例で申し上げますと、そちらのコンテストには過去、区内にございます産業技術

大学院大学の学生の応募がありまして、賞などをとられているということで、さらにそうした連携を強

化してまいりたいと考えているところでございます。 

○米田総務課長  現状の大学連携推進協議会の中では、実践を尊重してということで、どういうこと

をやっていこうかという中で、１つのアイデアかもしれませんが、大学生の専門だったり、参加してい

る人数の中では、少し先に向けた課題なのかなと。ただ、そういうことがあるということは周知はでき

るかと思いますが、一定程度、先に向けた課題なのかなと考えてございます。 

○横山委員  大学生のところなのですけれども、まだ進めていただく先の課題ということで、先々周

知をいただいたりですとか、未来に向けてそういったことも、ぜひ前向きに検討していただけたらと思

います。 
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 依存症のところもありがとうございました。こちらは今、悩んでいらっしゃる方がたくさんいらっ

しゃると思いますので、その講演会も注目しておりますけれども、ぜひ相談事業にも活かしていただい

て、進めていただけたらと思っております。 

 また、区内の定着率というところも、少しずつ増えているということで、継続して区内の定着をぜひ

進めていただければと思います。 

○鈴木（博）委員長  次に、つる伸一郎委員。 

○つる委員  １５８ページ、しながわ健康プラン２１推進事業費、１６６ページ、消費者対策

費、１６５ページ、産業経済費、１６０ページ、環境啓発・推進事業をやっていきます。 

 まず、健康プランに関連してですが、この１１月１日からしながわ健康ポイント事業がスタートいた

しました。聞いたところによると、募集１,０００名に対して相当数の応募があったということで、非

常に好調なスタートができたのかなということでありますが、今まさに取り組んでスタートしたばかり

なのですが、それだけ反響があるということであれば、対象者の拡大、それから対象事業、いろいろな

ものにポイントがつくとありますけれども、その辺を来年度に向けて積極的に検討いただきたいのです

が、簡潔にお考えをお聞かせください。 

○川島健康課長  しながわ健康ポイント事業は、おかげさまをもちまして、１,１００人を超える参

加者の申込をいただいたところでございます。こちらは正直なところ、募集の説明会等、いろいろなお

問い合わせをいただいたところでありますが、もっと頑張って多くの方に参加いただけるようにする余

地はあるのかなと考えております。 

 それから、事業参加ポイントということで、区の事業に参加された方への加算につきましても、広く

区の中のいろいろな健康づくりに資する事業をこちらに加えていくことが、区の中での広がりを持たせ

るために非常に重要であると考えております。 

○つる委員  ぜひ積極的にお願いします。対象者、それから対象事業については、例えば各地域で

行っているような健康に対する取組み、それこそ地域・町会単位で行っているようなところ、例えばそ

こに端末を持っていって出張って、それを通信でできる環境も必要だと思いますけれども、そうしたと

ころも取組みの一つとして、ぜひ検討いただきたいと思います。 

 消費者対策として、今年の予算特別委員会でも触れさせていただきましたが、エシカル消費の推進に

ついて伺いたいと思います。国連のＳＤＧｓのゴール１２に「つくる責任つかう責任」、これとまさに

一致する取組みというか、推進であります。日本でエシカル協会の末吉里花さんという代表理事の方が、

とはいってもその取組みに際しては、無理なく取り組むことが大切ということを指摘されている中で、

この間、繰り返し訴えておりますけれども、品川区としての取組み状況を教えてください。 

○山崎商業・ものづくり課長  消費者センターでは、通常の区民向け消費者講座、あるいはエシカル

消費で非常に環境に配慮した消費行動ということで、食品ロスの削減などにつきまして周知をさせてい

ただくということで取り組んでいるところでございます。 

○つる委員  いろいろなところの自治体で、イベント的な取組みを行っているところがあります。そ

うしたことで、今ご答弁いただいたような取組みも含めて、そうした考え方が区民の方にも浸透して、

身近な日常の消費行動、買い物で、そういう社会貢献、世界貢献、国際貢献ができるという位置づけも、

ＳＤＧｓも含めて、大事な観点になるのかなと思いますので、例えばエシカルフェスタのようなものを

つくってみるとか、そういったこともぜひ検討いただきたいと思います。 

 私の大学の後輩で、いろいろな貧困地域の支援を行っている後輩が、書籍で『買いものは投票なん
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だ』という本を出して、「買える」は英語ではbuy、その「買える」とchangeの「変える」を連携させ

て、買うことでいろいろな社会問題を変えることができるのだという、まさに先ほど申し上げたように、

日々の生活の消費で社会を目指していける、そうした観点も非常に大事かなと思います。 

 また、企業においてはＣＳＶ、共通価値の創造というところで、その概念が浸透してきて、機関投資

家の方々もＥＳＧ投資といって、environment（環境）、social（社会）、governance（企業統治）と

いったところに配慮している企業に対して、積極的に投資をしていくという動きもあるわけであります

から、そうしたところで、消費者においてもそうした周知をしていくことが非常に大事なことかなと思

いますので、ぜひ引き続きよろしくお願いしたいと思います。 

 続きまして、今の視点も含まれてくることかと思いますが、産業経済費。障害者支援の視点もあるの

ですが、障害者のいろいろな作業所等の施設でつくられている商品に、デザインの力をコラボさせて連

携できないか。要は、デザイン性を高めることで、ブランド化によって付加価値を高めて、本当に欲し

いものという形でやっていくことが、そこで働いている方々の工賃向上につながるのではないか。そう

いう視点で、まさに産業界の区内企業の方をはじめ、ご支援いただく、そのような取組み・連携ができ

ないかという問題意識なのです。 

 デンマークにお住まいの方で、ご兄弟の方なのですけれども、ザ・イノウエ・ブラザーズという

ファッションブランドがあるのです。これは、その著者が、まさに兄弟でされているのですけれども、

ボリビアのアルパカの繊維を使ってニットをつくっているのです。先住民の方々が、いわゆるナショナ

ル企業が繊維を買うときには、その正当な価値を認められないで、結構たたかれて購入されてしまって

いて、原価が全然いっていないということがあって、そうしたことを防ぎたい場合は、フェアトレード

とかダイレクトトレードとか、そういう視点なのですけれども、要は、正当な価値でその商品を買って、

消費者にはリーズナブルなニットを提供して、それを生産している先住民は、本来からの２５か

ら３０％、今までと比べると所得を上げることができた。そういう取組みをしているザ・イノウエ・ブ

ラザーズという兄弟とお会いして、お話を伺ったのです。 

 その人たちが、『僕たちはファッションの力で世界を変える』という本を今年出しています。その方

からお話を伺って、非常に感銘を受けて、その人たちがどういう思いでそれに取り組んでいるかという

ところなのです。これは、いわゆるチャリティーの視点ではないのだと。先住民を救っていきたいとか、

そういうことではなくて、それをしっかりとビジネスにしていくのだという視点が非常に大事なのだと。

そうでないと、チャリティーだとなかなか長続きしないのです。どこかで手を引こうかなと思います。

しっかりとそれをビジネスに押し上げていくということが大事なのだと。要は、みんなが価値を得るこ

とができるビジネススタイルを、きちんとした形でつくり上げたわけです。 

 そうした仕組みの枠組みを、障害者のものづくりを支援するブランドも、既にあったりするわけです。

そうした観点で、例えば区内企業、デザイナーとか、デザインがある会社とか、そうしたところと連携

をして、支援ができるのではないかと思ったのです。 

 福祉部署の品川区の方も、障害者施設とかにいろいろな支援を行っていただいて、いろいろなところ

で販売をするわけです。イベントとか、テレビも含めてです。東京都のＫＵＲＵＭＩＲＵ（くるみる）

といったところも、いろいろやっているわけですけれども、なかなか販売網が拡大できないとか、買っ

てもらえないと。そこには商品に対する価値をしっかりとつけていくということが大事なのだろうなと。

それは、やはり産業経済を担当している商業・ものづくりのほうで、そうしたところに支援をしていく

という連携ができるのではないかと思います。 
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 ある企業では、点字がついたＴシャツをつくっているのです。正面にはヘレン・ケラーの言葉が点字

で印字されていて、同行援護の方が大体右側につかれるということから、右肩に点字で「ありがとう」

と入っているＴシャツを売っていたりします。そういったことで、非常にメッセージ性のある、若者に

も多分受けるような、そういう商品をつくっているところもあるわけです。 

 なので、ぜひこうした区内企業の方とかデザイナーの方と連携をした支援、ファッションの力、デザ

インの力をプラスして、価値を創造できるような取組みを支援できないかという質問なのですが、お考

えがあれば教えてください。 

○山崎商業・ものづくり課長  今、いろいろ企業の取組みの中でも、１つの企業活動をデザインする

というデザイン志向といいますか、そうした考え方は非常に浸透してきていると受けとめております。

そうした中で、障害者の方と知的連携という部分の活動を、例えば産業関連団体の中で同友会という活

動組織がありまして、そうした方の中では、分科会として、単に障害者を雇用するとか就労するとか活

用するとかということに、プラスアルファの付加価値を生むような企業の取組み事例などの研究をした

り、毎月、中小企業センターで例月会などもやっております。 

 区のほうも、そうしたところに参加をさせていただいて、今委員がおっしゃったような部分のことに

ついても、いろいろやりとりはしています。ただ、今現在では具体的な仕組みの構築までは至っていな

い状況ですが、今後の１つのビジネスモデルのあり方としましては、障害者の方の知見といいますか、

デザインといったものも活用するような、何か仕組みづくりができたらいいなとは感じたところでござ

います。 

○つる委員  ぜひ今あるいろいろな連携の仕組みの中に、そうした投げかけをやっていただいて、

せっかく一生懸命作業して、ミシンをやってつくっているのに、それが売れないというのは、つくり手

としては、それは一般的にもそうですけれども、なかなか苦しい、悲しいことだと思うのです。なぜ売

れないか。私は花ふきんとか、陽気なぞうきんとか大好きで、うちでたくさん使っているのですけれど

も、製品そのものの質とかがあると思うのです。例えば着るものであれば、素材がどうなのかというこ

とを消費者の人たちは見たり、さっきのエシカルではないですが、その繊維がどこでつくられているの

か、オーガニックコットンなのか、大量の殺虫剤とかが使われているコットンなのかとか、いろいろあ

るわけです。 

 そうした付加価値のつけ方をどうするかによって、その商品というのを手に取っていただく。もちろ

ん、販売のいろいろなところで売っていくということも大事なわけでありますけれども、ぜひそうした

部分で積極的に検討していただきたい。障害者部門だけで考えると、なかなか大変だと思うので、まさ

に商業・ものづくり、これは障害者の頑張っているところの支援にもつながることだと思いますので、

ぜひお願いしたいと思います。 

 先ほどの点字のＴシャツは、イクォルトというところでつくっているそうなのですけれども、それは

英語で「equal to」と書いて、イクォルトというそうなのですが、「equal to」は、みんな平等という

意味らしいです。そういう言葉１つも、キャッチコピーだとか、そういうもの１つ含めても、やはり消

費者の意識に、すごく琴線に触れることかなと思います。 

 この企業体は、アクセンチュアがかかわっているのです。経営コンサルです。だから、そういった企

業も、さっきのＥＳＧではないですけれども、そういう企業も高い意識を持って社会貢献していこうと

いうのがあるわけなので、そうしたところとも連携させていくことで、すごく大きな展開につながるの

かなと思いますので、ぜひ積極的にお願いしたいと思います。先ほどのエシカルも、今の課題も、また
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引き続きいろいろな形で伺っていきたいと思います。 

 次に、環境啓発等についてであります。これも２０１６年ぐらいからずっと訴え続けているのですが、

ドギーバッグの活用です。昨年と今年のＥＣＯフェスティバルで、ビニール袋を参加された方にお配り

して、売店等で買ったものを持って帰ってもらうという取組みも、少しやっていただいたという動きが

あるかと思いますが、私が訴えているのは、発展途上国の子どもたちが描いた絵がプリントされている

ドギーバッグを、まず、例えば企業とかホテルに買ってもらうことで、その収益が子どもたちへの支援

につながるということになるわけです。もちろん、食品ロスもなくなっていくという、三方よしではな

いですけれども、取組みであるわけですが、まずビニール袋を配ってどうなったかという効果と、ド

ギーバッグの活用について、またご意見いただければと思います。 

○小林環境課長  ＥＣＯフェスティバルでのビニール袋の配布というところでございますが、原則は

ビニール袋ではなくて、どうしても持ち帰ることが必要であって、またエコバッグを持っていない方に

対して、最低限お配りしたというところが現状かと思っているところでございます。その場所で食べ

切っていただくことを原則として、ＥＣＯフェスティバルを開催したところでございますが、全体量と

してどのぐらい持ち帰ったかというところについては、しっかり把握しているところではございません

が、引き続き、食品ロス削減に向けては、さまざまな視点から取り組むべき課題と認識しておりますの

で、こういったＥＣＯフェスティバルを通じながら、さまざまな展開を進めてまいりたいと考えており

ます。 

○つる委員  例えば食べ物については、まず食べ切ってもらうということが大前提で、もったいない

プロジェクトなども、ご飯を少なくしなさいとか、いろいろ工夫していただいているお店があるわけで

すが、さらに、それでも残ってしまうという、口に入れば栄養になるわけです。けれども、入れなけれ

ばごみになってしまう。やはり食べれば栄養になるというほうが当然いいわけですから、持ち帰って、

しっかり口に入れてもらって、栄養にしてもらうということも大事だと思いますので、引き続き積極的

な検討をお願いいたします。 

○鈴木（博）委員長  会議の運営上、暫時休憩いたします。 

○午後０時０３分休憩 

 

○午後１時０６分再開 

○鈴木（博）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。おくの晋治委員。 

○おくの委員  成果報告書の１５８ページ、保健指導費の中の難病対策費に関連した事項についてお

伺いします。 

 私は、主治医から重症の眼瞼痙攣による眼球使用困難症と診断されている方から何度もお話を伺って

きました。同時に線維筋痛症とも診断されている方です。品川区に提出されています主治医の意見書に、

そういうふうに書かれている方です。この症状は、脳からまぶたに信号が来なくなって、まぶたが常時、

開かなくなっている症状です。つまり、全く目が見えないのと同じ状態の方です。自分では、どんなに

頑張ってもまぶたを開くことはできず、無理やり開くと痛みで失神してしまうのだそうです。しかも、

目が酢酸や塩酸、硫酸に常時浸されているような激しい痛みがずっと続いているのだそうです。さらに、

目だけではなく全身に痛みがあって、１日の大半は床に伏して生活しています。ところが、今の制度の
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もとでは、この方は視覚障害とは認められていません。身体障害者手帳や障害基礎年金が受けられてい

ません。視覚障害というのは、今の制度では視力と視野に限られて、それ以外はどんなに視機能に支障

を来していても対象にならないことになっているからです。 

 そこでお伺いします。品川区は住民に一番身近な行政で、文字通り、住民の生活に寄り添った行政が

できる立場にいます。だから、このような制度の谷間にある方に対してこそ、品川区のような住民に一

番身近な行政の出番だと私は思います。品川区としては、こういう方に対して何ができるのか、それを

まずお教えください。よろしくお願いいたします。 

○松山障害者福祉課長  現在、障害者福祉課にご相談いただきまして、やはり障害者福祉課といたし

ましても、眼球使用困難症という病気に対しましてどういった理解ができるのかということで、ご本人

同意のもと、職員が、きちんとかかりつけ医に病状の確認に行ってまいりました。その上で、どういっ

たサービスが可能なのかというのを、ご本人と一緒にまた検討してまいりたいと思っております。 

○おくの委員  それは、これからまたいろいろ具体策を検討されていくという理解でよろしいでしょ

うか。 

○松山障害者福祉課長  委員のご指摘のとおり、具体的にどういったサービスができるのかというこ

とは検討していきたいと思っております。 

○おくの委員  それを伺って、ぜひいろいろ専門家の方を交えて、本当にご検討いただきたいと思い

ます。 

 今までお伺いした話もいろいろあったので、少しだけここで明らかにしておきたいと思います。地域

センターや何かで開かれているところに、ボランティアや何か、いろいろこの方は頼まれたのです。で

も、全部不十分で、ボランティアの方を頼むと、いろいろプライバシーを聞かれたり、あるいはそこで

行き違いがあったり、いろいろありまして、全部不十分だということで、ちっとも助けにならないとい

うことで、結局は自分の回りの方やいろんな宗教団体、あるいはいろいろこういうときにお助けになる

ような電話がありますよね。そういうところに電話をかけたり、たまたま近所で知り合った方に、たま

に人のいい方がいらっしゃいますから、そういう方に頼んで助けてもらったり、それから私自身も頼ま

れて、車椅子を押して外出を手伝ったり、文書のコピーをしたり、読んでさしあげたり、いろいろ、わ

ずかながらお手伝いをしてきたところです。 

 もちろん介護申請もしているのですけれども、結局、どういうわけか介護認定は要支援２で、週に１

時間が２回あるだけなのです。それではもう、食事もままならないのです。出かけるときにも、車椅子

を押すのは範囲外だということで、やってもらえない。週に２回だけですから、食事もままならない。

いろんなことがままならない。それから、この方は本を読むのが非常に趣味だそうなのですけれども、

それもしてもらえなかった。それで、もちろん視覚障害者の方のようなサービスは受けられませんから、

外出もままならないということで、非常にご不自由なさっていて、つい最近、数日前に聞いた話では、

もう食事も大変だということで、それまでは１日に２回とっていた食事を、今は１回に減らしているの

だというような状況でした。やはり、念のためにお伺いしておきます。介護認定は、この方の、まだま

だありますけれども、今言ったような実態、それから、品川区に提出されている主治医の意見書ですけ

れども、この主治医の方自身も、生活動作はほとんど不能だと。介助によって若干動けるために、支援

を要すと書いています。また、やはりその意見の中に、日常用品の入手についても、サポートしないと

生活できない状態にあると、はっきりと書かれています。ところが、介護認定は要支援２で、今言った

ような状況です。それで、やはり私の素人目から見ましても、介護認定は、この実態、あるいは主治医
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の意見書からして、明らかに実態と異なっているのではないかと思わざるを得ませんでした。そういう

意味で、要支援２というのは、品川区は住民に一番身近な行政としての務めが果たせていないのではな

いかと思いました。そう思われませんかというのが、もう一つの質問です。 

 それからもう一つ。こういう、誰が見てもおかしな状態に置かれたままにされているのですけれども、

複数の専門家によるきちんとした検討が今までは行われてこなかったのでしょうか。この点をもう一つ。

この２つをお聞きしたいと思います。 

○寺嶋高齢者福祉課長  ただいまの、個別のケースでございますので、詳細についてはお答えが難し

いのですけれども、まず介護認定につきましては、全国一律の項目に沿って、まず第一次審査の判定が

行われるという仕組みになっておりまして、その中で、特記事項というもの、それから主治医の意見書

を加味して、第二次判定というものが行われるという仕組みになっております。したがいまして、事例

によって、今ここではっきりとわからないのですけれども、何かその中で違いがあるとか、認定がおか

しく出るということはない仕組みになっていると、１つ申し上げられると思います。 

 それから、１つ考えられるのは、認定を受けてから、その後、状況が異なるようなことが起きた場合

には、区分変更の申請というのがありますので、もしその状態で明らかに不都合が生じているようであ

れば、区分変更ということで、新たに認定の審査をもう一度やるということは、制度上、可能になって

おります。 

○鷹箸保健予防課長  これまできちっと検討してきたかということで、難病として検討されたかとい

う前提でお答えさせていただきますが、現在、平成３０年４月１日の時点で難病と指定されているの

は３３１疾患ございます。難病の定義は、病気の原因が明らかでなく、治療法が確立しておらず、非常

にまれな疾患で、長期の療養を必要とする。この４つの条件がございますけれども、現在までのところ、

委員ご指摘の疾患について検討の俎上に上がったというところは、今のところ情報を得ておりません。 

○おくの委員  最初にご答弁いただいたように、これからやっていただきたいと思います。強く要求

して終わります。 

○鈴木（博）委員長  次に、木村けんご委員。 

○木村委員  私からは、１５５ページの上から７行目、健康診査費、２０歳からの健康診査からです

けれども、平成２９年４月現在、６５歳以上は８万１,０００人を超え、総人口約３８万５,０００人の

中の２１.０４％に達した本区でありますけれども、そこで２０歳からの健康診査と、その下にある健

康診査との違いというものはどう違うのか、ご説明を願いたいと思います。 

○川島健康課長  ２０歳からの健康診査につきましては、２０歳から３９歳までの区民が対象となり

ます。健康診査のほうは、主に生活保護を受けている方の健診ということで、２つの制度は違いがある

ということでございます。 

○木村委員  ２０歳からの健康診査と、健康診査の違いはそういうことでありますけれども、そして

歯科健診というものだと、５,３５４人ですか。それと、２０歳からの健康診査。部位が違うことは確

かでありますけれども、診査の場所が違うだけで、参加される人数、健診を受ける人数がこんなに変わ

るということは、多分、歯は一生のもので大変大事だという思いからであろうと思いますけれども、い

かがでしょうか。 

○川島健康課長  委員のおっしゃるとおり、歯は大変大事であるということですが、体のほうの健康

診査も重要であると考えてございます。 

○木村委員  健康診査といえば高齢者というイメージが強いわけでありますけれども、「２０歳まで
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下げた理由というものはこうである。だから２０歳まで下げました」という説明というものは、区民に

