
第１回 品川区議会 

議会報告会 報告書

日 時：平成 28 年 5 月 31 日（火）18:30～20:30 

場 所：きゅりあん７Ｆ イベントホール 



【目 次】 

１．議会報告会 開催の経緯等 ･･･････････････････････････････････････････････ １ 

【１】開催の経緯 ････････････････････････････････････････････････････････ １ 

【２】開催の趣旨(目的) ･･････････････････････････････････････････････････ １ 

【３】開催に向けた役割分担等 ････････････････････････････････････････････ １ 

２．議会報告会 実施内容 ･･･････････････････････････････････････････････････ ３ 

【１】プログラム・内容 ･･････････････････････････････････････････････････ ３ 

【２】当日配付物 ････････････････････････････････････････････････････････ ４ 

【３】当日参加者数 ･･････････････････････････････････････････････････････ ４ 

【４】当日の進行 ････････････････････････････････････････････････････････ ４ 

【５】質問への回答＜当日回答分＞ ････････････････････････････････････････ １０ 

【６】その他の主なご質問および回答＜後日回答分＞ ････････････････････････ １１ 

【７】その他の主な質問・ご意見  ･････････････････････････････････････････ １２ 

【８】意見交換会での主なご意見・ご要望等 ････････････････････････････････ １３ 

【９】アンケート集計結果 ････････････････････････････････････････････････ １４ 

３．初開催しての総括  ････････････････････････････････････････････････････ １６ 

【１】事前準備 ･･････････････････････････････････････････････････････････ １６ 

【２】開催日当日  ･･････････････････････････････････････････････････････ １６ 

【３】今後に向けて  ････････････････････････････････････････････････････ １６ 



1 

１．議会報告会 開催の経緯等

【１】開催の経緯 

品川区議会では、平成 27 年 6 月 12 日の議会運営委員会において、「区民に開かれた

議会」「議会の活性化」を目指して、議会改革検討会（以下、検討会）を設置することとし

ました。検討会では、様々な課題を分野ごとに分けて検討を深めていくため、「情報発信分

科会」「住民参加分科会」「議会機能強化分科会」の３つの分科会を設置しました。 

 『議会報告会』は、この３つの分科会のうち「住民参加分科会」が実施の検討を進めた

もので、平成28年 5月 31日(火)の開催について、同年2月4日の議会改革検討会で実

施を確認し、同年2月16日の議会運営委員会で実施を決定しました。 

 その後、実施内容ほか詳細について住民参加分科会で検討・調整を進め、議会報告会実

行委員会として本番のリハーサルを一回実施し、当日の開催に至ったところです。 

【２】開催の趣旨（目的） 

住民参加分科会では「議会報告会の実施について」において、開催の趣旨(目的)を   

以下のとおり位置づけ、議会改革検討会および議会運営委員会にて確認されました。 

 『区民により身近な区議会であることを目指し、区議会のことを知っていただくため、 

議会活動の状況等を区民にお知らせするとともに、広く区民の意見を聴く機会とする。 

双方向の対話から政策の充実を図り、活力ある区政の発展につなげる。』 

【３】開催に向けた役割分担等（平成２８年５月３１日現在） 

議会報告会は、｢全議員の参加｣を前提として、事前の準備および当日の担当を、    

以下のように割り振りました。 

◇ 事前の準備 

ポスター等作成班  ５ ◎高橋しんじ（無） 

○つる伸一郎（公） 

本多 健信（自） 

安藤たい作（共） 

石田しんご（民） 

備品等準備班 

（質問・ｱﾝｹｰﾄ 

用紙名札ほか）

 ６ ◎石田ちひろ（共） 

○新妻さえ子（公） 

横山由香理（自） 

あくつ広王（公） 

いながわ貴之（民） 

筒井ようすけ（維） 
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  ◇ 当日の担当 

司会・進行係  ２ ◎たけうち忍（公） 

○大倉たかひろ（民） 

運営係 

（※は 

会場設営係 

兼務） 

１２ ◎つる伸一郎（公） 

○高橋 伸明（自） 

 高橋しんじ（無） 

本多 健信（自） 

鈴木ひろ子（共） 

いながわ貴之（民） 

渡辺 裕一（自）※ 

飯沼 雅子（共）※ 

あべ祐美子（民）※ 

吉田ゆみこ（ネ）※ 

西本 貴子（無）※ 

会場設営係 

（登壇者８名、 

兼務者５名 

を含む） 

１４ ◎伊藤 昌宏（自） 

石田 秀男（自） 

沢田 洋和（自） 

大沢 真一（自） 

浅野ひろゆき（公） 

松澤 利行（自） 

石田しんご（民） 

こんの孝子（公） 

塚本よしひろ（公） 

上記 ※ ５名 

受付係  ７ ◎ 南 恵子（共） 鈴木 真澄（自） 

鈴木  博（自） 

若林ひろき（公） 

中塚  亮（共） 

木村けんご（民） 

須貝 行宏（維） 

案内係  ８ ◎松永よしひろ（民） 

○新妻さえ子（公） 

 石田ちひろ（共） 

横山由香理（自） 

安藤たい作（共） 

のだて稔史（共） 

筒井ようすけ（維） 

田中さやか（ネ） 

記録係  ３ ◎藤原 正則（維） 渡部  茂（自） 

あくつ広王（公） 

注１）◎はリーダー，○はサブリーダー、左枠内は住民参加分科会のメンバー 

注２）略して記した会派等の名称は、以下のとおり 

自：品川区議会自民党・子ども未来  公：品川区議会公明党 

共：日本共産党品川区議団      民：民進党・無所属クラブ 

維：維新・無所属品川        ネ：品川･生活者ネットワーク 

無：会派に属さない議員 
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２．議会報告会 実施内容

【１】プログラム・内容 

 18：30 ≪第１部≫ 

      開会あいさつ  議会報告会実行委員長 たけうち忍 

               ・ご参加のみなさまへのお願い 

      主催者あいさつ 品 川 区 議 会 議 長 大沢 真一 

               