対してしっかりとできているのかどうか。健康的には違いはないのに、歯は一生物ということで、多く

の方が自分から率先して診査を受けるわけでありますけれども、その違いというか、また区民によく説

明ができているかどうかということをお聞かせいただければと思います。 

○川島健康課長  まず、２０歳からの健康診査、２０歳まで年齢を下げた理由でございますが、こち

らは、生活習慣病、高血圧ですとか糖尿病、メタボリックシンドロームといわれるような生活習慣病の

低年齢化によるということで、２０歳が、生活習慣が大きく変わる時期です。学生から社会人に変わる

時期ですとか、飲酒ですとか、たばこもできるような年齢になる。そういった、生活習慣が大きく変わ

る時期であるということも踏まえまして、将来の生活習慣病のリスクを回避、それから予防するという

意味合いも含めて、早い時期で２０歳まで引き下げたということでございます。こちらは、名前がわか

りやすいということで、２０歳からの健康診査ということになりますので、どのようにその辺の認知を

広めていくかというところでは、広報しながわやホームページも使って、今後も区民の方にはお知らせ

に努めていきたいと思っております。 

 それから、成人歯科健診は、こちらも歯周疾患が、４０歳代になると急激に増えてくるということが

ございました。そういったものも、あらかじめ予防して、歯も健康のためには非常に重要であるという

ことで、２０歳、２５歳、３０歳、３５歳という４つのカテゴリーを、平成２９年度より新たに健診に

加えて実施しているということで、こちらも歯科医師の先生からは、２０代の方が受診できるというこ

とは画期的だと。やはり、学生から社会人になると、なかなか歯医者に行かなくなってしまうというよ

うなお話も聞いているところでございます。 

○木村委員  一人でも多くの若者が健康診査に参加することを願いまして、次は１５５ページの下の

ほうにありますけれども、こころの健康づくり事業、９５２万円余からですけれども、私たちは日々、

何らかのストレスと向かい合いながら生活をしておりますけれども、ストレスへの対応が困難になると、

心と身体のバランスを崩してしまい、心の病気を生じることがあります。不眠や気分の落ち込み、意欲

が出ない、また疲労感が取れないなど、心の不調のサインかもしれませんけれども、不調をそのままに

しておきますと、心の病気につながるということもあるそうであります。心の病気は、高血圧や糖尿病

と同じで、誰もがかかる可能性がある病気ですから、早目に気づき、専門機関への相談や医療機関を受

診することで、重症になることを防ぐことができるそうであります。 

 心のバランスを崩すことで起きる体の異変や、最悪の場合、事件へとつながることが考えられますけ

れども、お聞きいたしますが、児童思春期の心の健康相談、７０件とありますけれども、我々の時代と

現在の子どもたちの違いはあると思いますけれどもお聞きいたします。私たちのころは、けんかや、ま

たクラブ活動で全力をぶつけ、ストレスの発散もしておったように自分は感じておりますけれども、現

在の思春期の児童の場合はどのようにストレスを発散しているのでしょうか。 

○榎本荏原保健センター所長  現代の思春期の子どものストレスの解消の方法ということでございま

すが、子どもによって、さまざまな環境やご家族の中で暮らしている中で、それぞれ解消の仕方という

のは違うと思うのですけれども、学校ですと部活動でありましたり、そのほかの、校外でご自分の趣味

でありましたり、そういったところでストレスを解消したりというところで、最近問題になっておりま

すのは、先ほどインターネットなどの使い過ぎによりまして、そういったところで、少しネット依存と

いう問題も起こっておりますけれども、いろんな解消の仕方ということがあるかと思います。 

○木村委員  その下にありますけれども、自殺予防対策映画、８５人と書かれていますけれども、心
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の病でありますから、最悪の場合は自殺へとつながることがあるそうでありますけれども、本区で起き

た心の病気と思われる事故はどれぐらい発生しているのでしょうか。教えてください。 

○鷹箸保健予防課長  自殺者の数ということでよろしいでしょうか。大体ここ１０年間で、品川区で

年間７０名ぐらいの方が自殺で亡くなっています。この数というのは、昔と変わりまして、大体、交通

事故死の１０倍の数で亡くなっているということが最近の問題になっております。 

○木村委員  いずれにしても、薬物ではない何らかの対処法というものが必要と思われますけれども、

どのような治療法が必要になってくるでしょうか。 

○鷹箸保健予防課長  ストレス発散という部分とは違うのですが、自殺に関しましては、さまざまな

原因が言われている中で、やはり委員がご指摘になりました心の病は、原因はいろいろなのですが、鬱

病等の心の病が高じて自殺になるというところが言われています。それで、今、区で進めているのは、

そういった心の悩みを抱えている方に対して、早く専門の相談機関につなげるということを、私どもと

しては推奨しております。心の病になるのは、例えば経済的問題、家庭の問題、あるいはその他の疾病

で心の病になっている方については、それぞれの窓口に早目にご紹介して、根本となっている問題を取

り除いていただくようなことをお勧めしているところでございます。また、それに関してのパンフレッ

トもつくって周知しております。 

○鈴木（博）委員長  次に、本多健信委員。 

○本多委員  １５３ページ、各種助成金、公衆浴場、１５６ページ、公衆便所費について質問いたし

ます。 

 最初に、各種助成金、公衆浴場設備等整備補助３３件について状況をお知らせください。 

○川島健康課長  設備改修の助成金ということですが、こちらは、区内の公衆浴場、いわゆる銭湯が、

さまざま設備機器の交換・修理等した場合に、区で補助を出しているというものでございます。これは、

過去に補助率が３分の１だったものを２分の１にかさ上げしてきて、その辺は使い勝手がいいと、公衆

浴場の方たちからは言われていると私たちも感じているところでございます。 

○本多委員  わかりました。監査委員の決算審査意見書の中の総括意見にあります、「品川区の宝を

守る取り組み」、「減少し続ける公衆浴場の支援策について、平成３０年度に調査を実施するとのこと

である。調査において、親子、若者、外国人、観光客といった、これまでの事業展開にない視点を発掘

し、新たな浴場のあり方に活かすとともに、公衆衛生の場という基本的な役割に加えて、人々が心通わ

す交流の場としていってほしい」。この点についてどう捉えるか教えてください。 

○川島健康課長  こちら、監査の指摘については、区内、平成元年に８５軒あった公衆浴場が今現

在２４軒という形で、かなりのスピードで減少しているということを捉えておっしゃっているところだ

と認識しております。そういったことについて、今までの設備改修の補助以外に、また違った観点から

何か支援ができないかということで、新たな事業をいろいろ起こしてきたというところでございます。 

○本多委員  新たな事業ということです。新たな今の視点をぜひ工夫していただきたいと思います。 

 それで、１０月２０日に東京都生活文化局は、日本の伝統的な文化でもある銭湯の廃業に歯どめをか

けるため、大田区内の銭湯で経営ノウハウを伝授する取組みを行い、内容の一部で、女性や家族が少な

い。どうしたら来ていただけるか考えてリニューアルしたい。ドローン撮影した映像を動画投稿サイト

に上げ、外国の方が見て、来ていただいている状況などが挙げられていました。あらゆる支援策が必要

です。この点について、東京都との連携について教えてください。 

 それと、昨日、横山委員から、家庭支援などで他部署との連携による、銭湯が持続可能への支援とい
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う福祉入浴ですとか、家庭支援など違った部署の事業とタイアップしながら、銭湯の持続可能につなが

るような視点についてはどうお考えでしょうか。 

○川島健康課長  まず１点、都との連携につきましては、都が毎年、市区町村担当者向けの連絡会議

を開催して、それから各区の補助の様子などをまとめたものを報告する、それから都の支援策を紹介す

るといった取組みを進めております。新たな補助事業に対して区も周知されたというところで、その辺、

公衆浴場組合にもお伝えするといったところもできております。 

 それから、ほかの課との連携ということも含めてですが、こちら、新たな取組みの中で、公衆浴場支

援調査委託ということで、４００万円、予算措置がされておりまして、現在、商業・ものづくり課に執

行委任しまして、区商連のタウンマネージャーのほうで、浴場支援に資するような事業が何かないかと

いうところで、今、調査をしていただいているところでございます。そういった中で、先ほどおっ

しゃっていた、親子、若者、外国人といった要素が出てくるかどうかというのはまだわかりませんが、

それが、他課との連携といった新たな視点を含めまして、新しい支援策を見つけていく中のヒントにな

るのではないかと考えているところでございます。 

○本多委員  衛生のみならず観光や文化の観点からも、公衆浴場の維持・拡大への支援をしていただ

きたいと思います。また、事業者とも定期的な協議の場を設けていただきたいと要望いたします。 

 次の質問にいきます。１５６ページの公衆便所費なのですけれども、まず名称と表示の仕方に何か変

わりなどないのか、その辺をお知らせください。それと、洋式トイレのあり方、設置状況を教えてくだ

さい。各委員からいろいろ指摘が出ているので、かなり進んでいるという認識ですが、状況を教えてく

ださい。それと、公園便所、公園トイレとの管理の扱いがどうなっているのか。また、防災トイレ、以

前、かなり、何か災害や有事のときに便器を壊して使うとか、そういったところの状況ですとか、管理

者について教えてください。 

○溝口公園課長  まず、公衆便所の愛称といいますか、名称の関係でございます。これまでもずっと、

公衆便所という形で、設置されている地域の場所、地名といったものを取り入れながら、区内に３６カ

所あります公衆便所の名前を定めておりまして、便所の名称については、引き続き同じような形での地

域の愛称、区民の方たちに親しまれている地域の名前と、あわせて、例えば、「大井町駅前公衆便所」

という形で名前をつけていきたいと思っております。愛称については、今のところ特に考えておりませ

んが、今後、さまざまネーミングライツ等を考えていく中で、愛称を冠した場合がいいケースもあると

思いますので、そういったところについては今後、引き続き検討していきたいと考えているところでご

ざいます。 

 次にいきまして、３６カ所あります公衆便所の洋式化のところでございます。今年の４月１日現在の

数字ではございますが、区内３６カ所あるうちの１３カ所で洋式の便器がついているところでございま

すが、今後、オリンピックに向けて、おもてなしトイレ事業という形で、洋式化に取り組んできている

ところでございます。そういった中で、少しでも早い時期に全てのトイレ、できればオリンピックまで

には公衆便所全ての便器が洋式化できるよう、今現在、計画的に取り組んでいるところでございます。 

 あと、公衆便所と公園便所等の管理の仕方でございますが、公衆便所につきましては、利用頻度の高

い駅前といったところについては２回、そのほかについては１回、公園トイレについても必ず１日１回

といった形の清掃は入っているところでございますので、利用者が利用しやすいような形での清掃、ま

たは壊れた場合の速やかな修繕といったものについては、引き続き取り組んでいきたいと考えていると

ころでございます。 
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 また、災害時の利用でございます。公園トイレの中に、災害時対応の地下ピットを持ったトイレと

いったものも、近年、整備してきているところでございます。そういったものをどう利用していくかと

いうところでございますが、やはり１つは、一義的には公園も含めてにはなりますけれど、地域の方た

ちがどのような形で災害時に使っていくかというところが重要になってくるところだと思っております。

そういった中、まだまだ地域の方たちに、ピットがあるということが啓発されていないところがありま

すので、引き続き地域の方たちに、そういったものがあるということを啓発しながら、災害時の利用と

いったものについても所管課と連携しながら、どういう形で災害時に使うのかというところについては

検討していきたいと考えているところでございます。 

○本多委員  有事のときの使い方など、工夫して周知に努めていただきたいと思います。お願いいた

します。 

 それで、トイレの個別案件で２カ所、質問をいたします。五反田の大崎橋の脇の公衆トイレなのです

けれども、現在、水辺活用での工事中になっておりますけれども、やはり従来、もう長年ここにトイレ

があったことから、今、仮囲いされているのですが、ここでやはりトイレの用を足してしまう方がいて、

近隣でトラブルになっている状況があります。工事中で使えないですからしようがないのですが、この

後の水辺での船着き場工事等の整備に向けて、このトイレがどうなるのか教えてください。それとあわ

せて、立会川駅前のトイレの改修についての考え方についてお聞かせください。 

○持田河川下水道課長  今、大崎橋広場のところのトイレの件でご質問いただきました。今、こちら

については五反田の防災桟橋を整備中ということで、大崎橋広場自体を工事ヤードとして使ってござい

ます。トイレも今、使用できないような形にしてございます。こちらは今年度、桟橋を整備しまして、

その後、来年から引き続き大崎橋広場自体の整備に入っていく予定です。その際には、トイレを再度、

現状と同様、また、だれでもトイレも加えた形でのトイレを設置する予定にしてございます。地域の皆

様には少しご不便を今おかけしている状況ではございますが、地域のご理解・ご協力をいただきながら、

こういった事業も進めてまいりたいと思っております。 

○溝口公園課長  立会川駅前の公衆便所、弁天橋公衆便所のことだと思います。これにつきましては

当初、おもてなしトイレ事業の中で、オリンピック開催に向けて洋式化していくというふうに考えてお

ります。建物自体は使えるような形になっておりますので、中の便器の洋式化、また中が少し汚くなっ

てくる等もありますので、少し、外の建物の外装は活かしながら、中を全て改装して、より利用者が利

用しやすい洋式化、または利用しやすい形のトイレといったものに改修していきたいと考えているとこ

ろでございます。 

○本多委員  大崎橋のほうのトイレなのですが、防災桟橋が完成すると同時にできるということで

しょうか。もう一度、教えてください。 

○持田河川下水道課長  トイレの設置の時期でございます。桟橋本体は今年度の事業という形で進め

てございますが、大崎橋広場は桟橋の乗り込みの場所になりますので、公園自体の改修というのが、ま

た、今、予定でございますが、来年度から入っていきたいと思ってございます。完成の時期としまして

は、五反田の水辺関係のプロジェクトが、今、平成３１年１２月というのを目途に事業を進めてござい

ますので、トイレにつきましても、地域の方が使うトイレでございますので、そういった中で工事の順

番などを工夫しながら、できるだけ早く使えるようには工夫していきたいと思いますが、今、全体の状

況としては平成３１年１２月というものを目途に事業を進めているところでございます。 

○本多委員  わかりました。お願いします。 
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 最後に１つ質問をさせてください。成果報告書では１５５ページの環境衛生費になると思うのですが、

平成２９年度のプレス発表の９７ページに、蚊の発生防止対策が載っています。雨水ますへの薬剤投入、

平成２７・２８年度では３万４,０００カ所だったのを、平成２９年度は４万８,０００カ所ということ

だったのですが、実績がどうだったのか、それと成果についてお聞かせください。 

○鈴木生活衛生課長  蚊の発生防止のための雨水ますへの薬剤の投与でございますが、これは、年間

を通して委託しまして、２年前に現地の蚊の多い場所を調査したところを、毎日、順番に回って薬を投

与することで、蚊の発生を防ぐという事業に取り組んでおります。今年度もそのまま継続しているとこ

ろでございまして、その途中途中で、区民の方や町会からいただいた蚊の発生の多い場所が増えると追

加するということで、蚊の発生抑制を続けているところでございます。 

 効果についてでございますが、ボウフラになって羽化する前の段階で確実に予防するということで、

各地域から一応、効果があるということは伺っております。 

○鈴木（博）委員長  次に、あくつ広王委員。 

○あくつ委員  私からは、１５８ページ、しながわ健康プラン２１推進事業と、各がん検診に関連し

まして総合的ながん対策、１６０ページ、環境対策費、あわせて１６２ページ、プラスチック容器中間

処理経費、時間があれば１６６ページ、都市型観光プラン推進事業、および水辺活用等広域観光連携事

業について伺います。 

 まず、総合的ながん対策についてですけれども、本年、第２回定例会の一般質問で、品川区独自のが

ん対策推進計画の策定を求めましたところ、来年度、これを策定していただくということを、区長から

ご答弁を賜りました。また、食育推進計画のように、しながわ健康プラン２１の一部に組み込まれてし

まうと、どうしても字数の関係とかボリュームの関係で薄くなってしまうので、もう一回、再質問いた

しまして、区長から再答弁で、独立した、がん対策に特化した計画をつくっていただくというご答弁を

いただきました。所管にも念のために確認したいと思いますが、いかがでしょうか。 

○川島健康課長  がん対策計画策定につきましては、健康プランの中間見直しと同時にというところ

がご心配のところだとは思うのですけれども、こちらはがん対策に特化した計画をしっかりつくってい

くというふうに考えてございます。 

○あくつ委員  本日の委員会においても、がんの検診強化でありますとか、受動喫煙対策も一種のが

ん対策でありますので、そういったことについて、何度となく私どもの会派も含めて議会で取り上げて

まいりましたが、改めて伺いますけれども、何でがん対策が必要なのか、また、がん対策推進計画が必

要だとお考えになりますでしょうか。 

○川島健康課長  自治体ががん対策をするという意味の１つ大きいものは、死亡率を減少させるとい

うことでございます。それから、計画というものが、総合的に計画的に物事を進めていくということで

は非常に重要だということで認識してございます。それから、自治体の役目としまして、科学的根拠が

ある、死亡率減少効果のあるがん検診ということで、国で５つ定めているのですけれども、それを着実

にやるというのが自治体の役目ということで、その受診率を上げていくというためにも、がん対策計画

というのは役に立つのではないかと考えてございます。 

○あくつ委員  今、ご答弁の中にもありましたけれども、一般質問の中でも申し上げたのですが、品

川区の死因内訳の中で、２位の心疾患、３位の肺炎を大きく引き離して、３０％、約３割の方はがんで

亡くなっているということがあります。前にも少し申し上げたのですけれども、私の身内も、ほとんど、

がんです。がんで亡くなった方もいますし、幾つものがんにかかっても元気な者もおります。がん研究
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会有明病院、築地のがんセンターに私も通いました。そういう点では本当にありふれた病気、２人に１

人とよく言いますけれども、今、そういう病気になっている。国民病ということになります。 

 少し意地悪な質問をしますけれど、何でがんになるかご存じでしょうか。一般的なもので結構です。 

○川島健康課長  細胞の老化によるものだと認識してございます。 

○あくつ委員  老化現象の一つだということです。後で述べますけれど、一般的に言えば、人間の体

の中には３７兆個の細胞があって、１日に大体１％から２％が死んでいる。それを補うために細胞分裂

をするときのコピーミスによって、死なない細胞ができてしまうということだそうです。それが、１日

に約５,０００個、がん細胞ができて、我々の体の中には５,０００個の細胞と免疫細胞が戦っ

て、５,０００勝０敗の戦いを毎日繰り返しています。それはやはり老化していくことによって、自然

界の放射線であるとか、またあとはたばことかストレスとか、そういう因子によって遺伝子が大分弱っ

てくる。年をとればそうなるわけです。そうすると、どんどん、５ ,０００勝、６ ,０００

勝、７,０００勝、８,０００勝となって、どうしても取りこぼれが出てきて、年をとればとるほど、や

はりがんになりやすくなる。それが一般的に言われているところだと思います。 

 それで、後で述べますけれど、コピーミスの一番の原因が、たばこというところで、例えば数種類の

発がん性物質がたばこの中には入っていて、ご本人もそうなのですけれど、先ほど、何というのですか、

禁煙のいろんな対策がありましたけれど、ある先生によれば、一番きくのは、どんなヘビースモーカー

で、「俺は肺がんになってもいいから」と吸い続けた方がいたとしても、一度、「あなたは肺がんで

す」と告知されると、ほとんどの方はたばこをやめるそうです。だから、本人の意思でたばこはやめら

れるそうです。それは本末転倒かもしれない。がんになってからの話なので。そういう意味で、日本人

が長寿であればあるほど、がんが増える。だから、品川区でがんが多いというのは、それだけ長寿の方

が多いという１つの証拠でもあるわけです。 

 それで、こういったことに対して、やはり一番必要なのはがん検診であるということで、そういった

ところから、いろいろ、何というのでしょう、理解を深めていくということで、私どもはがん教育とい

うものの普及を目指しているわけでありますが、その中で、先日、東大病院の中川恵一さんという、大

変有名な放射線科の先生の講演に伺いまして、ただし、いろんな誤解が日本人にはある。例えば、私も

知らなかったですけれども、焼き魚や肉の焦げを食べるとがんになる。あれは、うそではないのですが、

バケツ１杯の焦げを何度も食べれば、がんになるので、食べても大丈夫ということです。また、あとは、

日光に当たるとがんになる。あれは、いわゆる欧米人、白人のことであって、アジア人、黄色人種には

あまり関係ない。そういう理解が非常に必要だということがありました。その中で、品川区では、健康

大学しながわにおいて、今、がんのことについてやられているということですが、その意図について教

えていただきたいと思います。 

○榎本荏原保健センター所長  がんに関しましては、先ほど健康課長が申し上げました検診の必要性

ということと、予防のための知識の普及という部分が非常に大切だと思っております。健康大学しなが

わでは、２人に１人ががんになるという状況も踏まえまして、今年度はがんの予防と治療と仕事の両立

支援ということで、２回の講座を設けて行っております。 

○あくつ委員  そういう、正しい知識、正しく怖がる。いわゆる東日本大震災のときの放射線のとき

もありましたけれども、怖いものは怖いけれども、正しく怖がるということが、やはり必要だと思いま

す。そういう意味で、がん計画、やはり総合的なものを品川区で立てていただきたいと思うのです

が、２３区では９区ほど、独自計画を策定していて、私も全部読みました。やはり、改訂が新しいもの
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ほど、新しい知見が活かされているので、比較的いい内容なのですけれど、どういう経緯で策定したか

わかりませんが、中には取ってつけたような、いかにもコンサルがつくりましたというような内容のも

のもありました。品川区が考える、がん対策推進計画ですけれども、特色として何を肝に据えるのか。

今は影も形もないと思いますけれども、何かお考えがあれば教えてください。 

○川島健康課長  今、委員がおっしゃったとおり、まだ影も形もないというところで、これから、ど

のような検討組織を立ち上げて、どのような形で検討していくかというところを決めていくという段階

でございますが、ご心配のないように、しっかりしたものをつくりたいというところを答弁させていた

だきます。 

○あくつ委員  今日、この会場にも、医師の免許を持った方がたくさんいらっしゃいますけれど、私

ががんのことを言うのは、おこがましくて申しわけないのですが、がん計画を見ていると、やはり早期

発見・早期治療のためのがん検診の推進、また、がんに関する教育に重きを置いたがんの予防・普及啓

発、あとはがんになってからの就労支援や緩和ケアというものも、住みやすい品川区、がんになっても

住み続けられる品川区というものは、マストというか、これはぜひしっかりと据えていただきたいと思

います。 

 そして、一番大事なのは、やはりコンサルに丸投げするのではなくて、ほかの区もやっているところ

はやっていますけれど、品川区のがん対策推進会議という形のものをつくっていただいて、先ほど申し

上げました准教授、中川恵一先生のような、がん対策のために命をささげているような、自分の人生を

ささげているような方をしっかり入れていただいて、本当に効果的ながん対策の計画をつくっていただ

きたいと思いますが、いかがでしょう。 

○川島健康課長  おっしゃるとおり、コンサルに丸投げするということはしないように、しっかり品

川区ならではのがん対策推進計画を策定していきたいと考えてございます。 

○あくつ委員  期待を込めてお待ちしたいと思います。 

 １６０ページの環境対策費で、先ほど午前中、つる委員からもＳＤＧｓの話がありました。私も、

ＳＤＧｓのバッジをここにつけています。１７色のバッジです。持続可能な開発目標、Sustainable 

Development Goalsという長ったらしい名前なのですけれど、私は国連の方とお話をしたときに、「何

でそんな、持続可能性などという名前にしたのですか」と言ったら、先ほど吉田委員からもありました

けれども、１９７０年代にいろんな研究をしたら、このままいくと世界は持続不可能になる、

unsustainableになるということでの研究結果が出て、それ以来、持続可能にするため、つまり、一番

最初は、持続不可能な世界を回避するためということで、このsustainabilityといいますけれど、そう

いうところから始まったと聞いております。そういう中で、ＳＤＧｓの理念をぜひ品川区政の中に入れ

ていただきたいということで、前にも質問を何度かさせていただいていますが、環境基本計画が今年

の３月に改訂されたものが公表されて、中を見ると、１２ページに、一面にわたってＳＤＧｓのことは

紹介されています。ただ、これは紹介しただけであって、おそらく、環境計画が、世界、日本の中でど

ういう位置にあるのか、品川区としてどういう位置にあるかという位置づけの部分で入っているだけで

あって、ＳＤＧｓの精神が活かされるとまでは残念ながらいかないというところで、今後それをどうい

うふうに具体的にしながわ環境未来館等で活かしていただけるのか、ご答弁いただきたいのが１つ。 

 時間がないので、先に１６２ページ、プラスチック容器中間処理経費というところで、本当に、先ほ

ど吉田委員の話を聞いていて思ったのですが、環境に関して非常に今、意識が高い方が、意識を持ち始

めて発言を始めた方が多いという印象があります。今までは、言い過ぎると、「ちょっとあの人はうる
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さい人よね」という感じだったのですけれども、それによって、目的のために手段を選ばないというの

はよくないのですけれども、ただ、そういうのは、やはり今年の夏の暑さを感じた方、今年の夏の暑さ

を感じて、これは持続不可能な世の中になるのではないかと感じた、特にお母様たちが、非常に今、声

を上げ始めています。ですから私は、潮目が来たと、はっきり言って感じています。いわゆる漠然とし

た環境に対する対策ではなくて、これからは具体的な環境へのいろんな対策が、政治課題として答えが

求められてくるのではないかと私自身は思っています。 

 そういう中で、先ほどありましたけれども、プラスチックごみの削減に取り組んでいるお母さんたち

がたくさんいるのですけれども、今、徹底的にごみを選別して捨てると、ほとんどプラスチックごみか、

あと、ほとんどごみが出ないといいます。生ごみも、そういう方は小さくされるのです。そうすると、

ほとんどごみがない。あとはプラスチックごみなのです。それで、品川区はプラスチックごみのリサイ

クル率１００％とおっしゃっていますが、基本的に、中間処理施設で処理をした後、業者に渡している

と思うのです。その後は追いかけていないです。これについて、やはり見える化しないと、いろいろ

洗ったり選別したりするインセンティブというか、そういうものが見えないというところなので、そう

いうところの見える化をぜひ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  私からは、ＳＤＧｓ、持続可能な開発目標についてのご質問にお答えいたします。 

 委員ご紹介のとおり、環境基本計画の中では、ＳＤＧｓの紹介というところでお示ししたところでご

ざいます。思考としては、例えば食品ロスの削減、あるいは省エネ行動というところにつきましては、

ＳＤＧｓの思考を取り入れたといったところが一定あるのかと考えているところでございますが、直接

的に何かを表現したというところではないと思っているところでございます。環境の問題で、先ほども

お話があったように、漠然となりやすいものというところもありますし、またわかりやすさというとこ

ろも非常にあるかと思っているところでございます。そんな中で、ＳＤＧｓの認知度はまだまだ低いと

いうところもあるかと思いますので、そういったところを今後、今、検討しております施設の中で、ど

ういった形で表現できていくか。特にわかりやすい表現と周知について、引き続きしっかり検討してま

いりたいと考えてございます。 

○工藤品川区清掃事務所長  容器包装プラの見える化の件でございます。私ども、八潮にあります中

間処理施設から、埼玉県の工場に送っております。材質としましては、これが材料マテリアルリサイク

ルといって、ペースト状のプラスチックのもとになっているということですので、今後、そういった部

分をしっかりと見える化することによって、また取組みも一層推進されると考えておりますので、しっ

かりとその辺を考えて検討してまいりたいと思っております。 

○鈴木（博）委員長  次に、飯沼雅子委員。 

○飯沼委員  １５５ページ、こころの健康づくり事業ということで、自殺予防対策です。あ

と、１６２ページ、清掃総務費、ごみ減量に関してですので、よろしくお願いします。 

 １点目です。自殺予防事業は、ネットワークが組まれて行われていると思いますけれども、成果報告

を見ても項目がどこかよくわからないので、そこのところと、予算が総額でどのぐらいになっているの

かわかったら教えていただきたいと思います。また、平成２８年、自殺予防法が改正されて、市町村に、

地域の自殺対策が義務づけとなりましたけれども、品川区自殺予防対策連絡会が、年１回なのですけれ

ども開催されています。参加者と検討内容、今、一番力を入れているところは一体何なのか教えていた

だきたいのと、あと、自殺予防の相談体制についても教えてください。 

○鷹箸保健予防課長  自殺対策のネットワークづくりの、まず予算なのですけれども、自殺予防対策
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連絡会は、庁内関係各課と、医師会から推薦をいただいた先生方、それから管内の４警察署、児童相談

所ですとか、あとは自殺総合対策推進センターの方などにおいでいただいておりますけれども、現在ま

でのところ、報償費等お支払いしておりませんので、決算には特段は出てきておりません。 

 それから、年に１回開催しております自殺予防対策連絡会でございますが、年によってテーマを変え

ているところでございます。ここ数年では、例えばお子さんで、ひきこもりから自殺企図があったりと

いったお子さんに関しての個別事例を検討して、関係者で情報共有したりしております。また、医師会

からご推薦いただきましたお二人の先生方につきましては、個別に対応している案件についてそれぞれ

ご披露いただいて、その件に関して、例えば保健センターの保健士などが個別にどういった支援ができ

るかといったようなことを話し合ったりということで、関係機関の情報共有を深めているところでござ

います。また、品川区独自の自殺対策の計画でございますけれども、今、来年度の予算についてはこれ

から委員にご審議もいただくところでございますが、来年度、計画を策定するという予定で、今、関係

機関も情報共有を深めて進めているところでございます。 

○飯沼委員  相談体制。 

○鷹箸保健予防課長  失礼しました。相談体制でございますが、個別の３保健センターで実施してい

る精神保健相談の中でも取り上げますが、それ以外にも、保健センターでは地区担当の保健制度をとっ

ておりますので、ご本人あるいはご家族から個別の事例、どんな方のどんなご相談にも乗れる体制を

日々講じているところでございます。 

○飯沼委員  ネットワークの連携が何よりも大事だと思っています。自殺に追い込まれるような方の

原因や理由というのは本当に、健康とか生活とか家庭の関係とか仕事とか学校など、本当にさまざまな

ので、生活のあらゆる場面での支援が大事だと思っています。総合相談会議といいましょうか、この提

案をしたいと思います。 

 秋田県は、自殺死亡率が長年、最悪になっていて、取組みが強化される中で、トップのとき、ひど

かったときから半減されているといった秋田県の例なのですけれども、専門家が集まり、ワンストップ

の相談会を行っているといった事例がありました。いのちの総合相談会ということが取り組まれていま

して、内容的には、弁護士や臨床心理士、司法書士、精神保健福祉士、産業カウンセラーなど、専門家

と民間団体が連携して、何回でも相談できる。また相談員の総力で問題を解決する。ワンストップでた

らい回しにしないということと、専門機関、就労支援、生活保護、保健所など、出張して出向いていく

こともあるといったことで、相談にとても優しいといった報告がありました。品川区でも、自殺対策は

生きることへの支援だ、総合的な対策が必要であるといった捉え方をして、ぜひ、窓口、入口のところ

ですけれども、総合的な相談体制、専門家も加えてワンストップの相談体制をぜひとっていただきたい

ので、いかがでしょうか。これが１つです。 

 あともう一つ、先ほども子どもたちのこと、個別の事例が共有されているとありましたけれども、子

どもの自殺が後を絶ちません。平成２９年度の予算特別委員会のときに、名古屋市に視察に行ったとき

にいただいた資料、啓発のパンフレットを紹介して、ぜひつくっていただきたいと提案しました。今日

は教育費ではないので、学校との連携といった立場での質問ですけれども、子どもにもわかりやすい啓

発パンフレットをぜひつくっていただきたい。具体的に考えてほしい。持ち帰って、家庭でも親子で命

の大切さを話し合えるきっかけともなる、活用できるパンフレットを、全庁的連携、専門家の総力を挙

げて、ぜひつくってほしいのですが、いかがでしょうか。 

○鷹箸保健予防課長  まず相談体制でございますが、現在、品川区の取組みといたしましては、ゲー
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トキーパー研修、命の門番としての役割を果たせる職員、それから学校の職員、教職員、子どもたちの

回りのＰＴＡの方たちなどに、どこにどんな相談があっても、この人あるいはこの子が、自殺企図、自

殺を少しでもしようと思っているのではないかという芽に気づいて、必要なところで相談につなげられ

るというところに、今、取り組んでおります。委員がおっしゃいましたワンストップという意味とは少

し違うのですが、誰でも、ゲートキーパー研修を受講した者であれば、自殺の芽を持っている、少しで

も企図を持っている人を相談につなげるというところを、ゲートキーパー研修の中で現在取り組んでい

るところでございます。 

 それから、子どもを対象としたパンフレットでございますが、これに関しましては、平成２７年度か

ら取り組んでいる中のハンカチ形のリーフレット、ハンカチのように折り畳んだ形の、紙でつくった

リーフレットと、あとは教育委員会との連携というところでは、歳入でもお話ししたところですが、あ

えて子どもたちのため用の、生徒手帳に挟める形の小さいリーフレットを、非常に先駆的に取り組んで、

教育委員会とも連携してつくっておりまして、その目的としては、「何か困ったら、誰でもいいから周

りの大人に相談しよう。声を出していいんだよ。ＳＯＳを出していいんだよ」ということで、生徒手帳

に入るような小さな形で、家に帰って親と、もちろん相談してみていただいてもいいのですけれども、

その形の小さいリーフレットをつくっておりまして、それについては、平成２８年度は区内中学校の７

年生から９年生で、平成２９年度は６年生から９年生で、徐々に配る対象を広げて、なるべく多くのお

子さんに手にとってもらいやすいもの。柄も少し、猫が涙を流している、非常に子どもが心にとめやす

いような絵柄にしたリーフレットをつくって配布しております。また、教育委員会との連携については、

なお一層取り組んでいきたいと考えております。 

○飯沼委員  今のリーフレットというのは、ＳＯＳカードのことですか。わかりました。少しずつ連

携が広がって、具体的にそういったカードをつくったり、工夫がされていることは大変うれしいことで

す。何しろ、ゲートキーパー研修というのは、やはり限られた人ですよね。やはり社会全体で、子ども

の状況もそうだし、若者もそうだし、悩んでいる人たちのことを察知できるような世界にしていくとい

う立場においては、もっと広げていただきたい。研修も、限られた人だけではなくて、いろいろ受けら

れる。そして、子どもが小さいうちから教育のところでやっていくということは、家族、家庭も理解し

ていくというところにおいては、やはり親子でしっかりと話し合える、向かい合えるようなパンフレッ

ト。名古屋市のはすごくよくできていたパンフレットなのです。ぜひ、もう一回でもいいので目を通し

ていただいて参考にしていただきたい。それで、やはり専門家のいろいろな方々の知恵が詰まっている

ということがとても私は大事であると思っていますので、パンフレットのところは、ぜひさらによいも

のをつくっていただきたいと思っています。 

 あと、相談なのですが、やはりワンストップで、品川区だったら品川区の持てる力が全部発揮できる、

仕事で悩んでいたり生活で悩んでいたり病気で悩んでいたり、それぞれのところがやはりアドバイスし

てみんなで助けていくという意味では、私は総合的な相談体制というのはぜひ構築していただきたい。

それで、やはり予算もつけてしっかりとやっていただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。これ

が１点です。 

 あと、時間がなくなってきたので、ごみのほうにもいきます。後でご答弁ください。朝、議会に来る

までに清掃車に何回も出会うのですが、今日は雨の中でも本当に一生懸命していてくださって、本当に

感謝していますけれども、家の前にごみを出すと清掃車が運んでくれる。そして焼却炉で燃やして、目

には見えない。一件、きれいになったみたいに見えます。しかし、大気汚染や、このところのプラス
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チックをはじめ、地球の環境を壊している。こういった事態を見たときに、やはり生活のスタイルや意

識を変えていかなければいけないと、つくづく考えています。循環型の社会を目指していかなくてはい

けないと思っています。共産党は予算要望の中で、ごみの３Ｒを進めて製造者責任を明確にしていくこ

と、また、ごみゼロ宣言をして、ごみ減量強化をしてほしい。また、サーマルリサイクルを中止して、

全てのプラスチックごみの回収を行ってほしい。こういった要望を求めています。今日はここでは質問

しませんので大丈夫です。今日求めているのは、まずプラスチックごみは、資源ごみとして集められて

いる分と、燃やしたり材料にしたりいろいろですが、合わせて総量的に増えているのか減っているのか。

数字は要りません。ざっくり教えてください。あと、事業系のごみの把握ができているのかどうか。こ

ちらも、増えているのか減っているのかを教えてください。 

○鷹箸保健予防課長  自殺に関しての総合的な相談窓口を設置すること、それから子どもを対象とし

たＳＯＳカードより一歩進んだリーフレットの作成につきましては、来年度、自殺対策の品川区として

の計画をつくる過程の中でしっかり検討してまいりたいと存じます。 

○工藤品川区清掃事務所長  プラスチックを含む資源の総量の推移ということでございます。近年の

傾向といたしましては、ほぼ横ばいで推移しているというのが状況でございます。また、事業系のごみ

の把握というところでございますが、私どものほうで、区内で発生する事業ごみというのは、区内全体、

家庭を含む発生、総量から４７％ぐらいあるということで、ほぼ２分の１が事業ごみということでござ

います。それぞれ事業者の中で、ごみ発生の抑制とリサイクルに取り組んでいただいているというのが

現状でございます。 

○飯沼委員  事業系ごみは約半分というところにおいては、やはりリサイクルをより進めていただく

ことが焼却のごみを減らしていくということになると思いますので、ぜひ事業者のご協力を得て、さら

にリサイクルを進めていただきたいと思います。 

 あと、時間がなくなったのですが、身近なところのごみ減量を進めるという意味で、具体的な提案を

させていただきます。区有施設内の自販機のペットボトルの飲料が増えていると思うのですが、これを

紙パックの飲料に変えていただきたい。区民や事業者の意識を変えてほしい。あと、区内のイベントで

のプラスチック容器使用を減らしていただきたい。紙とか木製とか、リターナブルな食器に変えていた

だきたい。これは、助成金をつくることで進めていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○工藤品川区清掃事務所長  自販機につきましては、いろいろと各所管でそれぞれ契約しているとい

うことでございます。これにつきましては、今後どのような形でそういったことができるのかというと

ころを研究してまいりたいと思っております。 

○鈴木（博）委員長  次に、大沢真一委員。 

○大沢委員  １６２ページの清掃総務費と、１６７ページの中小企業対策費をお願いします。 

 まず１６２ページからですけれども、ここには２１３名ということで、現業の職員の数が書いてあり

ますけれど、いろいろご存じのように清掃技術は、収集、運搬、そして処理においては、やはり世界に

冠たるものだと思っておるのですけれども、その中で、職員は各級の職員がいらっしゃいますけれども、

まず、どのような職員の職層研修をやっているのか、ご披露ください。 

○工藤品川区清掃事務所長  清掃事務所に勤務している職員の研修ということでございます。収集と

いう部分で光を当ててご説明いたしますと、いろいろとやはり安全が第一ということで、交通安全とか

作業上の安全の研修というものに力を入れてやっておるところでございます。また、特別区の中でも職

層研修というのがございますので、主任、また技能長、統括技能長等に昇任した際には、そのような研
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修をやっているというところでございます。 

○大沢委員  今、課長がおっしゃった安全という面で、非常に、今、飯沼委員からも出ましたように、

朝になりますと、８時になりますと、８時以降に皆さん、収集というか作業を始めるのですけれども、

非常に手際よくやられていて、かつ短時間、そして美しい作業をやっているのですけれど、これは外国

の方が見たらすばらしい光景だと思うのですけれども、そのあたりの修練というか研修というか、皆さ

んチームを組んでやっていらっしゃると思うのですけれど、そのあたりはどのようにやっているのか教

えてください。 

○工藤品川区清掃事務所長  先ほどご説明いたしました、交通安全、作業安全という部分はございま

すけれど、やはり毎日のことでございますので、班体制になってございまして、その班の中でしっかり

毎日、例えば、昨日、こういった危険なことがあったとか、ヒヤリ・ハット的なお話を紹介し合ったり、

例えば台風の前などは天候等を見ながら、今日はどういった形で作業をしていくのかということを、

日々そのような形で、日々の研修の中でやっているというものでございます。 

○大沢委員  東京ごみ戦争と言われて久しいのですけれども、大量消費、そして大量生産ということ

で、さまざまな職員たちのご苦労があって今日に来ていると思うのですけれども、職員は地域に密着し

た活動をされています。それで、今いる理事者の方たちは、もちろん地域をよくご存じだと思うのです

けれども、その方たちと、地域とのつながりを、どのような形で今されているのか。どのような形で地

域とのつながり、ふれあい清掃などありますけれども、どのような形づくりをされているのか教えてく

ださい。 

○工藤品川区清掃事務所長  私どもはやはり一番重要なことは、ごみの収集運搬に関して、地域の皆

さんから理解を得てご協力をいただくという部分でございます。そういった意味では、地域の皆さんと

のふれあいという部分を大切にしながら清掃作業をやっているというところでございます。やはり、ま

ずは一番はご挨拶。地域の方に積極的に声かけをするというのが１つでございます。また、地域の中で

のふれあいということであれば、例えば高齢者の集合住宅に個別で階段まで上がって、ふれあい収集と

いいますが、収集しましたり、また、子どもたちへの環境学習指導の中でも、保育園や小学校におきま

して、私どもで環境学習ということで、直接、清掃職員がそちらに出向きまして、いろいろとごみの分

別ゲームをしたり、スケルトン車を使って清掃体験をしていただいたりといった形で、地域の中に根差

した仕事、そしてまた環境学習をやっているというところでございます。 

○大沢委員  今ご披露いただきましたけれど、まだまだ職員に対するアピールといいますか、地域に

対するアピールが足りないような気がしてならないのです。要は縁の下の力持ち、全て品川区内が美し

く保てるのも、あの方たちが雨の日も風の日も収集していただいて、あの方たちがやっていただくがた

めにまちがきれいになるという。もう少し、もっともっと職員の方たちに焦点を当てた取組みが必要だ

と思うのですけれども、どう考えますか。 

○工藤品川区清掃事務所長  やはり、今以上にさらに地域の中に入っていく、アピールするという部

分は、大変重要な視点だと思ってございます。私どもでも、さまざまな、収集運搬業務もございますし、

また排出指導といって、なかなか目に見えないような仕事もやっております。そういったものを、いか

に区民の方にアピールしていくのかという部分も重要な視点であると思ってございますので、今後は、

今の委員のご意見を参考にしながら、いろいろと検討してまいりたいと考えております。 

○大沢委員  日本人は、ご存じのようにきれい好きでありまして、日本人がフランスへ行ってごみ拾

いを始めたら、フランスはそれを普及したという、以前にもお話しいたしましたけれども、そのような
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取組みは、非常に日本が冠たる、世界にアピールする１つの利点だと思いますので、縁の下の力持ちで

あります清掃の方たちの労に報いるためにも、ぜひともしっかりとアピール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。 

 では、次に１６７ページ、中小企業対策というのですけれども、ここの中で、「零細」は入っていな

いのですけれど、なぜ「零細」を入れないのか。「小」の中に入ってしまっているのだと思うのですけ

れど、零細がやはり区の屋台骨としては大事だと思うのですけれども、そこを教えてください。 

○山崎商業・ものづくり課長  中小企業の、言葉では「小さい」ということで、小規模事業所という

ことでもちろん捉えております。区では、８５.５％が２０名以下の小規模事業所ということが特性に

なっておりますので、そうしたことを踏まえて理解しているところでございます。 

○大沢委員  ８０％が支えているわけですけれど、来年おそらく来るのでしょうけれども、消費税を

上げる、これは１０月ということで、情報はみんながご存じです。これは、前段の駆け込み需要と、ま

さにこの後、年末調整にぶつかるわけです。それで、私が知りたいのは、外食、飲食については軽減税

率の適用にならないということで、かなり打撃・影響を受けると思うのですけれど、その辺について、

区の担当課長としてどういうふうにそういう事態に対して向かっていくのか、お考えをお願いします。 

○山崎商業・ものづくり課長  消費税につきましては、２０１４年に５％から８％ということで、経

緯・経過がありました。区としましても、そうしたときに得たものを政策に活かしてまいりたいという

ことと、それから、軽減税率につきましては、国税庁でもＱ＆Ａなどを出して、外食する場合、それか

らお持ち帰りの場合の税率の変化があります。それで、なかなか今、いろいろ報道上でも少し混乱して

いるような状況もあるのだということも承知しておりますので、こうしたことにつきまして、区としま

しても丁寧に周知し、ご理解を賜るようなことが必要かと思っているところでございます。 

○大沢委員  あと、低単価の、単価の低い商いは、税率が上がったがために影響を非常に大きく受け

ますので、その辺のところは十分にご斟酌をいただきながら政策を進めていただきたいと思います。よ

ろしくお願いします。 

○鈴木（博）委員長  次に、松永よしひろ委員。 

○松永委員  私からは、成果報告書の１５６ページの公衆便所費について、１６３ページの収集運搬

作業費について、１６４ページの動物死体処理費について伺います。 

 まず初めに公衆便所費についてですが、本区が管理している公衆便所は３６カ所あり、そのうちの一

つである大井町駅前の阪急口にある公衆便所が、このたび、大井町駅前パブリックスペースというか、

設計コンペティションの結果が発表されました。こうした取組みで公衆便所のイメージが変わっていく

ことを期待し、質問いたします。現在、３６カ所の公衆便所の中には、昭和に開設、また改修な

ど、３０年以上経過している公衆便所が幾つかあると思います。そこで今後の取組みについてですが、

さっき本多委員からもありましたけれども、洋式化を今、１３カ所進めているということなのですが、

改修、また洋式化も含めて、改築する際の順番というのはどのように決められているのかお知らせくだ

さい。 

 ２つ目は、１６３ページの収集運搬作業の内容について伺います。東京２３区のごみ量全体は、平

成１３年以降、減少傾向でしたが、平成２９年度では、平成２８年度の２７５万４,０００トンか

ら、２７６万６,０００トンと増加に転じております。そこで質問ですが、本区内では昨年度に比べて

どのぐらいのごみの量が増えたのか減ったのか、その内容についてお知らせください。 

 ３つ目、１６４ページの動物死体処理についてです。まず、動物の死体処理方法についてですが、平
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成２９年度の動物死体処理の件数は６９０件となっておりますが、それぞれ動物虐待や感染症予防の観

点からも、こうした動物死体の原因について、処理する際は調べているのかわかりませんが、その内容

についてお知らせください。 

○溝口公園課長  私からは、公衆便所の改修についてお答えしたいと思います。区内３６カ所ありま

して、まずはおもてなしトイレということで事業を進めておる中では、オリンピックの開催ですから、

あと１年後の夏までには、全ての公衆便所について洋式化していくということで考えているところでご

ざいます。公衆便所３６カ所、９２基の便器があります。その９２基全ての洋式化を図っていきたいと

いうことで進めているものでございますので、来年、再来年を含めて、集中的に公衆便所の改修または

洋式化といったものに取り組んでいきたいと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  まず１点目の、収集運搬作業費の内容でございます。１１億円余、予算

計上させていただいておりますけれど、主な費目といたしましては、やはり車両の雇上といって雇い上

げ、運転手つきの車、清掃車を雇い上げする、このような経費が、この中でも約９億円ということで占

めているということでございます。 

 また、２点目のご質問の、ごみが増加に転じたというお話でございますけれど、平成２８年度か

ら２９年度にかけて、わずかながら増えてございます。比率としては、前年比で１００.７％というこ

とでございます。この要因といたしましては、やはり人口が区内で増えてもございますので、そういっ

た部分と、あとはやはり都心の集中というところで、その辺の飲食店等も増えているというところでご

ざいます。 

 最後にご質問にありました動物死体処理でございます。こちらは、私ども、通行人や近所の方からの

通報により現場に駆けつけて、動物死体の収集を行うということでございますけれど、死体の調査とい

う部分では、一頭ごとに、死体の種別、体長や重さ、色、模様、特徴等を記載しており、首輪があれば、

そういった部分で、一頭一頭、詳細に記入してございます。また、いろいろと虐待等、感染症等の不審

な点がございましたら、やはり動物愛護センターに通報したり、警察に通報したりと、そのような対応

をとっておりますが、ここ数年はそういった状況はございません。 

○松永委員  動物虐待、また感染症の件はわかりました。ありがとうございます。 

 公衆便所のほうなのですけれども、洋式化を進めるにあたって、主に足腰等に負担がかかるから、ま

た見た目もそうかもしれませんが、そういう観点から進められていると思います。そこで、バリアフ

リーについて伺いたいのですけれども、現在、バリアフリーになっていない、例えば先ほどもお話が

あった弁天橋あたりの公衆便所、荏原橋の公衆便所があると思うのですけれども、今後、洋式化も進め

るにあたって、同時にバリアフリー化も一緒に進めることはできないのか、伺いたいと思います。 

 もう一つ、今度はごみのほうなのですけれども、若干、微増という形なのですが、２３区のごみの中

間処理は少し厳しくなっていると伺っております。そこで、ごみの増加傾向を軽減するため、さまざま

な取組みが行われると伺っております。款が違うのですけれども、清掃事務所と連携して、ある小学校

では、金属やトレー、牛乳パック、新聞紙など、可燃ごみなのか資源ごみなのか、そうしたごみの分別

の仕方を教える授業を行っているところがあると伺っております。そこで、本区については、こうした

ことを行っている学校はあるのか、確認させてください。 

○溝口公園課長  トイレ、講習便所等のバリアフリー化のことでございます。基本的には、これまで

も、だれでもトイレ、または身障者トイレといったものを、３６カ所中１０カ所、整備しております。

そういった中ではバリアフリー化を図れるというところでございますが、それ以外のところでも、洋式
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化にあわせて、バリアフリー化できるところについては、極力バリアフリー化を図っていきたいと考え

ているところでございます。 

○工藤品川区清掃事務所長  委員ご指摘の埋め立て処分場の件につきましては、やはりさらなる削減

が求められていると考えてございます。私どもも、小学校４年生を対象とした副読本というものをつ

くっておりまして、そのような分別の部分を、絵を用いてわかりやすく説明した冊子を、教育委員会に

副教材という形でお渡ししているという状況でございます。 

○大関教育総合支援センター長  学校教育の中でも社会科の授業の中で、教科書にもやはりごみの分

別などは出てまいりますので、子どもたちにしっかり指導しています。 

○松永委員  今後、このままごみの量が増え続けないよう、小さいころからそうした授業というのを

しっかりと引き続き行っていただければと思います。 

 最後に、ごみの分別作業をされる従業員の方について、収集業務に携わっている方について伺います。

業務に当たっている方からですが、本区内では、先ほども他の委員からありました、各戸収集を行って

おり、そして指定された時間内にごみの収集業務を行っております。そこで、収集業務に当たっている

方から、休憩する場所がないと伺っております。そこで質問ですが、本区内で清掃されている方よりそ

うした声が上がっているのでしょうか。また、現在、休憩場所がなく、路上駐車をし、エンジンを切っ

て休憩されているそうです。特に今年の夏場は大変苦労したと伺っております。他区では、駐車場を契

約し、そこで休憩できるスペースをつくっているところもあると伺っております。そこで、本区ではど

のような対策をとっているのでしょうか。お願いします。 

○工藤品川区清掃事務所長  雇上車に乗車している運転手の方だと理解しております。私どもも、駐

車スペース、事務室内は限られておりますが、お声をかけさせていただいているということでございま

す。特に今年の夏は特に暑かったということで、そのように積極的にお声がけをさせていただいたとこ

ろでございます。 

○鈴木（博）委員長  次に、たけうち忍委員。 

○たけうち委員  成果報告書の１５８ページ、不妊治療助成事業、１６０ページ、太陽光発電システ

ム設置助成と、同じく１６０ページで環境費全般について伺います。 

 初めに不妊治療助成事業ですが、平成２９年度の実績についてはこちらにありますので大体わかるの

ですが、平成３０年から、いよいよ一般不妊治療助成とあわせて特定不妊治療助成がスタートしており

ます。これを２つあわせてやっているというのは、２３区でおそらく品川区のみ、また全国でも非常に

珍しい、すばらしい取組みだと思っております。私も平成２８・２９年の代表質問で提案してまいりま

したので、今、その状況について非常に気になるところでございます。予算書では、一般不妊治療

が６２０件、また特定が５９０件の予算が計上されておりますけれど、現在の実績について教えてくだ

さい。 

○川島健康課長  まず一般不妊治療の平成３０年度１１月現在の助成の実績ですが、２６組、１２８

万８,１８０円の助成の状況でございます。それから、制度を創設しました特定不妊治療医療費助成に

つきましては、１１月現在で２４組、１０７万３,６８６円、助成の実績があるという状況でございま

す。 

○たけうち委員  すみません。２６組、２４組ということですが、予算書では「件」で、「何件」と

いうふうになっていまして、さっき申し上げたように、一般だと６２０件、特定だと５９０件なのです

が、いわゆる６２０件に対して２６件、５９０件に対して２４件ということなのか、それとも何か違う
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考え方なのか、もう一回、教えてください。 

○川島健康課長  件ということと組ということと、私どもは助成のときに何組という形で言っている

ものですから、今、そのように答弁させていただいたのですが、同じものというか、答え方が少し違う

のですけれども、１件、２件というところで、２６件、２４件というようなことで助成実績でございま

す。それから、これが予算額との見合いでどうかというようなお話だと思うのですけれども、まだ先の

ほうがなかなか読めないというのが正直なところでございますが、体外受精の方というのは全国で４２

万件を超えるというようなお話も聞いておりますし、これから特定不妊は数が増えてくるのではないか

と見ているところでございます。 

○たけうち委員  平成２９年度でいくと、９２０件の予算に対して、ここにあるとおり８３８件と

なっているのですが、今の感じだと、もうかなり少ないと思っているのですが、その辺の、一般につい

ては若干、特定が増えたことによって助成額が減ったとか、いろいろあると思うのですけれども、その

辺の要因がもしわかれば教えていただきたいと思います。 

○川島健康課長  一般不妊治療につきましては、制度変更で、東京都が年齢が３５歳未満ということ、

それから、区がそれをカバーするという意味で、３５歳以上４２歳未満というふうに年齢を少し変更し

たというところ、それから回数も１回という形になったということで、もしかすると私どもの予算の見

込みよりも少なくなるのではないかというような分析をしているところでございます。 

○たけうち委員  わかりました。ぜひしっかりまたＰＲ等をお願いしたいと思います。 

 １点確認ですけれど、平成２９年の代表質問のときに、いわゆる子ども医療費助成を実施している自

治体に対して、医療費が上がるということで、国がペナルティーとして国保への国庫負担金の減額調整

をしていたと。これに対して、公明党の国会議員が国会で取り上げまして、見直しを要請して、今年度

から、減額されたものが廃止になって、品川区に少しその分が入ってきたと思うのですが、それで、そ

れについては少子化や子育て支援等に活用するようにとなっておるのですが、もしこの金額と、それが

どのような形で活用されているか、わかりましたら教えてください。 

○品川財政課長  国保減額調整措置の件でございますけれども、今年度、金額が、おおむね９００万

円程度となっております。それで、どこに充当したかというところですけれども、不妊治療助成事業に

充当させていただいております。 

○たけうち委員  わかりました。ありがとうございます。 

 次に、１６０ページの太陽光発電システム設置助成ですが、これについても、事務事業概要等で確認

しますと、平成２５・２６年当時は、家庭用・事業用合わせて６０件を超えるような助成になっており

ましたけれども、だんだん少しずつ件数が下がってきて、それで平成２９年はここにあるとおり２０件

と。それで、実は今年度については、先般の一般質問でも取り上げさせていただきましたが、９月の段

階で３件、また、今、ホームページを先ほど確認したら１件増えたのですけれども、家庭用が４件と事

業用が１件で、合計５件の助成となっておりますが、あのときも一般質問で少し指摘しましたけれ

ど、２０１９年問題という、固定価格の買い取り制度も来年で１０年を迎えて、徐々にそういう買い取

りが、金額が減ったり、いろんな不安があると思うのですけれど、そうしたことが要因になっているの

か、件数ががくんと減った要因について、何かわかれば教えてください。 

○小林環境課長  太陽光発電システムの助成件数の減少の要因のご質問でございます。委員からご案

内がありましたように、買い取り価格の減少というところも１点あるかと思いますが、今、大きく、

我々としては２点考えているところでございます。まず１点目でございますが、先ほどお話がありまし
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たように、買い取りをするためには、国のほうが法令に基づいて認定する必要がございます。この認定

制度の法令の改正が昨年度発生いたしまして、特に事務処理が非常に複雑になったといったところが、

ある意味、認定までに時間がかかって、特に年度当初については件数が大きく伸びなかったというとこ

ろが大きな要因かと思っております。また、今年度も同じ要因の中で、現在５件。現在は申請中のもの

もございますので、これからまだ伸びてくると思われますが、今年も同じような状況と捉えているとこ

ろでございます。 

 あともう一点でございますが、皆さん、発電に対する不安というのがやはり非常に大きいのかと思っ

てございます。特に、立地条件等によりまして発電量が大きく異なるというところから、設置に対して

ちゅうちょしている方がいらっしゃるというところも、ご意見として出てございます。そういった不安

解決に向けて、東京都でございますが、そういったところを非常にわかりやすく示したマップ、これは

「東京ソーラー屋根台帳」というものでございますが、こういったものも、都が公開したところでござ

います。この周知については、引き続き、区と都が連携して実施を進めて、周知、また設置の拡大に努

めていくといったところでございます。 

○たけうち委員  事務処理が非常に複雑になったということで、その辺についてはしっかりまたこち

らも調査していきたいと思っております。 

 先般も質問させていただいたとおり、北海道の胆振東部地震において、非常に各家庭においては、全

体のシステムとしては、いわゆる太陽光のものについても課題が指摘されているかと思うのですが、

個々のご家庭については、太陽光をつけたところについては、非常に有効に活用されたというような調

査もございましたので、ぜひそういった電源確保の部分からもあわせて周知して、また蓄電池の助成を

東京都でやっておりますので、そのＰＲとあわせて、ぜひしっかり周知を図っていただきたいと思いま

す。これは要望で結構です。 

 それで、お伺いしたいのが、今、区でも各施設に、できるところには積極的に、太陽光パネルを設置

していただいておりますが、データをいただいた中で見ると、一番早いところで、第二庁舎の防災セン

ターのところが平成６年８月、それから戸越台中学校の複合施設が平成８年とか、そういうふうになっ

ておりますが、そろそろパネルも寿命を迎えるのではないかと思うのですけれど、その辺のご見解をお

聞かせください。 

○立木経理課長  第二庁舎の太陽光パネルは、平成６年、庁舎竣工時に設置されているものでござい

まして、２４年ほどたちます。ただ、電流計等で発電量などを見る限りでは、一応、設計寿命等は２０

年程度と言われておりますが、今のところ、まだ劣化が見られていないというところで、取り立てて何

か更新ということにはなっておりませんが、設備の老化状況等を見ながら、改修等は考えていくという

ことになると思っております。 

○たけうち委員  今のところ大丈夫だということなのですが、法定耐用年数は１７年ということで、

大体２０年から３０年ぐらいと言われておりますので、そろそろ区の施設でも更新を迎える時期が来て

いるものが少しあるかと思っております。それで、これを一括して、そうした年数ですとか更新のスケ

ジュールなど、またメンテナンスを管理しているところが、多分、部署ごとになっていると思うので、

そこを、ではどこがやるのかというのも、今日は環境課なので環境課に聞いていますけれども、そこも

明確にしながら更新をしっかり進めていく。その際に、例えばですけれども、全部買いかえではなくて、

リースにして、メンテナンスもあわせてやってもらうとか、今、それぞれ施設施設で違う業者で設置し

ているのではないかと思うのですが、そこも場合によっては一括でやることでのコスト削減みたいなこ
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とも、あわせて考えていったらいいのではないかと思うのですが、ご所見をお願いします。 

○小林環境課長  リースというところのご質問かと思いますが、いろいろと検討の中では、例えば財

政面の平準化とか、いろんな観点があるのかと思っているところでございますが、各所管と連携しなが

ら、さまざまな手法の導入については検討していきまして、現に適切なものを選択していくということ

を今後も考えていきたいと思ってございます。 

○たけうち委員  リースは１つの例えでございますので、どっちかというと、それよりも、一括して

こういうものを管理して、スケッチをしっかり立てていく課がどこなのかというのを、明確にしていた

だいた上でやっていただくのが大事かと思いますので、よろしくお願いします。 

 また、続きまして環境費のところで、先ほどから環境の取組みがいろいろ、積極的な方が非常に増え

てきたというお話がありましたけれども、今、本当に温暖化が待ったなしの状況の中で、全国的にも、

また世界的にも、いろんな自治体間の連携の取組みが進んでおります。そこで、世界首長誓約／日本と

いうところがございますが、この取り組みについて、何か、区で聞いているところがありましたら、ま

たその内容についてもご説明ください。 

○小林環境課長  今お話がございました、世界首長誓約でございますが、これは世界的な取組みの一

つでございまして、温室効果ガス削減に向けた具体的取組みを積極的に進めるものでございます。日本

版として、今年８月に発足しまして、現在、日本では１０自治体が登録していると聞いているところで

ございます。１つの流れとしましては、まず誓約を行った後、それに基づく計画の策定、その後、定期

的に、温室効果ガス削減がどのように進んだかというところを報告していくといった流れが、大きな流

れと捉えているところでございます。 

○たけうち委員  まだ本当に始まったばかりで、実は東京２３区の中でも、まだどこも特にこの誓約

に署名はしていないと聞いております。ただ、都道府県もできるということで、東京都のほうではそう

いう動きもあるやに聞いておりますので、特に、ではそこに登録して、何がどうなのだということもあ

るかもしれませんけれども、やはり自治体としての、温暖化、また環境対策にしっかり取り組むという

姿勢を見せていきながら、また、国以上の削減の目標を既に品川区も掲げていると思うのですが、そこ

も目指しながら、しっかり連携しながら取り組んでいただきたいと思うのですが、お考えをお聞かせく

ださい。 

○小林環境課長  昨年度、区では環境基本計画というものを取りまとめて、特に温室ガス削減につき

ましては、２０１３年度比として３３％、２０２７年度までに３３％という非常に高い目標を定めて掲

げたところでございます。特にこういった国際的な取組みの中で、品川区がしっかりと温暖化対策を実

施していくというアピールは、１つ、区民の環境意識の向上につながるものと認識してございます。一

方で、こういった世界的な大きな取組みの中で、特別区全体の中でこういったところに一体となって連

携を図って足並みをそろえていこうというところの動きも今ある中、今後引き続き、動向等を注視しな

がら検討していきたいと考えてございます。 

○鈴木（博）委員長  次に、鈴木ひろ子委員。 

○鈴木（ひ）委員  １６０ページの太陽光発電システム設置助成と、１６２ページの雨水利用タンク

設置助成事業について伺いたいと思います。 

 今までも、さまざま質問の中でも出てきていますけれど、区としても、今年の３月に環境基本計画を

新たにつくりまして、この中には、再生可能エネルギーの導入を促進するということで掲げられていま

して、そして家庭や区施設の低酸素なエネルギーの導入の促進ということも掲げられています。本当に、
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先ほどから言われているように、地球温暖化を防ぐ計画を定めて実行するということが求められている

と思います。 

 そういう中で、どう実行していくかということが大事だと思うのですけれど、その一つとして太陽光

発電システムの助成制度というのがあると思うのですけれども、ここには、「地球温暖化対策の推進お

よび環境保全の意識啓発を図るとともに、再生可能エネルギーの導入を促進することを目的とする」と

書かれているわけですけれども、区として、太陽光発電システムを推進するという立場なのかというこ

とを改めて伺いたいと思います。それから、今、助成は、家庭の場合は１キロワット当たり３万円で３

キロワットまでで上限９万円という状況になっていますけれど、このほかには東京都や国などの助成は

あるのか、あるのであれば、どういう中身があるのかということについても教えていただきたいと思い

ます。それから、およそ３キロワットをつけるのに、どれぐらい設置費用がかかるのかということにつ

いても教えていただきたいと思います。それから、区有施設への太陽光発電の設置は、かなり進んでき

たのかと思いました。区で、ホームページにも、自然エネルギー活用マップということが出されて、こ

ういうふうに出していただいたのは評価するところです。私はここに、できれば、この区有施設は何キ

ロワットついているのかということも、一覧表に入れていただきたいと思うのですけれども、いかがで

しょうか。それから、今後、区の施設は、現在３４カ所ですけれど、これから区有施設に対しての設置

方針というのは、区としてどう考えられているかについてもお聞かせください。 

○小林環境課長  太陽光に関して５点ご質問があったかと思います。まず１点目でございますが、推

進するかどうかというところでございますが、太陽光発電は、再生可能エネルギーの中でも、都心部の

中では比較的導入しやすいものの一つと捉えているところでございます。再生可能エネルギーを導入し

た上で、これが温室効果ガス削減につながっていく１つの手法だと捉えておるところでございますので、

基本的には推進する立場でございます。 

 ２点目でございます。都や国の補助というところでございますが、国につきましては補助制度はござ

いません。都につきましてですが、これはマンションというところでございますが、一定、要件はさま

ざまあります。自動車の充電設備を設置するのとあわせてのときには、太陽光発電システム設置の一部

を助成するといったところが、都のほうで示されているところでございます。 

 それから３点目でございます。大体家庭用でどれぐらい費用がかかるかというところでございますが、

これは、建物の立地状況とか、新築あるいは既存建物への設置、さまざま要因がございますので、一概

には幾らかかるかということは、なかなか示すことは難しいかと考えておりますが、おおよそでござい

ますが、我々が助成する金額が１０％弱といったところかと捉えてございます。 

 それから、区有施設の設置に対してマップの中で表記といったところでございますが、表記するとこ

ろにつきましては、いろいろと、その内容等を精査しながら、今後考えていきたいと考えているところ

でございます。 

 それと、今後の方針でございますが、基本的には環境基本計画の中にも示したとおり、こういったエ

ネルギー設備の導入は引き続き進めていくというところは記載させていただいたところでございます。

建物の立地状況あるいは使用用途にも応じて、さまざま検討した上で導入は進めてまいりたいと考えて

ございます。 

○鈴木（ひ）委員  先ほどもありましたけれど、件数が本当に一貫して下がり続けているという状況

なのです。区としては推進する立場だということなのですけれど、平成２３・２４年のときは、おおよ

そ年間９０件ぐらいあったものが、平成２８年には３７件になり、平成２９年には２０件になり、今年
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はもっと下がるのではないかという状況なのですけれど、なぜこういうふうに下がったかというと、私

は、助成金が平成２５年のときに、それまで１キロワット当たり１０万円出ていたものが、一気に３万

円に、３分の１以下に減ってしまったのです。これは、東京都もおよそ同じぐらい助成していたと思う

のですけれども、それを、今言われたような形でほとんどなくす。国もこのとき出ていたのですけれど、

国のほうもなくす。そういう点では、１件当たり受けられる額が、１０分の１まではいかないにしても、

本当に８分の１ぐらいとか、そんな感じに減らされてしまったというのが、やはりこれだけかかるもの

に対しての費用助成というふうなものが減らされたというふうなことがあるのではないかと思うのです

けれど、私は改めて、この費用の助成額を増額していただきたいと思っているのですけれども、いかが

でしょうかということが１点です。 

 それから、どんどん建替えが進んでいるにもかかわらず、これだけ減っているというところに対して

は、やはり周知についても、もっとすることが必要なのではないかと思うのですけれど、その２点、い

かがでしょうか。 

○小林環境課長  １点目の助成額の件でございますが、他区の状況等も踏まえて、この金額というと

ころでございます。もちろん、多い区もあれば、これよりも少ないところもさまざまある。あるいは助

成自体しない区もあるというところの中で、区は一定、助成しているというところでございます。先ほ

ど申し上げましたとおり、区の中の助成、環境に関する助成でございますが、ほかにもＬＥＤの設置助

成というところも行っているところでございまして、これも設置費用の１０％程度というところで、そ

れらと足並みをそろえる形で、今回、設定したというところでございまして、今後、国の買い取り制度

の動向などを見ながら、今後については判断していきたいと考えてございます。 

 それと、周知というところでございますが、周知の普及としては、例えば施行業者に対しての周知、

例えば建設防災協議会を通じて、新たに周知を始めたというところもございますし、あるいはイベント

を今まで、しながわＥＣＯフェスティバルというところで周知していましたが、今年の１０月に開催し

た住宅まつりなどでも、幅広く周知したところでございます。広報紙にも定期的に掲載するなど、引き

続き啓発の工夫はしてまいりたいと考えてございます。 

○鈴木（ひ）委員  私は、再生可能エネルギーが進まない原因というのは、安倍自公政権による原発

再稼働の方針というのがあると思うのです。原発再稼働を進めたいがために、やはり自然エネルギーを

どんどん本腰を入れて進めるというふうなことができないという状況があると思うのです。福島原発事

故を起こして、いまだに十万人もの方が避難生活を余儀なくされていますし、原発ほど高コスト・高リ

スクというものはないということが明らかになったにもかかわらず、４０年を超えた原発まで次々と再

稼働させていくという方針があると思うのです。それに対して、野党が共同で、原発ゼロ基本法案とい

うのを提出いたしました。やはり、稼働原発はとめる。再稼働は一切認めないという方針で、原発を稼

働させないというものこそ、私は自然エネルギーをどんどん、もっと増やすし、世界の趨勢に追いつく

ことになっていくのではないかと思うのですけれども、そういう点についてはいかがでしょうか。 

○小林環境課長  国のやるべき施策につきましては、一自治体として判断するようなものでは基本的

にないと考えておりますので、国のエネルギー施策全体を見据えながら、区としては、その推移を見

守っていく立場であると考えてございます。 

○鈴木（ひ）委員  再生可能エネルギーをぜひとも促進してください。 

○鈴木（博）委員長  次に、鈴木真澄委員。 

○鈴木（真）委員  私は、衛生費の中から１項保健衛生費、続いて１５７ページ、保健指導費の中の
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食からの子育て支援事業、それから２項の環境費、１６１ページ、リサイクル推進費、それから３項清

掃費、その関係でお聞きしていきます。 

 まず、食からの子育て支援です。前にもお聞きしているのですが、離乳食教室の関係です。大分増え

ていらっしゃる。お父さんたちも一緒に出たいということで、今年から土日も開設していただいている

ことも十分承知しているのですが、今年始まって、状況はどんな件数が出ているのかというのを教えて

ください。 

 それから、民泊が始まったことで、６月１５日から住宅宿泊事業法が施行されまして、ごみの関係で

す。当然、民泊ですと事業系のごみになりますけれど、これは実際、どこかクレームがついているとこ

ろはないのか、その状況を教えてください。それから、件数がわかれば、聞きたかったのですけど、そ

れは担当の方がいないので、款が別になるから結構です。 

○仁平品川保健センター所長  食からの子育て支援事業から、離乳食教室の委託の状況でございます。

今年から委託でもって、希望の方が参加しやすい環境をつくってきています。直近までの状況なのです

が、およそ９０人程度ということで、少し、荏原文化センターと、八潮地域センターの調理室を使って

実施しているところでございますけれども、八潮のあたりが内陸部から通いにくいのかというところが

ございまして、少し伸び悩んでいるところがございますが、来年度に向けてはまた実施場所を工夫して

まいりたいと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  民泊のごみでのお尋ねでございます。６月１５日に民泊法が施行されま

して始まったわけでございます。今現在の苦情の状況ということでございますと、私ども、５件承って

おります。やはり民泊らしきごみが散乱しているのではないかというところで、５件承ってございま

す。２件は一応、苦情が解消しておりますけれど、３件が残っている。これはいずれも同一のところで

のお話でございまして、南品川の集合住宅で、このようなお話が出ているところでございます。私ども

の対応としましては、やはり定期的な巡回、監視体制をとるということはもちろんですけれど、警察に

もこの件はご相談させていただきまして、今現在、何といいますか、私どももごみの性質というか、そ

ういった調査に入っているという状況でございます。 

○鈴木（真）委員  離乳食教室の関係で、今もうお答えが少し出たのですけれど、やはり場所的なも

のが厳しいのではないかということのお話を伺っています。ただ、調理する場所がないので、なかなか

場所が難しいというのも聞いているのですけれど、八潮地区というお話が出たのですけれど、大井あた

りにないかというお声があったのですけど、なかなか限られた施設しかないので、できれば次回、また

検討していっていただきたいということでお願いします。 

 それから民泊のほうは、地域の方からお話は聞いております。それで、対応していただいているのも

十分承知していますので、本来、事業系ですけれど、やむを得ないということで、地域の方々の要望に

お応えしていただければということで、よろしくお願いします。 

 それからもう一点、粗大ごみ関係のほうです。粗大ごみの、今、区のほうで、東品川の船舶中継所跡

地でやっていらっしゃいますけれど、２３区清掃一部事務組合で、先ほども中防と出ていましたけれど、

中防不燃・粗大ごみ処理施設について、今度計画を立てていますよね。処理整備計画かな。工場の整備

ができると思うのですけれど、これができると品川区にとって何かつながりが出てくるのか。例えば中

継所で作業していることをしなくてもいいのかどうか。その辺を教えてください。 

○工藤品川区清掃事務所長  今、清掃一部事務組合で進めています、中央防波堤にございます不燃・

粗大ごみの処理施設の事業計画のことだと受けとめてございます。こちらは、今のプラントが、４０年
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経過しているというころで老朽化しているというところです。平成３４年度から３９年度までの６年間

で法定期間をとりまして、新たに生まれ変わるというところでございます。通常、こちらのほう

は、２３区からの粗大ごみ・不燃ごみを一律して処理するという関係でございますので、私どもの今の

中継所とのかかわりとしては影響がないかと思いますが、そのような形で進んでいるというところでご

ざいます。 

○鈴木（真）委員  ということは、東品川中継所の作業はこれからも継続するということになるわけ

ですよね。そうすると、前回もお聞きしています。天王洲の地域のこれからを考えたときに、中継所跡

地が２０２０年で変わってくる。その後、まだ全然決まっていないのかという点もお聞きしたい。作業

としてやらなければいけない問題が残りますので、その辺をどう考えていいか、もう一回、お聞きかせ

ください。 

○工藤品川区清掃事務所長  東品川の船舶中継所にあります、粗大ごみの中継所をやっている部分で

ございます。仮に移転という形になりますと、当然、粗大の収集運搬から中継機能という部分を、もう

一度、私どもでも、何といいますか、経済性や効率性という部分を含めて検討しなければいけないと考

えてございます。また、代替地、直送、いろんな手段があろうかと思います。そういった部分も含めて、

今後のあり方という部分を検討してまいりたいと考えております。 

○鈴木（真）委員  品川区として、やはりリサイクルということを考えたときに、必要な施設がこれ

からなくなってしまうとまずいのではないかということで、これからもその辺のご検討を丹念にお願い

したい。 

 その意味で、資源化センターのほうで、今年、費用がかかっていたのはどこだったか。大規模改修検

討経費５００万円ということを検討されていたのですけれど、これはどのような内容なのか、資源化セ

ンターは、今年聞いた話ですと、夏の暑さでペットボトルの量がものすごく増えて処理ができないよう

な状況にあったということもお聞きしています。暑さが下がると一気に減って、少し暑くなるとものす

ごい量が出てきて、処理し切れなかったということも聞いたのですけれど、あの場所ももう、少し手狭

になってきているのではないかということも含めて、資源化センターのあり方をもう一度教えてくださ

い。 

○工藤品川区清掃事務所長  資源化センターでございます。大規模改修検討経費ということで、コン

サルへの委託の部分に経費をかけたというところでございます。資源化センターにつきましては、適宜

補修しながら稼働しておりますけれど、２３年ぐらい経過してございます。また、プラントもかなり老

朽化が認められているということで、更新の検討時期に入っているというところでございます。当時と

比べまして、今ご指摘のとおり、いろいろと資源の構成というのですか、例えば古紙類が少なくなった

り、ペットボトルが開設時からかなり増えている。いろいろと状況が変わってございますので、そう

いった部分を含めて処理のやり方、あと処理能力という部分、処理の仕方といったところを検討してま

いったというものでございまして、その経費でございます。 

○鈴木（真）委員  リサイクルは非常に大事だと思っていますので、品川区として、リサイクルに対

してお金のかかる部分もありますけれど、区としてリサイクルに対する考え方をもう一度教えてくださ

い。 

○工藤品川区清掃事務所長  リサイクルにつきましては、私ども、環境問題を維持するためには必要

な施策です。これからもしっかりと、ごみ減量、リサイクルに取り組んでまいりたいと思っております。 

○鈴木（博）委員長  次に、高橋しんじ委員。 
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○高橋（し）委員  １６６ページの品川区シルバー人材センター支援事業と、１６９ページの情報通

信業等の企業間連携支援について伺います。 

 先にシルバー人材センターですが、地域で会社などを定年で退職された方が、このシルバー人材セン

ターに登録したいのだけれどもなどとおっしゃる方がよくいらっしゃいます。いろいろな能力をお持ち

で、今度そういうふうにしようと思っているなどという方がいらっしゃいます。このシルバー人材セン

ターについては、高齢者の多様なニーズに応える組織で、就業機会を拡大・提供しているということで

す。それで、先ほどの定年の方なども含め、高齢者の社会参加と福祉の増進に多大な貢献をしていると

伺っております。現在どのような業務を受託していて、民間や区などの公共からの請負委託事業がある

と思うのですが、基本的なところなのですが、どのような内容で、トータルの金額的な受託金額はお幾

らになるのでしょうか。そうすると、会員たちがいらっしゃるのですが、お１人当たりどれぐらいの、

これは直接の収入にはならないと思いますけれども、そういった会員たちにとっての１人当たりの金額

等をお教えいただきたいと思います。 

○山崎商業・ものづくり課長  シルバー人材センターの受託事業の内容ということで、これは民間か

らの受託金額でいきますと８億円でございます。それから、公共、これは区なども含めまして、そちら

の分が４億円ということで、年間１２億円を超える受託というところでございます。それと、具体的な

内容でございますが、民間の場合は、マンションの管理あるいは清掃など、軽作業というような部分で

ありますとか、地域や家庭からのニーズに応える、いわゆる地域コンビニサービスということで、病院

や買い物の付き添い代行でありますとか、あるいは家庭で使う包丁などの包丁研ぎ、草木の剪定という

ようなことでございます。それから、区を含めた公共の部分につきましては、私どもの課で産業ニュー

スを発行して、そうしたニュース、あるいは区議会だよりもたしかそうだったと思いますけれども、こ

うした配布物を配布していただく。あるいは、区内の小・中学校の施設関係の受付、シルバーセンター

などを含めまして、そうした部分。それから、連携事業としましては、喫煙マナーアップ啓発事業、あ

るいは資源回収の受付などというようなことでございます。そうしたことで、１２億円を、材料費など

主要経費を引いて会員数で割りますと、年間、大体５０万円ぐらい。会員数が２,４００人ほどでござ

いますので、そういった内容でございます。 

○高橋（し）委員  １２億円ということと、それから１人当たり約５０万円という形になりますが、

この金額についてどのような評価といいますか、区としてのお考えはお持ちでしょうか。 

○山崎商業・ものづくり課長  シルバー人材センターのスキームといいますか、請負事業ということ

で、直接、委託を出すところの管理・指揮命令を受けない軽作業というようなところに限られているよ

うなところがありまして、そうしたところで、なかなか契約をとるのに、だんだん苦慮しているような

状況ということで伺っているところでございます。 

○高橋（し）委員  今お話がありましたが、８億円余りが軽作業ということで多くを占めていると。

なかなか、そういった限られたルールの中でやられているので、受託事業の拡大が、努めていらっしゃ

るのですけれど、なかなか厳しいということです。それで、今お話がありましたけれども、シルバー人

材センターと直接、請負契約をしまして、それでセンターの指示に基づいて会員に働いていただくとい

う形で、発注者、いわゆる業者の指揮命令が受けられないといった仕組みがあります。これで、昨年、

同じように決算特別委員会で少し質問させていただいたのですが、そのようなルールを変えるため、就

業機会を拡大するために、シルバー人材派遣というものについて、今、検討しているところだというお

答えをいただいたのですが、現在はそれがどのように進んで、どういう状況でしょうか。 
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○山崎商業・ものづくり課長  シルバー型人材派遣は、今年度前半、いろいろ検討されて、この１０

月から仕組みが整いまして、今、人材派遣の受け入れの、いわゆる就業の拡大を狙って、いろいろ挑戦

中というようなことでございます。具体的には、保育補助の分野を第１番にということで、いろいろ保

育の人材不足を補う意味で、積極的にいろいろＰＲしているようなところで、数名の行政がシルバー人

材のほうに来られて、今、そこに派遣する方々の人選を行っているような状況で、近々には何名か契約

が成立すると伺っております。 

 それから、そうした高齢者のスキルのある方が、一般の事務職などへの業務拡大というようなところ

で、そうした方々への研修なども充実させていくというようなことで、区としても伺っているところで

ございます。 

○高橋（し）委員  今、保育補助という言葉が出ました。あるいは一般事務のお話もありましたが、

もう少し、何といいますか、今までこういう仕事しかできなかったけれども今後はこういう仕事ができ

るようになるという就業機会の拡大で、具体的にこんなお仕事がというのをご説明いただけるとわかり

やすいのですが、よろしくお願いします。 

○山崎商業・ものづくり課長  例えば、地域に近くにコンビニ店がありまして、コンビニでもいろい

ろ、時間が長いですので、その前後で、朝の早い時間だけということで、今までは店長の指揮命令を受

けない形ですと、どうしても清掃業務というようなことだったのですが、これから人材派遣を通します

と、レジでありますとか品出しのようなことが可能になるということで、そういう意味では、就業の種

類の拡大といいますか、それから地域のそうした人材不足を補う貴重な戦力としても活躍できるのでは

ないかというようなことで、区として期待しているところということでございます。 

○高橋（し）委員  今お話があったように、コンビニなどを含めてスーパーの品出し、あるいはレジ

打ち、それからデイサービス利用者の送迎などの自動車運転もできるようになるということもお聞きし

ております。あるいは介護の補助、保育補助という形で、いわゆる、何といいますか、人手不足といっ

たところのカバーにもつながるし、その一方で、高齢者の方、シルバーの方々の就業の拡大ということ

にもつながりますので、労働派遣契約事業というのでしょうか、シルバー型人材派遣がさらに進むこと

を願っております。 

 それで最後なのですが、派遣元が、発注者との直接契約する当事者が、東京しごと財団という形で、

これは東京都シルバー人材センターでもあるのですが、これはどういうところで、どうしてここと派遣

契約の形になるのか、お願いいたします。 

○山崎商業・ものづくり課長  いわゆるシルバー人材センターにつきましては、品川区も含め、各区

でそうした組織がございます。それで、高齢者の貴重な戦力を、一般就労に近い形の就業に活かしてい

ける仕組みを、シルバー人材センターの中で検討されておりました。そういう中で、しごと財団は各エ

リアの人材センターの取りまとめ機能も持っていまして、シルバー型派遣の検討も、そこを通じてやり

とりされていました。そういうことで、契約元事業主としては、しごと財団がその役割を持って、それ

ぞれのエリアの人材センターと連携しながらという方式が一番効率的だということで伺っております。 

○鈴木（博）委員長  会議の運営上、暫時休憩いたします。 

○午後３時１６分休憩 

 

○午後３時３１分再開 

○鈴木（博）委員長  休憩前に引き続き、会議を開きます。 
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 質疑を続けます。 

 ご発言願います。石田ちひろ委員。 

○石田（ち）委員  私は、成果報告書１５５ページの成人歯科健診から、歯の健康について順番に伺

いたいと思います。 

 成人歯科健診、今回の平成２９年度は件数が５,３５４件。平成２８年度は３,０９９件だったと思い

ます。増えた理由を区としてはどうお考えになられているのか。それと、健診の率で言うと何％ぐらい

になるのか伺いたいと思います。 

○川島健康課長  成人歯科健診の件数の伸びた理由というところでございます。こちら、平成２７年

度に歯のクリーニングを導入いたしました。それから、平成２９年度ですが、昨年度、年齢を、２０

歳、２５歳、３０歳、３５歳を追加いたしまして、２０歳から５歳刻みで７０歳までが対象になったと

いうようなところでございまして、平成２７年度から平成２８年度の増加についてはクリーニングの効

果、それから５,３５４人になったという平成２９年度の部分につきましては年齢拡大の効果があった

のではないかと見ております。 

 受診率につきましては、平成２８年度が８.７３％、平成２９年度が９.１５％ということで、受診者

数が２,２５５人に増え、受診率は０.４２ポイント上がったということでございます。 

○石田（ち）委員  大幅に増えたと思ったのですけれども、それでもまだ受診率は９.１５％と、や

はり対象拡大をしたというところと、中身の充実というところで増えたということでしたけれども、そ

ういう努力なり工夫をしていくと健診数は増えていくのだと私も感じましたけれども、さらに増やして

いく必要があると思います。近年、８０２０運動の達成者が５割を超えたとか、あとは虫歯の子どもも

減ってきたなどの声が聞かれますけれども、一方では、どうしてこんなになるまでと思わずにはいられ

ない方も少なくないと言われています。全日本民医連の歯科部が、この間ずっと、口腔の中から見える

貧困や社会的な問題を追究しているのですけれども、昨年は第３弾で取り組まれまして、やはり歯の健

康というのは、本人の自覚がことさら強調されることもありますけれども、しかしながら、アンケート

によると、時給が１,５００円になったら何をしたいかという問いには、病院にかかりたい、歯医者に

行きたいといったものがトップレベルで並ぶそうです。ですので、やはり経済問題だけではない、見え

ない格差と貧困というのが、この社会的困難が広く進行しているということが推察されるという見解を

出しています。今、口腔内にあらわれる社会的困難の実態を目の当たりにする中で、医療機関だけでは

解決できないと、民医連の歯科部の方も言われています。社会的な問題であるからこそ、国や行政の責

任で、全ての国民が安心して医療を受けることができる制度の実現を求めたいと言っているのですけれ

ども、こうした部分で、やはりなかなか歯医者にかかるというところでは、まだまだ少しハードルが高

い部分もあるかと思うのです。そういった部分で、健診というものが、あらゆる世代に広がってい

く。２０歳からと対象拡大していただいたのですけれども、健康診査は２０歳からなのです。これ

は、２０歳から３９歳まで毎年ですよね。ですので、ずっと言っているのですけれども、そういった体

の健診と歯の健診をやはり一緒にしていくということが必要かと思うのです。歯の健康は全身の健康に

影響するということも、この間、ずっと言わせていただきました。ですので、そういった意味からも、

健診する側の効率のよさと、そして診る側の、体も歯も一緒にというところで、ぜひセットにしていた

だき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  ２０歳からの健康診査と成人歯科健診を同じような年齢の設定にしてくださいとい

う意味だと思いますが、こちらの成人歯科健診につきましては５年に１回というところで、症状がない
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うちに健診をしていただきまして、受診のきっかけにしていただいて、ご自身がその歯医者をかかりつ

けにしていただき、定期的にメンテナンスをしていただくという流れになるきっかけになればというこ

とで、私どもは考えているものでございます。 

○石田（ち）委員  きっかけが５年に１度という根拠がよくわからないのです。健診のきっかけは、

毎年あっていいきっかけだと思うのです。ですので、ぜひここを進めていただきたいですし、若い世代

で特に必要な健診です。先ほど、どなたかの質問で、課長は、４０代から歯周病等が進んでいくという

ことがありました。若い世代からの健診で、早期発見、早期治療へとつなげていくことが必要だと思い

ます。そして先ほども言いましたけれども、歯科になかなかかかれないという社会的な状況があります

けれども、口腔内から見る、口腔内の健康格差といったことを、区はどのように認識されているので

しょうか。 

○川島健康課長  こちらの健診につきましては、無料で健診の機会を提供しているということ。それ

から、もともと４０歳からだったものを２０歳まで、機会を、対象年齢を下げたというところで、対象

年齢を拡大しているということ、それから無料であるということなので、何というのでしょう、なかな

か歯医者に行けない方も、こちらを利用できるのではないかと考えております。 

○石田（ち）委員  なぜそれが５年に１度なのかというところもお答えいただきたいと思います。そ

れと、口腔内の健康格差の認識もお願いします。 

○川島健康課長  年齢刻みにつきましては、もともとは国で指定している部分というのが、４０歳か

ら７０歳まで１０歳刻みのところを、さらに細かく区で５歳刻みにして、さらに２０歳まで刻みを下げ

たというようなところで、かなり対象を拡大しているというところ。それから、先ほども申しましたが、

症状がないうちに健診を受けていただきまして、かかりつけの歯医者で定期的なメンテナンスをしてい

ただくきっかけになるようなという制度の考え方でやっているものでございます。 

 それから、歯の格差というのは、当然、歯医者にかかれなかったりする形の方たちがいるということ

は、私どもも認識はしております。 

○石田（ち）委員  ぜひ、成人歯科健診と若者の健康診査を一緒にセットにしていただきたいという

ことを強く求めたいと思います。そして、毎年実施ということでお願いしたいと思います。 

 それで、今、口腔内の健康格差はあると認識しているということでした。平成２３年に、歯科口腔保

健の推進に関する法律ができました。そして、それを具体化させるための、歯科口腔保健の推進に関す

る基本的事項というのも翌年に出されています。その中の第１に、歯科口腔保健の推進のための基本的

な方針も出されています。その方針の一番最初に、「口腔の健康の保持・増進に関する健康格差の縮

小」ということが挙げられています。そして２番目に、歯科疾患の予防だったり生活の質の向上に向け

た口腔機能の維持・向上等々が挙げられて、方針が立てられているのですけれども、この歯科口腔保健

の推進に関する基本的事項は、区の中でも、この方針のもとに計画と目標を立てるようにということで、

地方自治体にもそういった呼びかけがされているのですけれども、それは区では対応しているのか、い

ないのか、伺いたいと思います。 

○川島健康課長  私どもの取組みというのは、今までの取組みも、新しい歯科口腔保健法の取組みと

同じ目標に向いてやってきているということなので、しっかりその理念というのは踏まえた仕事になっ

ております。 

○石田（ち）委員  そういった理念を持っておられるのであれば、それに基づいた計画・目標はある

のでしょうかと伺ったので、お答えください。 
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○川島健康課長  私ども、今、国の現状としては、子どもの虫歯は減少しておるということ、それか

ら４０歳以降の歯周病が増加しているため、若い世代の予防対策が課題となっているというところ、そ

ういった部分を勘案して、今回の、２０歳まで成人歯科健診の年齢を下げたというところがございます。

そういった目標というのは、そういう考え方は、同じ目標に向かってやっているということでございま

す。 

○石田（ち）委員  そうしますと、こういった基本的事項に基づいて、口腔の中の健康格差を縮小さ

せるというのを第１に掲げた、基本的事項をもとにした計画、目標というのは、具体的にはないという

ことでいいのでしょうか。私は、健康プランなのかと思いまして、しながわ健康プラン２１を見させて

いただきましたけれども、歯と口の健康を保つというところでは、ほんの２ページでした。その中でも、

やはり口腔の健康格差の縮小という文字は一つもありません。そして、皆さん頑張ってくださいという

ことで、区民の取組みだけが書かれています。ですので、やはりここに、しっかりとイニシアチブをと

る区が、こうしたことを進めていきますということを掲げるべきではないでしょうか。そのために、厚

生労働省も、歯科口腔保健の推進に関する基本的事項を、法律を具体化するためにつくっているわけで

す。そして、東京都を主体に地方自治体にもしっかりと、基本的事項の策定と、そして、そこからの目

標と計画を立てましょう、東京都と連携してやりましょうと言われているのですけれども、それは品川

区にはないということでよろしいのでしょうか。 

○川島健康課長  私どもの成人歯科健診、それから歯科口腔保健に関する施策というのは、東京都と

連携してしっかりやっているというところでございます。それから、健康プランへの記載のお話ですけ

れども、今の歯と口の健康を保つという個別目標のところで、効果的な歯磨きを促すなどという、取組

みを促すというような形で、簡易な言葉であらわしているところでございます。それから、歯科口腔保

健法につきましても、プランで紹介するなどしておりますし、その辺は踏まえた形で私どもは仕事をし

ているということでございます。 

○石田（ち）委員  ぜひ、厚生労働省の出しています、歯科口腔保健の推進に関する基本的事項に基

づいて、東京都も策定するようにされています。そして、それを踏まえて、地域の実情を踏まえた自治

体も策定し、目標・計画を持とうというふうになっていますので、ぜひ今後つくっていただきたいと求

めます。それでいかがでしょうか。 

 それと、基本的事項の中に、それを具体的に実行するために、歯科口腔保健支援センターをつくろう

と。これは任意設置なのですけれど、今、北区、港区、江戸川区、足立区と、ほかにもあるかもしれな

いのですけれども、そういったところが設置しています。そして、技術的な援助だったりをしているの

ですけれども、そうした施設を私たちも設置してほしいということを、共産党の予算要望にも毎年挙げ

させていただいているのですけれども、いかがでしょうか。 

○川島健康課長  健康プランの記載につきましては、来年度、健康プランの中間見直しがありますの

で、足りない部分がもしあるのであれば、そこに具体的なところを書き込んでいくということになるか

と思います。それから、歯科口腔保健支援センターというのは、今のところ、つくる考えというのはご

ざいません。 

 それから、先ほども申しましたが、こちらは無料の健診でございますので、毎年実施ではないですけ

れども、こちらは健康格差解消というわけにはいかないかもしれませんけれども、経済的な格差がある

方でも無料で受けられるというものでございます。 

○石田（ち）委員  ですので、きっかけを増やすためにも毎年行っていただいて、さらにきめ細やか
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に、やはり区民の口腔内の健康を維持していくためにも、基本的事項に沿った目標と計画を立て、支援

センターもつくっていただきたいと思います。 

○鈴木（博）委員長  次に、伊藤昌宏委員。 

○伊藤委員  歳入歳出決算書１５５ページの成人歯科健診に関連して、それから１６８ページの共通

商品券普及促進事業に関連して質問します。 

 成人歯科健診は２０歳からに拡大されました。それは非常によかったのですけれど、これから進む超

高齢化社会のことを考えていくと、これはどうしても高齢者、つまり７０歳以上の方々に拡大していく

必要があって、８０２０、それから９０１６、非常に好評です。歯の健康な方が長寿ということはもう

証明されているので、これから進む超高齢化社会の中で口腔健康を維持していくということは、相対的

に保健医療費の低減につながっていくし、早期に、早いうちに、歯の異常を定期的に点検していたと思

うのだけれども、改めて、この成人歯科健診を高齢者層に拡大していって、医療費の抑制、それから健

康増進等に寄与すべきと考えますが、品川区のお考えをお聞かせください。お願いいたします。 

○川島健康課長  ７０歳以上の方の歯科健診につきましては、成人歯科健診と同じような形で年齢だ

け延ばせばいいというものではないということです。飲み込む力ですとか、それから、そしゃく力、嚥

下機能というのでしょうか、そちらを見る。そういった新たな健診をつくる必要があるというところで、

今、国保医療年金課において検討しているところでございます。 

○伊藤委員  本当にぜひ検討してください。荏原歯科医師会では、口腔がん検診を始めました。これ

はあくまで歯科医師会のホームページに載っていましたけれども。口腔の状況と全身疾患にかかわる影

響というのは、相当、医療的に証明されているので、これから高齢化していく中にあって、歯から全身

の健康を守っていくことが必要だと思うので、ぜひ具体的な検討をお願いしておきます。 

 それから、共通商品券のことを言います。これは、幾つかほかの委員も質問されていました。やはり

来年、消費税が上がるということは大きなファクターでありまして、これによりまして、いわゆる品川

区内の商店街や中小企業にいろんな影響が出てくる可能性がある。国はこれに対し、さまざまな議論を

しているようでありますけれども、なかなかまだ方向が決まっていません。だけど、その中で、品川区

がやっている、このプレミアム付区内共通商品券事業が、非常に価値あるものになってくる可能性があ

るというわけであって、私たち自民党の中では、例えば２％上乗せする商品券を発行していくとか、そ

れから３年間続けていくと、やはりさまざまな形で共通商品券事業を展開していかないと、影響が出る

と思うので、現時点でどうお考えなのかをお聞かせください。お願いいたします。 

○山崎商業・ものづくり課長  プレミアム商品券につきましては、商店街個々のお店の方、それから

商店街の会長、あるいは商連などから、毎年強い要望をいただいて、区としましても、春に発行額３億

円、秋に３億円というような形で、このボリュームで通常行ってまいりました。今回、商連から、ある

いは各商店街から、消費税の関係も具体化するだろうというようなところで、先ほど申し上げた標準額

に何とかプラスアルファでできないかというような要望をいただいておりまして、現在、区としまして

は、平成３１年度の予算編成をしておりまして、そうした中で、いろんなご要望なども勘案しながら検

討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  何回か消費税は引き上がったことがあります。そのたびごとに国はさまざまな経済対策

を打ってきたし、それから、それに上乗せして品川区も対処してきた経過があるわけで、そうする

と、２％上がるというのは非常に大きなファクターです。だから、このことに対して私たちとしては、

目的はわかる。福祉の財源やら、さまざまな、これからさらに超高齢化社会を支えるための財源だとい
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うことはわかるのだけれども、でも、それによって日本の経済や品川区の経済が低下することは避けた

い。だから、今お話をされた、プレミアム付区内共通商品券事業について、検討するのはいいのだけれ

ども、例えば国がこれからさまざまなことをおそらくやってくるでしょう。それをしっかりと見ながら、

例えば国の政策が仮に幾らか出てきた。それに品川区は上乗せをする形で展開していくということも１

つのアイデアかと思うのだけれども、そのことについてのご見解と、それから監査委員からの指摘事項

の中に書いてありました、たしか３割の人しか買えないのでしたっけ。申込者のうち３割以上が買えな

いか。抽選を行った結果として、このような現状が今あります。それで、プレミアム率を上げれば、こ

れはもっと可能性は高くなるわけですよね。だから、矛盾した話かもしれないけれども、そういうこと

も含めて、３割以上が買えない現状の対応をどう考えていくのか、あわせてお聞かせください。お願い

いたします。 

○山崎商業・ものづくり課長  過去に５％から８％に消費税が増額になりましたのは、年度で申しま

すと平成２６年４月ということでございます。このときは、先ほどの３億円の標準的なものから、この

年度につきましては発行額を、春４億円ということで、プラス１億円をさせていただいております。秋

につきましては３億円ということでございました。それから、翌年、平成２７年度につきましては、委

員もご紹介がありました、国で全体の消費喚起ということの１つの方法として、プレミアム商品券とい

うことがありまして、このときは、かなり発行額、８億円でございまして、２０％のプレミアムをつけ

たということでございます。そういう意味では、そのときに消費喚起調査もしっかりやりなさいという

ことで、本件事業について、区としましても、事業効果の検証を、このときから現時点で、春の分につ

いてはしっかりやっています。それで、発行額の約３割が、プレミアム商品券によって新たな買い物の

創出をする効果があるというようなことが見えておりますので、理論的には、発行額が大きければ波及

効果も大きくなるというようなことでございます。 

 それから、先ほど平成２８年度から、直接購入方式から、今、抽選方式に切りかえたということで、

そのはがきの抽選が大体８.６倍というようなことで、監査委員の報告はそうしたことを受けてという

ようなことでございます。これにつきましても、いろいろ、発行額が多くなると行き渡る率も大きくな

るということもありますので、さまざまこれまで品川区につきましては、プレミアム商品券については

先駆的に取り組んでまいりましたので、るるデータを分析して、今回の消費税の関係にも、最適な方法

といいますか、これはしっかり見つけて対応してまいる必要があるかとは思っているところでございま

す。 

○伊藤委員  ぜひ、さまざまな面から検討していただいて、プレミアム付区内共通商品券の対応はよ

ろしくお願いしておきます。 

 それから、先ほど大沢委員が少しお話しされましたけれど、２％上がることで、やはり区内の中小零

細企業に対するさまざまな影響は想定されるわけであって、やはりこれも品川区の中で、何らかの経済

対策といったらいいのか、そういうことをしていく必要があると思うのだけれども、品川区のお考えを

お聞かせください。お願いいたします。 

○品川財政課長  消費税の２％アップの件でございますけれども、やはりさまざまな景気の状況を見

て判断という形になるかと思います。やはり消費税増税の時期が来て、これから区内消費もどうなるか

というところも、いろいろ動向があるかと思いますので、そういう面もさまざま見て研究していきたい

と考えております。 

○鈴木（博）委員長  次に、若林ひろき委員。 
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○若林委員  それでは、１５６ページの公衆便所費と１５３ページの公衆浴場についてお聞きします。 

 公衆便所につきましては、お二人の質疑がありまして、公衆便所については２０２０年のオリンピッ

ク開催までに、３６カ所、９２基の洋式化が１００％完了するということを確認させていただいており

ます。これまで我が会派といたしましても、防災対策も含め、学校、また公園、そして公衆便所、トイ

レの洋式化を、力強く、粘り強く、訴えをさせていただいておりましたので、まず公衆便所について

の１００％、大変に高く評価させていただきたいと思います。また、公園便所と合わせますと、これが

これまで３１％ぐらいだったのが、これで一気にといいますか、全体を合せると４６％にまで向上する

ということになります。そこで、基本的に公衆便所については、補助金の活用状況というのは、これか

ら来年度、再来年度、２年度かけてまた１００％にということなのですが、補助金の活用について状況

をお聞きしておきたいと思います。 

 それから、洗浄機付便器について、代表質問でも取り上げさせていただいて、東品川公園では既に設

置済みということで、私も豊島区の例なども見させていただきながら、故障や事故についての心配もあ

りましたけれども、意外と故障が少ないということで、品川区の認識も同じような、同様の認識があっ

たということで、今後、天王洲公園や大井町駅前の公衆便所の改築時に合わせて積極的に検討していく

という方向性を確認させていただきながら、今後、この公衆便所の１００％に向けて、洋式化とともに

洗浄機付についても積極的にご検討いただきたいということで要望させていただきますけれども、見解

を伺いたいと思います。それから、公園のほうも利用率がまだ低いわけですけれども、優先順位をしっ

かりとつけながら進めていっていただきたいと思いますけれども、これについてもお答えいただきたい。 

 続いて、公衆浴場のほうは、今、２４件にまで残念ながら減っているということで、東京都も含めて

支援をしっかり行っていきたいというお話がございました。今年度ですか、基本健診、それから後期高

齢者の健診の早得キャンペーンでは、入浴券をプレゼントするというようなことも含めて、区でも一生

懸命、応援していこうという姿勢を感じさせていただいております。そこで、今年度の新規事業になり

ますでしょうか、健康増進型公衆浴場改築支援事業という長い事業がありまして、これについて、健康

増進、交流・福祉向上が目的だと思いますけれども、どのような改築に対して支援するのかについてお

聞きしたいです。それから、どのような内外の声をもとに、この事業をつくったのかというのを確認さ

せてください。それから、平成２９年度の実績がゼロ、ないということでしたけれども、公衆浴場の

方々からの相談、また反応というものはどういうものだったのかというのをお聞きしたいと思います。

あわせて、先ほどの質疑の中でも、ちょっと聞き漏らしたので、東京都、それから商店街に委託等して、

浴場支援策について、今年度、調査をしているということがありました。この調査の目的・内容につい

てお聞かせいただきたいと思います。また、調査をすることになった経緯についてもご説明いただきた

いと思います。多くなりましたけれども、よろしくお願いします。 

○溝口公園課長  まず、公衆便所を含めまして、トイレの洋式化に伴う補助金の活用でございます。

東京都で、ユニバーサルデザインのまちづくりに関する研究推進事業という形での補助制度があります

ので、そういったものを活用しながら整備をしてきておりますし、今後も補助制度といったものを活用

しながら整備を積極的に進めていきたいと考えているところでございます。 

 続きまして、洗浄機付トイレの関係でございます。委員ご指摘のとおり、今後、天王洲のクラブハウ

スも既に一部完成しております。そういったところでは、もう既につけているところでございます。ま

た、今回、大井町の駅前のトイレにつきましては、コンペティション形式で、トイレの整備についての

取り組みというのを進めているところでございます。そういった中で、洗浄機付便座について設置して、
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今後そういったものがどういう形になるのか、しっかり検証していきたいと思います。基本的には、有

効であれば、しっかり全ての公衆便所、公園トイレといったものにも、設置していきたいと考えている

ところでございますが、やはり外にあるトイレになりますので、そういったところの故障ですとか、ま

た利用者の利用状況といったものも勘案しながら、しっかりと検討していきたいと考えているところで

ございます。 

 続きまして、公衆便所、公園便所を合わせまして１６４カ所ありまして、便器の数としては３６９基

あるところでございます。先ほど来、公衆便所については全てオリンピックまでに終わらせると言って

おります。公園トイレにつきましても、公園の改修、または改修時期が長期間にわたるようなところに

ついては、前倒しで洋式化を図るなど、公園・児童遊園のトイレにつきましても、計画的に洋式化を

図っていきたいと考えているところでございます。 

○川島健康課長  公衆浴場に関するご質問のうちの健康増進型公衆浴場改築支援補助は、東京都の補

助金に対する区の上乗せの補助ということで、なぜここ数年の執行がないか、ゼロかというようなとこ

ろですけれど、こちらは改築する浴場がないというところが、その主な理由になっております。 

 それから、新しい支援策ということで、公衆浴場の支援調査委託につきましては、まず経緯から申し

ますと、さまざまな対策を区でもいろいろと行ってきたところではありますが、毎年、複数の浴場が廃

業しているという状況がございます。それで、今までのやり方と同じことで支援を続けるよりも、何か

新しいことも検討する必要があるということで、事業を起こしたというようなところでございます。調

査の内容につきましては、例えば施設の築年数ですとか経営状況、それから公衆浴場の現状のところ、

それから情報発信の取組み状況や経営上の問題点など、それから商店街との連携の可能性なども含めま

して調査・分析をして、経営改善のアドバイスですとか、それから地域での商店街との連携などの提案

もしていただければありがたいというようなところで考えているところでございます。２月ごろには調

査結果がまとまる予定で、今、動いているところでございます。 

○若林委員  では、公園の公衆便所はありがとうございます。公園の便所については、順次、洋式化

ということで、どうしても和式は残ると思います。それで、前にご紹介しましたけれども、和式で内開

きの扉だと、座ったままで具合が悪くなると、外から、内開きのために人にぶつかってドアがあかなく

て、救出が民間の人ではできなかったという事例もご紹介しましたので、ぜひ。洋式になれば当然、外

開きにせざるを得ないのですが、和式についても、これは二重投資云々の話もあるかもしれませんけれ

ども、人の安全のために積極的に取り組んでください。時間があればご答弁いただきます。 

 それから、公衆浴場のほうは、わかりました。これはあくまでも改築に対する事業ということで、非

常に、そういう意味では、東京都の事業に上乗せしているということで、都の制度にがっちりはまって

いるというところで、改築を待ってということではなくて、もう少し何かご支援の幅を広げられないか

と。この場で、お願いしますという要望しかできないのですけれども、これはご要望だけさせていただ

きたいと思います。 

 では、公園便所のほうのご答弁を。 

○溝口公園課長  それでは、公園便所・公衆便所の整備についてお答えさせていただきます。やはり、

誰もが利用しやすいトイレを目指して整備をしてきているところでございます。まずはしっかり洋式化、

それとあわせて改修できるところについてはしっかり改修しながら、より多くの方が利用できるような

トイレにしたいと思います。 

○鈴木（博）委員長  次に、須貝行宏委員。 
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○須貝委員  私は、１５６ページの保健指導費と、１６５ページ、産業経済費全般についてお聞きし

たいと思います。 

 まず、先ほど藤原委員が申し上げましたが、テレビ報道されました、今年４月からの妊婦加算。新た

に設けられたわけです。先ほど説明はいただきました。私も一例を挙げますと、妊婦が眼科で診察を受

けて、支払いを済ませようとしたところ、会計係の方がその方の服装等の外見を見て、「妊婦さんです

か」と尋ねられました。そして、「はい、そうです」と答えたら、今出していた領収書、診療費に対し

て１回引っ込められて、加算されたものを請求されたということがあったということなのです。実際、

診療費というのは幾ら上がるのですか。もしわかっていれば教えてください。現在、少子化が深刻な社

会問題になって、全ての妊産婦に対して手厚い社会的サポートが必要と言われている今日、この加算分

は、少なくとも国や都がだめなら、私はやはり身近な品川区で助成するべき施策ではないかと思います。

そして、少子化対策は日本全体で進めて、この品川区も率先して進めているはずです。妊婦自身に負担

させるのではなく、社会全体で私は支えるべきものではないかと思うのですが、ご見解をお聞かせくだ

さい。 

○仁平品川保健センター所長  妊婦加算の件でございます。幾らかということで、初診料に７５０円。

これが診療報酬の部分ですけれども、そのうちご本人が３割負担といたしますと、２３０円程度になる

かと思います。これは特別加算ですので、休日や夜間型の対応とはまた違ってくるかとは思いますけれ

ども、基本的にはそういうベースで、平日、医者にかかられるとプラスになっていく。それと、この施

策への考え方でございますけれども、診療報酬全体ということで、やはり国の政策の方向性などがある

と思います。本人負担増になった部分の一部を、一地方自治体が支援に回るというのは、かなり難しい

話かと思いますし、さまざまな医療機関がございますし、さまざまな利用のされ方がありますので、そ

こだけピックアップするのもさらに困難かと認識しているところでございます。 

○須貝委員  先ほどもお聞きしましたが、今回、この患者、新しく新設されたものですが、区内の妊

産婦、先ほど申し上げた、眼科、皮膚科、内科、さまざまなところに診察に行かれると思います。その

ときに、先ほども出ましたが、妊婦加算が周知されていない。これがやはり、国も積極的にしていな

かった。区も、身近な区として、少し出おくれたということがあります。そうすると、その方たちは、

どこか診療所、病院に行かれたとき、苦情を品川区に、何で品川区はこんなふうに取るのですかという

ふうになってしまうと思うのです。いや、これは上の厚生労働省から来たのですというのは、もうそも

そもの始まりなのですが、身近な品川区が、品川区内の病院に患者が行ったとして、そこでこういうふ

うに加算請求されるということは、それでいいのですかという疑問を私は投げかけたいのです。それで、

事実上、こういう言い方もされています。事実上の妊婦税、そして少子化対策に逆行すると、ここまで

ネットには書かれています。これでいいのでしょうか。ご見解をお聞かせください。 

○仁平品川保健センター所長  あくまでも仕組みが診療報酬の中の話でございますので、そこの部分

の是非について区として見解を出すのは難しいと思っております。 

○須貝委員  品川区はさまざまな子育て支援をはじめ、少子化対策を一生懸命やっています。私は、

誤解を受けるようならば、何かやはりそれを解決する。また、区民にきちんと説明できる。でも、実際

もうできにくい加算だと私は思いますので、やはり助成なり何なりを区で思い切ってやるべきではない

かという意見だけ申し上げておきます。 

 次に、先ほどまた藤原委員から消費税のお話がありました。先ほど財政課長が答弁されていましたの

で、私はまたここでお聞きしたいと思います。１年後に消費税が上がります。ここでお聞きしたいので
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すが、品川区内の消費動向をどういうふうに把握していますか。そして、品川区の景気動向についてど

のように把握しておりますか。これはまた品川区の今後の事業にどのように活かしているのでしょうか。

教えてください。 

○品川財政課長  景気動向ということでございます。国の動向については、当然、ホームページ等、

消費者物価指数等、そういったものを利用しながら把握しているつもりでございます。それから、区内

景況のほうにつきましては、中小企業の景況というのが四半期ごとに出されております。その動向を見

て常に研究しているという状況でございます。 

○須貝委員  今、消費動向もお聞きしたいのですが、実際、これは国でも出していますが、消費は伸

びていません。もう、ずっとここ何年か同じままなのです。だから、一部の人は確かに給料も上がって

所得も上がっています。ですが、大半の方が上がらない。そして、非正規雇用の方、それから高齢者が

ますます増えている。年金生活者の方も増えているという現状を見ると、なかなか難しい。それで、何

で皆さん使わないのか。簡単なのです。もう、国を信頼していないのです。これから消費税も上がる。

ほかの税金も上がっている。それから社会福祉。将来、自分たちの身はどうなのだ。それだったら、貯

蓄に回すということで、今、貯蓄に回す額がすごく比率が多いのです。特に高齢者に当たってはナン

バーワンです。もう、五、六十％の方がそちらに回してしまう。このような状況で、このままでいいの

ですかという話なのです。 

 そこで、今回、このような消費税対策を今言いましたけれど、品川区の中小企業もそうなのですが、

私はいつも成果報告書を見て、実際にもう産業構造というのは変わっていますよね。今現在伸びている

のは、製造業は落ちて、商店も落ちている。そして、その中で、サービス業、宿泊業、飲食サービス業、

医療、福祉の増加が目立っている。これが現実ではないですか。ところが、ここの中にはそういうのを

うたっていないですよね。本当は、もう品川区も方向性を変えていくべきではないのですか。それが、

全く同じまま来て、一生懸命支援しているのはわかります。でも、やはり大型ショッピングセンター、

そしてコンビニというところに、仕事はどんどん流れていっている。でも、品川区は一生懸命、商店、

小さな小売店を維持、そっちに支援している。でも、本来、区民にとって、支援する場所が違っている

のではないですか。それで、方向性も少しずつ変えていかなければいけないのではないですか。その辺

についてご見解をお聞かせください。 

○山崎商業・ものづくり課長  例えば製造業の数は統計的には減っておりますが、製造業が生み出す、

いろいろ計算方法はありますが、付加価値額などは、全業種の中で４兆円のうち１兆円が製造業でござ

います。２５％。その次に情報通信業が１７％というようなことで、まだまだ根幹業種の製造業のほう

のご支援と、それから産業構造で情報通信業の進展といったもの、要はさまざま最適な方策を考えなが

ら対応させていただいているような現状でございます。 

○鈴木（博）委員長  次に、石田秀男委員。 

○石田（秀）委員  私も最初に１５６ページの公衆便所費のことをやりたいと思っておりますが先に、

健康づくり支援事業の健康ポイント、１５８ページの話をしたいと思います。 

 非常に健康ポイントを、私は推し進めていきたい。とりあえず気にして、少しでも歩こうか、散歩に

行こうか。よく区長が言う、高齢者の人には強要が必要だという話をして、今日行くところと、今日、

用がある。それをつくっていけばいいわけで、そういうきっかけになれば、私は本当にこれはいいこと

だと思っていて、意識づけをまず区民の方にしていくということが大切だと思っているので、その辺の

意識づけをどういうふうにもう一回やっていくか。私は、いろんなところに行ってポイントなどという
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のはあまり賛成でもないけれど、でも、そういう意識づけが非常に、２６カ所回れとか、そういうのは

それでいいと思うので、その辺の意識づけの部分だけ、どういうふうにしていけば、これからまた続け

ていけるかというところだけお聞きしたいと思います。 

 公衆便所なのだけど、先ほど来、洋式化はそれで結構です。私もお願いして、それでよかったと思っ

ています。それで、その後、前は、和式のときは、ピット式をつくりますと。だから、公衆便所は非常

にピット式で、災害があったときには便器を壊してくれといって、棒を一回試しに置いたら本当に壊さ

れてしまったみたいなことがあったりしたではないですか。そういうこともあったのだけど、今度は洋

式化されたら、災害のとき、どういうふうにするのですか。私は前にも聞いて、ちゃんと公園に行って、

だれでもトイレができたので見たのだけど、どうやっていいのかというのがよくわからない。それで、

町会長などにも聞いたけど、どうしていいのか、よくわからない。ピットはあるのだけど、いまだにわ

からない。だから、ここは災害のときにどうするのか。あそこみたいに下水に直結などというのはなか

なかできないのだから、ピットがあるところをどういうふうにするのかということだけ教えてください。 

○川島健康課長  健康ポイント事業に関連しまして、きっかけづくりというのは、どういう取組みを

進めていくべきかというようなところでございますが、この事業にありますように、まずは歩数計を配

りまして、自分がどれだけ歩いたかというのを見える化するというのでしょうか。それがわかるだけで

も、私もデモ器を持ち歩いているのですが、１日の歩数がわかると、通勤のときは歩数がかなりはね上

がるのですが、お休みの日になると、がくっと減るというようなところがあって、これは何とかしなけ

ればと思うというようなところもあります。気軽にわかる。それから、おまけといいますか、インセン

ティブの部分の商品があるということ。それから、区の事業はいろんな事業とも関連づけした部分でポ

イントをつけられるといったようなところもありますので、こういうところで動機づけのきっかけとし

て、皆様が気軽に運動を始めていくようなきっかけになればと考えております。 

○溝口公園課長  トイレの中のピット式の、災害時のご利用についてでございます。洋式化に伴って、

今まで和式ですと、トイレの便器を壊して、そのまま下にあります点検用のピットの中にためておくと

いうのができたのが、洋式化することによって、それが直接できないような形になっているところでご

ざいますが、点検用はやはりマンホールというのが必要になってきますので、全てのところ、だれでも

トイレの中ですとか便器のブースの中に点検用のマンホールがついております。そのマンホールをあけ

ることによって、そのまま使えるような形になっております。ただ、マンホールですから、そのままで

すと人が落ちるというのはありますので、最近のものですと、本当にトイレの長方形といいますか、楕

円形の穴があいて、用を足す部分だけあけられるようなものになっておりますので、そういったものを

整備しながら、今、ピットを使った形での災害用のトイレというのを整備しているところでございます。 

 続きまして、災害時の利用でございます。上下水道が寸断されて使えない場合、そういったときには、

やはりピットを使って、トイレの下にためていくような形になると思います。マンホール自体を誰が上

げるのかというところが一番の争点になるところでございますが、やはり、地域での日ごろの利用から、

公園で避難訓練とか、そういったものをやっていく中で、こういったものも、ただのマンホールトイレ

だけではなくて、そういったものも使えるような普及啓発をしていくとか、地域の方たちにそういった

ものを知ってもらえる。そういった取り組みを引き続きしていくことによって、災害時に使えるような

形になってくると思いますので、防災課を含めて、関連部署を含めて、災害時のピットのあるトイレと

いったものをどう使っていくのか。どう対応していくのか。そういったものについてはしっかりと検討

していきたいと考えているところでございます。 
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○石田（秀）委員  私も、できたばかりのだれでもトイレに入ったけれど、もちろん小さい部分で、

ここをあければいいというのだけど、どうやってあけるのかというのが、まず１つ。それから、それで

はそれをどうやって使うのか。便器は置きますと言ったのだけど、全然どこにもないし、町会長もわか

らない。そういうのであれば、スタンドパイプのとき、あれだけいろいろやったじゃないですか。町会

でもいろいろやってくださいとか。あれぐらいのことをどんどんやらないと、今の状況では、どうした

らいいか誰もわからない。そうすると、洋式化はいいのだけど、壊せといったほうが簡単だった。今、

本当にわからないから、この辺の啓発は本当によろしくお願いします。町会単位でもいいし、何でもい

いので、ぜひやってもらわないと、全然わからない。これはお願いします。 

 健康ポイントは、ぜひこれからもよろしくお願いします。 

 それで、清掃をやりたいと思います。１６２ページで、清掃員全体で約４５億円かかっているという

ことです。それで、先ほど来、今日、環境、環境と言うから、もちろん環境の中にごみ問題というのも

入ってくるのだけど、環境の中ではいろいろ、急激な温暖化だとか、項目がだーっと出てきて、でも、

結局は人類の活動の結果、これを招いているのだというのが、自分たちでこういうことをいろいろやっ

てきたから、こういうことが起きてきて、それを、では何とかしなくてはいけないというので、今、環

境、環境というさまざまな話が出ている。その中で、ごみの話もいろいろ出てきたのだけど、では、ご

みというのは、４５億円かけているのだけど、これを今どういうふうに評価しているというか、ここの

部分を、ごみを減量しようという話はもう盛んに出てくる。それでは、４５億円かかっても人口は増え

ているからごみ量も増える。では、それがもっとかかってもいいと思っているのか。ここはどういうふ

うに今、判断されているかというのをお聞きしたい。 

○工藤品川区清掃事務所長  私ども、これは清掃費ということで、４５億円余かかっているというこ

とでございます。当然ながら、効率的な収集をしながら経費の縮減を図っていくというのが１つでござ

います。考え方といたしましては、やはり１つでもリサイクルを増やしてごみ減量をしていくというと

ころでございます。また、いろいろと私どものほうもさまざまな取組みを行っておりますが、広報紙等

にも、平成２９年度でどれぐらいの清掃経費がかかっていたのかというところを見える化して、区民の

方にお知らせしている。そうすると、１人当たり大体、年間約１３万円余かかっていると。そのような

啓発をしまして、皆さん方とともに、何といいましょうか。やはりこれだけ数字が１人あたりかかって

いる。そういった、ごみ問題という部分は、自分自身の問題であるという部分もご理解いただきながら

進めているところでございます。 

○石田（秀）委員  議論が大分なくなってしまったからあれなのだけど、我々の会派でもいろいろ調

査に行ったり、日野市に、今データを調べて、いつだったかと思ったら、２０００年１０月から日野市

は有料化し出しました。我々も行って、さまざまいろんなところで、そのころは処分場の話もあって、

これは、減量するにはやはり有料化だろうという話が大勢を占めたけれども、清掃一部事務組合では、

とりあえずそのときはやらないという形で進んできた。それから考えると２０年たっているわけで、今、

これだけ、環境だ、何だという話がいろいろ出てきて、４５億円。そうすると、品川区の場合の負担は、

今、清掃一部事務組合にいろいろ国の国庫のあれが入ったりするから、各区の負担金は３３４億円だか

ら、それで人数割りすれば１３億円ぐらいということになるのだろうけれども、これは必ず、今、２３

区で７００億円強かかるわけです。それをどうしようという議論は、どこか頭の片隅に入れておいてほ

しいというのは１つ。品川区の場合、高橋区長が英断されて、各戸収集を始めた。これは、高橋区長を

悪く言うわけではないけれど、そのときは、いい政策をしてくれた。だけど、今になると、これはやめ



－68－ 

られないからあれだけれども、地域の中で、そういうごみを減量化するといったら、地域の町会単位の

中で言うと、大体、女性部の方がいて、いろんな拠点だったら、「こんなごみの出し方をしてはだめ

よ」などという女性がいたりして、いろいろ注意されたり、町会で取り組もうということもあった。各

戸になると、なかなかそれは今、ないわけです。だから、そういうことも含めると、いや、これを拠点

に戻すというのは、少し難しいかもしれないけれど、そういうことを考えれば、やはり収集費用という

のは、ぐんと金額は下がるわけです。そういうことも、私はもう一度改めて考えるべきだと思っていて、

その辺の考えを、もしあれば教えてもらいたい。 

○工藤品川区清掃事務所長  まず１点目の、ごみの有料化の件でございます。これまでも２３区全体

では、有料化という部分の具体的な検討はされておりませんが、いろいろと過去、廃棄物減量等推進審

議会等では触れられていまして、２回ほど触れられました。そのときに、意見にございましたのが、や

はり有料化という部分につきましては、確かに減量化という部分の効果は、一定の効果があるというと

ころでございますが、やはり区民の理解をいただきながらではないと、なかなか難しいというところで、

慎重な検討が必要だというところまででございます。有料化の件につきましては、最終処分場の延命化

に効果が期待できるといった部分もありますし、収集作業費という部分もございますので、その前段と

して、今現在、区では３Ｒの普及啓発等に力を入れているというところでございます。 

 ２点目の各戸収集でございますけれど、こちらは、各戸収集をやることによって、ごみの減量化、や

はり自己責任という部分、自分の家の前にごみを出すという部分で、分別がされていないと、自分で出

したというところがすぐわかるわけですから、自己責任というところで一定の効果があったと思ってご

ざいます。したがいまして、こちらは継続してやってまいりたいと考えているところでございます。 

○石田（秀）委員  それはそれで結構です。 

 それで、先ほど天王洲の話がありました。これから粗大ごみの検討をしていくというのだけど、我が

会派としては、もうすぐ戻ってきたら、来年でも基本設計に入って実設計をやって、返還されたらすぐ

工事にかかるぐらいのことをしようとなると、粗大ごみはもう研究してもらわなければ困るわけで、こ

れからという話ではないと思うので、それはもうそういう方向で動いてほしいので、その見解をという

のと、子供の森公園のところもありますよね。これは、平成３４年に児相の話があって、その後、戸越

幹線があって、それが終わったら全体をというときには、児相もやるので、公園をもう一度そこで整備

します。全体をやりかえるというお話があるけれども、そのときにはあそこはなくなるという理解でい

いのだよね。そのときに、またぐちゃぐちゃもめるのは嫌なので。私はもう、それではそこは清掃もど

こも含めて、全部一体で公園の整備をするのだろうと思っているので、そこのところだけお願いします。 

○柏原企画調整課長  東品川船舶中継所、それから北品川分室の部分の問い合わせでございます。東

品川につきましては、いろいろ検討を今、進めているところでございますので、それに合わせた形での、

今の仕事をどうするかという検討でございます。北品川分室につきましては、清掃の事務所が区のもの

になるというのはありますので、そういった中で、全体の中での検討というのは必要だと思っておりま

す。 

○鈴木（博）委員長  次に、石田しんご委員。 

○石田（し）委員  １６６ページ、観光情報デジタルサイネージ、１６７ページ、事業所内育児施設

整備、１６７ページ、商店街支援、１５６ページの公衆便所についてお伺いします。 

 初めに観光情報デジタルサイネージですが、設置台数と１基当たりの金額、設置場所、契約形態がど

のようになっているのかお知らせください。 
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 事業所内育児施設ですが、昨日も民生費で質問いたしましたが、これはまず、ここでの事業所内育児

施設についてはどのような内容になっているのか、決算の内訳を教えてください。 

 １６７ページ、商店街支援ですが、ざっくりで構いませんので、商店街に対していろいろな支援をさ

れていると思うのですが、年間どのぐらい商店街に対して支援しているのか、その金額を教えてくださ

い。それと、商店街支援というのは、区が考えている目的と、その目的に向かってやられているさまざ

まな事業の検証というのはどのようにされているのか教えてください。 

 公衆便所ですが、どのように公衆便所を管理・点検されているのか教えてください。決算書には清掃

等委託と書いてありましたが、そこに管理と点検も含まれているのかどうかお知らせください。 

○立川文化観光課長  観光情報デジタルサイネージに関するご質問でございます。こちらは、旧東海

道にあります品川宿交流館に２台、配置したものでございます。金額としましては２,５００万円とい

うことでございます。 

○山崎商業・ものづくり課長  ワークライフバランス支援事業の中で、事業者内保育スペースの整備

ということでございます。こちらは、保育課関連の関係法令の法内の事業所保育とは少し違いまして、

もう少し身近な小規模事業所の、例えば休憩室などのスペースを保育育児スペースに改修するというよ

うな内容でございまして、その経費というようなものでございます。 

 それから、商店街のほうにつきましては、おおよそでございますけれども、商店街の活性化につきま

して、決算ベースの金額でいきますと、４億３,０００万円余というような状況でございます。それか

ら、目的につきましては、当然、商店街の活性化、活力の醸成というような大きな目的でございます。

それから、検証につきましては、さまざまなイベント事業でありましたら、そのイベント事業が終了し

た後の例えば集客人数でありますとか、それによって生まれた商店街のお店の販売の伸びですとか、そ

ういったものを、補助金の申請のときに、計画と実績というのがもちろん出されますので、そうしたと

ころで区としても把握するとともに、直接、イベント事業などに、私あるいは職員等々が行かせていた

だいて、直接確認といいますか、参加させていただいているような状況でございます。 

○溝口公園課長  公衆便所の管理でございます。まず予算につきましては、日ごろの清掃、または年

に何回か、汚いところを高圧洗浄等で洗浄する高圧洗浄といったものをやっているものでございまして、

費用の予算というか決算書の計上としては、清掃等委託ということで計上させていただいているものが、

通常の清掃ですとか、また特別清掃、高圧洗浄といったものを行っているものの費用の計上になってい

るものでございます。 

○石田（し）委員  デジタルサイネージですけれど、契約形態がどのようになっているのかお聞かせ

ください。 

 事業所内保育ですが、昨日もお話ししたとおり、これはいわゆる企業主導型の保育事業に移行してい

くのではないかと思っています。それは、区も多分そういう方向に行くのではないかと。その中で、区

内の中小企業のネットワーク化をして、その方たちに、社会で集まって、地域で１つ、保育所を設置す

るという方向のほうがいいのかと思うのですけれど、その辺は担当課としてどのように考えるかお知ら

せください。 

 商店街支援ですが、４億３,０００万円ほどの支援をしているといった中で、では、区としては今、

毎年そのぐらいの金額を支援していて、いわゆる活性化というお話が先ほど出ましたが、目的が達成さ

れているとお思いになっているのか、まだまだもっとほかにやらなければいけないというか、そういっ

たことを思っているのか、目的に対しての達成というのはどのように考えられているのか教えてくださ
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い。 

 公衆便所ですが、これは公園のトイレも同じで、今、いわゆる盗撮が横行していて、特に外にある公

園というのは、誰でも入れる。特に、男女別のところはあれですけれど、男女兼用のところというのも

若干あると思う。そこはすごく狙われていて、公園に限らずですが、区の施設のトイレに関して、そう

いったチェックもしっかりされているのかと。清掃をやっているときにも、いろいろチェックできます

し、またその対策として、例えばできる限り、カメラ等を隠せる死角をなくしていくというような対策

をとられているのか、その辺を教えてください。 

○立川文化観光課長  契約の形態でございますが、しながわ観光協会への委託でございます。 

 リースではなくて、いわゆる買い取りというか、作業の委託でございます。 

○山崎商業・ものづくり課長  事業所保育のグルーピングというようなことでございます。例えば東

京商工会議所品川支部におきましては、一定程度の中堅の企業も加盟している団体でございます。そう

した東京商工会議所品川支部の中では、お互い連携する形で共有の法内の事業所などというような検討

もなされていると聞いております。小規模の事業所が多くて、単独ではなかなか難しいということもあ

りますので、そういったところの検討の推移というような状況でございます。 

 それから、商店街の、区としてどのように補助事業なども認知して、成果をどう捉えているかという

ことでございます。大きく捉えておりまして、もともと区民の皆様の地域のインフラとして機能してい

るという意味では、きっちり機能しているということと、さらに都市型観光の区の魅力の有効な資源の

一つだという意味では、十分に効果は達成しているのかということで評価しているところでございます。 

○溝口公園課長  それでは、トイレの利用に関することでございます。やはりトイレを利用する際に

は、清潔であること、安全であることといったところの視点が大事だと思っております。そういった中、

公園でありますと、毎日清掃を少なくとも１回はやっている。利用者が多いところは２回やっている。

そういった中で清掃する中での点検というのは、日ごろから行っているところでございます。また、死

角がないというのも非常に大切になりますので、今後整備していく中では、出入口、また中を含めて、

死角がないような整備といったものも進めていきたいと考えてございます。 

○鈴木（博）委員長  次に、安藤たい作委員。 

○安藤委員  １６０ページ、環境調査測定費、航空機騒音調査に関連して、羽田新ルート計画撤回を

求めて質問します。 

 一般質問でも区長の公約について伺いましたけれども、まず改めて伺いますが、区長の選挙公約、

「羽田の空路変更は、何よりも区民の安全安心を最優先」とは、新ルート計画の中止を求めることでは

ないのか伺います。 

○鈴木都市計画課長  羽田新ルート案に対する区の考え方でございますが、これまでも区では一貫し

て、区民への丁寧な周知・説明、さらには区民の不安につながる落下物対策、それから騒音環境の軽減

について取組みを求めている。これは、これまでもこれからも、今のところ変わっていないというとこ

ろでございます。 

○安藤委員  区長の公約は、計画の中止を求めることではないのかどうかと伺いました。そうなのか、

そうでないのか、お答えください。 

○鈴木都市計画課長  先日も第３回定例会で一般質問をいただいた中に、区長も答弁させていただき

ました。部長も答弁させていただきました。この答弁の中身が現在の区の考え方というところでござい

まして、これはこれまでも一貫して変わるものではございませんで、先ほどご説明したとおりでござい
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ます。 

○安藤委員  本会議では、こうした質問に対して区長はお答えはなかったと思いますので、今の答弁

はかみ合わないかと思っております。それで、私が伺ったのは、安全安心を最優先すると言いながら、

なぜ中止を求めることにならないのか、この理由を改めて伺いたいと思います。 

○鈴木都市計画課長  新飛行ルート案に対しては、やはり一番懸念される落下物対策、それから騒音

環境の軽減。これは国が国策として進めていく中で、しっかり対応を図っていただきたいというところ

でございます。国のほうでも、これまでもそういった対策について公表されてきているものもあります

し、これからも区としてしっかり求めていきたいというところでございます。 

○安藤委員  ご答弁がないのですけれども、区はこのことを伺うと、今もありましたけれど、「万が

一にも落下物を発生させない対策は重要です」などと言うのですが、「安全の保障は国が保証するべき

であり、区は求めていく立場だ」とおっしゃいます。しかし、求め続けて、落下物ゼロは実現するので

しょうか。品川区の上を飛ぶ限り、落下物はゼロにはならないと思います。なりません。それで、私は、

区長の公約にあるように、区民の安全安心を最優先と言うのであれば、都心ルート計画の中止しかない

と思うのですが、いかがでしょうか。 

○鈴木都市計画課長  落下物対策、騒音環境の軽減につきましては、区のほうで再三再四、国に強く

求めてきている中で、国のほうでは、平成２８年になりますが、環境影響の軽減に向けた取組みという

ことで、例えばでございますが、これまでは外国の飛行機が日本の空港に来る場合は使用料として重量

について加算されていたものを、より低騒音機を使うような場合は使用料に配慮するといった取組みが

進められてきてございます。それから、この８月にも落下物防止の基準が公表されました。これは、や

はり世界に類を見ないというところで国も申しておりますが、その中身も見させていただきましたが、

この基準を守らないと日本の空港には着陸できないという基準も、今、実施に向けて国も進めていると

ころでございます。こうした取組みを一定、評価しながら、具体にどうやったらそれが本当にしっかり

実施されていくかというところは、今後も国に強く求めていきたいというところでございます。 

○安藤委員  それが実施されたからといって、区民の安全安心が確保されるのか。私はされないと思

います。何度伺っても、聞いていないことも返ってきたりするのですが、安全安心のことについて伺っ

ているのですけれども、「羽田の空路変更は何よりも区民の安全安心を最優先」というのは、区長自身

の公約なのです。それで、今の私の問いに対する課長の答弁というのは、区長の考えと同じなのでしょ

うか。伺いたいと思います。 

○鈴木都市計画課長  繰り返しになりますが、一般質問の中でご答弁を差し上げたところでございま

す。これは、区としての考えを述べさせていただいたところでございますので、同じだというところで

ございます。 

○安藤委員  区長の考えと同じだとおっしゃいますが、いつどこで課長が確認したのか。区長の公約

は、計画の中止を求めることだと。そうではないのですか。安全安心最優先というのであれば、区長が

掲げた公約、計画の中止を求めることではないのかと何度も伺っているのですが、改めて区長に伺いた

いと思います。 

○鈴木都市計画課長  今、いつ確認したのだというお尋ねでございますが、これは繰り返しになりま

すが、まさに議会の本会議一般質問の中でお答えしているというところが全てでございます。 

○安藤委員  先ほども指摘させていただきましたように、一般質問で、区長自身の言葉では、私たち

の質問に対しては答えがありませんので、私はこの場でも聞いているわけであります。ぜひお答えいた
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だきたいと思います。あわせて、さきの第二回定例会の本会議、これは区長選の前ですけれども、自民

党や公明党からも、「現時点で区民が理解しているとは考えていない」とか、あるいは「多くの区民の

理解しがたい現状がある」などの認識が示され、本会議で質問がありました。区議会は少なくとも、現

状で区民の理解は得られていないという認識で一致しているのですが、品川区も同じ立場なのかどうか

伺いたいと思います。 

○鈴木都市計画課長  先ほど３点、国に当初から強く申している内容をお伝えしましたが、例えばで

ございますが、区民への丁寧な周知につきましては、オープンハウス型という説明会はこれまで４回ほ

ど実施されてございますが、教室型の説明会がまだ実施されていないというところもございます。それ

から、そういった周知に関しては、区内に常設型の説明の展示ブースも設けていただきたいというとこ

ろも、あわせて強くお伝えしているところでございます。そういった点でいけば、やはり国の取組みに

対しては、まだまだ区としては納得していないというところはございます。 

 区の考え方としては、お伝えしたとおりでございます。 

○安藤委員  伺ったのは、区議会は、少なくとも現状で、この計画に対して区民の理解は得られてい

ないという立場が党派を超えて出されております。一致しております。区も同じ立場なのかどうかと伺

いました。もう一度ご答弁をお願いします。 

○鈴木都市計画課長  第二回定例会の一般質問の中でいただいているお言葉、例えば、このまま教室

型説明会が開かれないのであればというところは、区としても重く受けとめているところでございまし

て、それは議会のお声としてしっかり受けとめさせていただいて、それを国に強く求めていくというと

ころでございます。 

○安藤委員  重く受けとめているということですが、私が伺ったのは、少なくとも現状で、この計画

は区民の理解を得られているのかどうか。こういう認識は議会は持っているのです。区はそういう認識

を持っているのかということを伺ったので。重く受けとめているということはわかりました。それで、

その質問に対してお答えいただきたいと思います。 

○鈴木都市計画課長  区民の理解が得られているかということに関しては、やはりまだまだこの中身

について知りたいという方もたくさんいるというのは、実感として受けているところでございます。そ

うした意味では、しっかり国に強く求めていきたいというところです。 

○安藤委員  何度聞いてもお答えがありませんけれども、区も議会と同じ立場なのかどうかというこ

とについて、なぜお答えがないのか伺いたいというのが１つです。それと、あわせて、区長は公式に

も５回、国土交通省とこの件で面会しております。直近では今年の２月に、国土交通省が落下物対策の

検討状況の説明をしに来庁しました。伺いますけれども、それ以降、区長が国土交通省に行った日、ま

た国土交通省が区役所に来て区長が会った日はあるのか。あるのであれば、それがいつなのか伺います。 

○鈴木都市計画課長  今、言っていただいた３月以降、区長が国土交通省に行ったり、あるいは来た

ということはございません。 

○安藤委員  同じ立場ではないのかというのを、なぜ答えないのかというのを聞いたので、それもも

う一度ご答弁いただきたいと思います。それと、今、それ以降、ないということですが、今後予定はあ

るのか伺いたいと思います。もし予定があるのであれば、区は、区長は、どういったことを国に伝えて

いこうと考えているのか伺います。 

○鈴木都市計画課長  議会でもやはり区民への周知、落下物あるいは騒音対策、こうした取組み、区

民の安全安心につながるような取組みは強くしていっていただきたいというところは、そういう意味で
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は私も同じ思いでございますし、そうした取組みを今後も国にしていきたいというところでございます。 

 それから、今後、区長が国へ行くかどうかということでございますが、これは今、現時点で何か決

まっていることではございません。やはり区民への周知、丁寧な説明ということが非常に大事だと受け

とめてございますので、教室型の説明会ですとか、あるいは常設型の展示といったものを、区としても

しっかり求めていきたい。そういった中で、今後可能性があるかもしれないというところでございます。 

○安藤委員  区民の理解が得られているか、得られていないかということに関しては、最後までお答

えをいただけませんでした。一般質問では、区長が選挙後に言及した、品川区では高度を保つ飛び方に

ついても伺いました。本会議で部長は、「専門知識について乏しいかもしれないが、あくまで可能性に

ついて、さまざまな質問や求めをしたもので、区としてはもっともな姿勢だ」と答弁いたしました。区

長が言う、高度を保って直前におりる方法とは、庁内での打ち合わせをしたものなのか伺います。また、

航空ルールに沿っているのか、危険であり現実的には不可能な提案だと思いますが、それぞれいかがで

しょうか。 

○鈴木都市計画課長  騒音影響の軽減に向けた取組みとして、飛行高度が上がることで騒音が下がる

点については周知の事実でございまして、区としても要望してまいりました。その中で、平成２８年の

軽減に向けた取組みの中で、高度がそれまでの案よりも上がったというところもございます。これは、

高度が上がるということは騒音の軽減につながりますので、今後も国には、例えば運行基準といった飛

行基準のさらなる取組みを図っていっていただきたいというところで、区としても申しているというと

ころでございます。 

○安藤委員  国土交通省の「羽田空港のこれから」という冊子にも、航路の３,０００フィート以下

の区間では、高度を引き上げようとすると急降下となってしまうため、引き上げができませんと書かれ

ています。区長は国土交通省みずからができないと述べていることを提案したのでしょうか、伺いたい

ところですが……。[時間切れにより答弁なし] 

○鈴木（博）委員長  次に、こんの孝子委員。 

○こんの委員  私からは、１５７ページ、３歳児健康診査、１６１ページ、もったいないプロジェク

ト等、それから１６８ページ、空き店舗活用支援事業の３点をお伺いしたいと思います。 

 まず、３歳児健診の健康診査の中の視力検査についてお伺いさせていただきます。この課題について

は、今年の３月に行われた予算特別委員会でも取り上げさせていただきました。幼児期に発見された視

力の屈折異常または弱視といったものが、早期に発見されて、療育、そして治療していくと、完治され

るとされています。一人でも多くの区の幼児の屈折異常や弱視を、一日も早く区の健診によって発見さ

れ、対応・対策をしていただくよう求め、質問させていただきます。まず参考までに現状をお聞きした

いのですが、区立小学校で入学する前にお子さんに対して就学前健康診査を実施しておりますが、その

中で視力検査を行っていると思います。その視力検査の結果、所見ありという、いわゆる何らかの異常

が発見されたお子さんは毎年どれぐらいいらっしゃるのでしょうか。直近３年の状況をお知らせくださ

い。 

○篠田学務課長  ちょうど今の時期に就学前の健康診断をしているところでございます。実は、就学

前健診につきましては、個別のお子様の対応のためにやっているということもございまして、全体の集

計は実はとっていないというのが現状でございます。ただ、そうはいいましても、毎年、年が明けまし

て、ほどなく４月に入りますと新入学されます。新入学のときに健康診断を同じような形で行っている

というのがございますので、そちらのほうの数字で申し上げますと、全体の中で、基本的に何らかの形
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で目の疾患をお持ちの方というのが、いわゆる伝染性の疾患をお持ちの方が、今年度でいきますと３名

の方で０.１％ほど、それからアレルギー性の疾患をお持ちの方が１８１名で６.６％、それからその他

の疾患をお持ちの方が８６名ということで３.２％という形で、直近３年ということでございませんけ

れども、ほぼ毎年、このような形での数字が上がってきているところでございます。 

○こんの委員  就学前のお子さん、４月に入ってからの健診といったことで、状況をお聞きしたとこ

ろでございますが、この状況によって、何らかの異常、所見があったというところの３.２％のお子さ

んが、想像するところ、屈折異常や弱視というところにも値するお子さんかと想像するわけですけれど

も、そうなると、この健診で、この時点で見つかるお子さんというのは、３歳児健診のときではどうい

う結果のお子さんだったのかということが気になります。その３歳児健診のときというのが、家庭で視

力検査をした結果を持ってきて、異常がなければそのまま所見なしという形になるのですが、そこで見

逃されてしまうと、両目の場合はわかる。お子さんにおうちで検査をすると、親御さんも、「あれ、何

となく違うかな」と、異常に気がつく。片目の場合はどうしても見逃されがちで、結果を持って、３歳

児健診に来ると、アンケート用紙、おうちで検査した用紙をそのまま渡すと、そのまま異常なしと、い

わゆるスルーされてしまって、学校に上がったときに健診で見つかる。こうした状況が起きてしまう現

状は、区としてはどのように、この３歳児健診のあり方というところも含めて捉えていらっしゃいます

でしょうか。 

○仁平品川保健センター所長  ３歳児健診における視力の関係でございます。現在の３歳児健診にお

ける視力の検査は、まずご家庭におけるチェックということで、これが、そのときのご家庭のお子さん

の状況によりまして、幾つか検査できなかったところがありますと、３歳児健診のときに保健所が、同

じような検査を２次フォローということで行って、改めて検査でチェックする。その後、診察医が目の

異常等をチェックして、その時点で有所見があれば、精密検査を出すというような手順になっておりま

す。 

○こんの委員  私がお聞きしたのは、見逃されてしまうという現状があることについては、３歳児健

診のあり方についてはどのようにお考えでしょうか。 

○仁平品川保健センター所長  ３歳児健診における視力なのですけれども、見逃しといいますか、こ

の時点では医師が区のマニュアルに沿った検査を行っているということになっております。 

○こんの委員  区としては、医師の所見がそういうことだから、その時点ではそういう結果なのだろ

うということをおっしゃったのかと思うのですが、こうした幼児の３歳児健診で行われている検査を、

適切に行いましょうということが、去年の４月に厚生労働省から各自治体に通達が出されているのはご

存じだと思うのですが、その通達、「子どもの目の機能は、生まれてから発達を続け、６歳までにほぼ

完成しますが、３歳児健診において強い屈折異常、遠視、近視、乱視や斜視が見逃された場合に、治療

がおくれ、十分な視力が得られないとの指摘がされています。特別区を含む市町村におかれまして

は、３歳児健診における視力検査および保健指導を適切に実施されるようお願いします」という通達が

出ているかと思います。厚生労働省からこういう通達が出るということは、適切な検査を行っていきま

しょう、見逃されてしまって、治療がおくれている現状があるから、こういう通達が出ていると思われ

ます。こうしたことについて、先ほど医師の所見があったということなのですが、いま一度、この３歳

児健診の視力検査のあり方についてのお考えをお聞かせください。 

○仁平品川保健センター所長  現行では、３歳児健診における目の異常の発見率といいますか、特別

区でも、現行の品川区と同様の検査体制をとっている区がありますけれども、ほぼ同じ程度の発見率に
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なっておりますので、現行の健診体制では、今現在は滞りなく行えていると思っております。 

○こんの委員  滞りなく行われているというご認識のようですが、先ほど確認で、就学前のお子さん

の視力検査の結果をお聞きしたところ、３.２％のお子さんの中にこの異常が見つかっていると思われ

る、こうしたことを聞きますと、適切な検査というのは、本当にその場で適切だったのかというところ

もご認識されたほうがいいのかという気がいたします。家庭で視力検査をする。先ほども申し上げまし

たけれども、私も我が子の視力検査を家でやりましたので、この検査は、両目でしたら気がつくけれど、

片目の場合は、お子さんが見えたと言ってしまったら、どっちが見えない目なのかがわからずに、その

ままよしと親御さんもしてしまうケース、特にこういうケースが見逃されてしまうというケースに挙

がっております。これは、日本斜視弱視学会でも、こうしたことが指摘されていて、これをきちっと見

つけるためには、技能訓練士のほかにフォトスクリーナーという機械を導入して検査しなければ見つか

らないということもうたっているわけです。そうしたことを導入していきながら、３歳児健診のやはり

視力検査の強化を求めていきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○仁平品川保健センター所長  フォトスクリーナーのお話でございます。機器の導入の件につきまし

ては、引き続き課題の一つとさせていただいておりまして、各区の導入状況等も様子を見ているところ

でございます。ただ、確かにこの検査機械はポータブルということで、扱いやすいという形ではあり、

健診の弱視の発見・スクリーニングには有効という学会等の意見がありますけれども、また一方では、

にせの陽性率が、これは外国製の特性なのかというところもあるのですけれども、そういうことがあり

まして、学会でも今、問題になっているという話もありますので、その辺の動向も見ていかなくてはい

けないかと考えているところでございます。 

○こんの委員  学会ではそういう捉え方もされているということでした。一方で、日本斜視弱視学会

で推奨されている絵文字自動判定機能付フォトスクリーナーの装置が、簡単で使いやすくて、操作がコ

ンパクトで持ち運びやすく、１秒で両眼のスクリーニングが可能で、操作方法は最低限のトレーニング

でどなたでも取扱いが可能。また、動作に制限がある患者に対しても測定可能な機器だと。そして、ス

クリーニングの成功率は９７％と、この学会でもおっしゃっております。ですので、そうしたスクリー

ニングの機器を使っての検査というのは今後必要と、学会でも推奨されている。こうしたことも公表さ

れておりますので、どうかその辺も見ていただきながら、導入に向けて今後ご検討いただきたいのです

が、いかがでしょうか。 

○仁平品川保健センター所長  機器の導入にあたりましては、ほかの各区の状況などもいろいろと聞

いているところでございますけれども、やはり健診時間が長くなってしまったとか、少し暗目の静かな

部屋の準備が必要だとか、環境面の課題がありますので、引き続き研究を続けていきたいと思っていま

す。 

○こんの委員  どうぞよろしくお願いいたします。 

 時間がなくなってしまいましたが、１点だけ、もったいないプロジェクト事業ですけれども、先ほど、

つる委員から、ドギーバッグの質問がありました。それに関連して、ドギーバッグ、品川区としては、

マイバッグの代用の袋を皆様にお配りしたということですが、今後、こうしたマイバッグ、それからド

ギーバッグをつくる際、委員長に許可をいただきましたので、こういうドギーバッグがあります。加工

式でお弁当箱のようになっているわけなのですが、これは公明党でつくっている「い稲」というキャラ

クターがついているものなのですが、そういうドギーバッグを、障害者の方々の絵、すてきな作品と

いったものをデザインにしてつくっていくという考え方もあってもいのかと。障害者福祉課と環境課と
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コラボしてつくっていただく。こういったことを提案して終わりたいと思います。 

○鈴木（博）委員長  次に、渡部茂委員。 

○渡部委員  １６０ページの環境情報活動センターのことと、あとは１６７ページから先の、商店街

ですとか、ものづくりですとか、時間内で聞いていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 環境情報活動センターはもともと区役所の第三庁舎にあって、これが八潮に移って、さまざまな活動

はなさっていただいていて、参加者も多いのかと思います。これは運営の企業にお願いしてやっている

のだけど、今度、戸越公園に環境未来館ができますよね。こちらがもう準備に入っているところなので

しょうけれど、もう一回、確認だけさせていただくと、環境未来館はこれからスケジュールがどういう

ふうになるか。それで、いわゆるプロポーザルで事業者を認定するのでしたねというところと、どのタ

イミングでプロポーザルをかけるのでしたっけというところ。建物などは区のほうで建てるにせよ、あ

る程度、プロポーザルをした上で、そこがこういう使い方をしたいみたいなのを聞いてやるのかと、そ

この確認だけさせていただきたいと思います。それと、いわゆる環境未来館をオープンすると、環境情

報活動センターは発展的解消になるのかというところが少し気になりましたので、教えてください。 

○小林環境課長  戸越公園で今、計画を進めております、体験型環境学習施設の質問でございます。

まずスケジュール感というところでございますが、今年度につきましては、現在、コンセプトの検討を

進めているところでございまして、所管の建設委員会におきまして、その内容についての概要をご説明

したところでございます。今後、このコンセプトを詰め、来年度の当初、なるべく早い時間ではござい

ますが、プロポーザルを行いまして、その後、設計、工事、現段階では平成３４年春ごろを目指して、

開設を進めていきたいというスケジュール感でございます。 

 平成３１年度に行うプロポーザルでございますが、事業者を決めるためのプロポーザルと考えており

ます。ですので、事業者の中には、展示に対する企画を行うためのプロポーザル、それから建物を設計

するためのプロポーザルを一体的に考えていくべきと考えておりますので、事業者を決定するプロポー

ザルの中にそれらを含めてプロポーザルを実施するという考えで、今、考えているところでございます。 

 それから、現在のセンターについてでございますが、委員がご案内のとおり、これは包括されるもの

でございますので、発展的に解消して、戸越公園に最終的には統合されるという考えでいますというと

ころでございます。 

○渡部委員  会派の中でもさまざまな要望を、この件はさせていただいておりまして、例えば戸越公

園のすごい広場がありますよね。公園自体が緑がたくさんあるところに環境未来館というのはすばらし

いことであります。ですから、屋内型の体験だけではなくて、屋外でしっかり体験できるような仕掛け

をつくってほしい。また、例えば気軽に訪れていただくためにも、今、品川区のプレイパークが相当、

人気があります。それで、勝島のプレイパークは外の方々からもかなりの評価をいただいているようで

す。それで、例えばそのような、本当に身近に遊べるような施設もぜひつくっていただきたいし、逆に

あの界隈は、例えば少し何か買い物するにもお店などないですよね。だけど、飲食などできるようなス

ペースも欲しい。当然、売店なども入ってほしい。また、やはり環境と考えると、例えばきれいな花の

絵や鳥の絵などというようなこともイメージされるので、ぜひミュージアムショップのようなものも入

れてほしいなどなど、たくさんお願いしたいことがありますので、これは要望です。また別途、要望さ

せていただきますので、考えがどうこうというのは結構でございますので、よろしくお願いします。 

 ものづくりです。例えば１６７ページの商店街支援のことでお伺いさせていただきたいと思います。

この間、いわゆる、にぎわいづくりですとか、さまざまな視点で商店街を支援されてきています。すば
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らしいことであって、そこににぎわいができますし、人も集まってくる。それでもって、品川区の商店

街のいいところは、商店街の人々が、何というのでしょう、買い物をする人のことをすごく気にかけて

くださったりしているわけです。なくてはならない品川区の商店街だと思うのですが。例えば、これは

支援の仕方というのでしょうか、視点を変えたときに、結局、商店の方にとって一番プラスというのは

売り上げが上がることなわけです。それをどういうふうにお支えしていけるのだろうと考えたとき、そ

れでもって、やはりまちなかで買い物してほしいわけですから、これは例えば支援の方法として、いわ

ゆる商店がお使いになられるような用度品を、例えば品川区の広告を入れるなり、例えば品川区のキャ

ラクターを使うなりでおつくりして、これは、あげてしまうと、いろいろ問題になるかもしれないので

すけれど、例えば市販でレジ袋などを買うよりも、安くて区商連から買えるみたいな形にすると、例え

ば品川区でシナモロールが使えるのであれば、そういうのも楽しいでしょうし。いや、もうレジ袋に、

ただひたすら、「わ！」と入っているだけで目立ちますし、そこにもしＱＲコードでも入れられるので

あれば、そこにかざすと、例えば商店街のニュースが見られるとか、品川区のホームページに行くです

とか、いわゆる品川区の宣伝広告をその袋に載せる。その分、商店の方々にお安く用度品を分けるなど

というような支援はできないものですか。どうでしょうか。 

○山崎商業・ものづくり課長  商店街をめぐる１つの支援モデルといいますか、ビジネスモデルのご

紹介がございました。従前、商店街の売り上げを維持、あるいはさらに向上させていく手法の一つとし

て例示された部分、それから、今、いろいろ技術も発展して、ＩＯＰなりＡＩなりというようなものも

活用しながらというようなことも考えていかなければいけないような時期に来ているのかと思っていま

す。そういう意味では、五反田で集積する新しい力などのパワーを商店街に還元するような、そういっ

た考え方も１つあるかと思っている次第でございます。 

○渡部委員  総務費の質問の中で、五反田の方々にさまざま行政課題を解決してもらうためにという

ようなものも、お話はさせていただいたところなのですが、ちょうど今、品川区は、いいことに、社会

貢献製品ということで、こちら側から宿題を出して、それに対してやっていただける企業に補助金を出

してというようなことがありますよね。例えば、行政主導で考えて、今、課長が本当におっしゃったよ

うな、商店街をどういうふうにしていこうだとか、さまざまなことを宿題で投げかけてみていただけれ

ば、五反田の会社というのは相当いろんなことを、私たちが多分、想像もつかないようなことも、でき

るところが結構あるのではないかなどと思うのですが。というか、答えられてしまったので、ぜひやっ

ていただきたいというところは要望で終わりますけれど。 

 品川ビジネスクラブについて少しお伺いさせていただきたいと思います。ビジネス創造コンテストの

ほうが結構にぎわっていて、いわゆる小・中学生、高校生の応募も１００件を超えていますよね。当然、

一般は一般でそれなりに多いのだけど。過去に一度お邪魔させていただいたときに、この小学生の話を

聞いてすごいと思いました。それで、これが高校生あたりになると、比較的、夢というより現実的なこ

とを出してくるのかと思うのですけれど、それこそ社会貢献製品ではないのだけど、何か中・高生から

出てきたものを、実際、形になどとできないものですかね。何かそういうのが、もう過去にも実はそう

いうのが形になったなどというのがあれば教えてください。 

○山崎商業・ものづくり課長  高校生などのさまざまなアイデアを、ビジネスクラブの主催で品川区

が共催の創造コンテストで、いろいろ、若い高校生ならではの感覚といいますか、そうした提案で毎年、

賞などを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。実際のところ、具体の提案内容が事

業化といったところまでは行ってございませんが、逆に創造コンテストのルート以外にも、日本政策金
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融公庫で、かつて青陵高校の生徒がグランプリを取ったというようなこともあって、例えばその生徒に

つきましては、区としても顕彰させていただき、ＳＨＩＰの利用券もお渡ししながら、あちらで検討し

ていただくようなこともやっております。そういう意味では、そうしたアイデアを持って、自分の地域

を、何といいますか、活力あるものにする、便利なものにしていくというようなことについては、年齢

などは関係ありませんので、品川区の地で育った、あるいは生活している若い方からのそういった知見

の活用といいますか、そういったことも大いに取り込んでまいりたいとは思っているところでございま

す。 

○渡部委員  ぜひ、何か形にしてほしいとは思います。一般の方々がやっているものなどというのは、

私たちは聞いていてもはっきり言ってわからないような、きっとすごいものなのだろうというものなの

でしょうけれど、子どもたちが言っていることというのは、本当にあったらいいというものが出てきた

り、少しひねればできるのではないかと。本当に夢の夢みたいなのも出ていましたけれど、そういうの

もあると思うので、何か具体化できるといいと思っていますので、お願いします。 

 あと一つ、確認させていただきたいのが、海外進出推進事業は結局、これも違ったらあれですけれど、

タイのほうはおしまいということで、ベトナムのほうも研究はしたけれど、やはりなしというようなと

ころでもって、これは今後はある程度、展覧会・見本市などの出展助成などは、それはそれで海外も

やっていくのだけれども、海外に事務所を置いて何かというようなのは、もう品川区は一応、これでお

しまいですということでよろしいですか。 

○山崎商業・ものづくり課長  タイは５年、過去に国際的な見本市などの支援でありますとか、ビジ

ネスサポートセンターを設置したということでございます。それで、今は、その経験を活かしながら、

企業の例えばご進出を考える先が、必ずしもタイ、バンコクだけではございませんので、そうした汎用

的な中小の海外進出を支援しているＪＥＴＲＯの豊富なメニューといいますか、そういったところに区

内中小をつなぎつつ、区としての上乗せ助成といいますか、そういった形で、より汎用的なものに、今

はシフトチェンジしているというようなところでございます。 

○渡部委員  事業自体といいましょうか、現地事務所がなくても、やはり今、課長がおっしゃったよ

うに、進出を考えていらっしゃる方々はいますでしょうから、そうしたら、中小企業センターでしっか

り相談業務は続けていただければと思います。よろしくお願いします。 

 あと、ビジネスクラブでもう一つだけ確認させていただきたかったのが、品川パビリオンでビジネス

クラブがメインとなって何社か共同出展されて、ビッグサイトでやっていますよね。過去に品川区は配

りものを、ちゃんとしっかり品川区とわかるようなものを配ってほしいなどとお願いはしていたのです

けれど、今はどうなっていますか。 

○山崎商業・ものづくり課長  装飾につきましては、品川区として視認がいただけるようなパビリオ

ンというようなことでございます。それから、統一の缶バッジというのですか、ああいったものなどを

用意して、一定程度、ご配布などさせていただくというような取組みをさせていただいているところで

ございます。 

○渡部委員  何万人と来場される見本市、ビッグサイト機械工作展ですとか、ＮＥＷ環境展ですとか

ありますけれど、皆さん、手提げ袋にいろんなものが入ってというのをよく見ますので、そこに「品川

区」と書いてあるとうれしいと思いますので、しっかり、そういうところで広告のチャンスがあります

から、やっていただければと思います。終わります。 

○鈴木（博）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。 
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 次の会議は、１１月１２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２７分閉会 

                                              

委 員 長  鈴 木  博 

 


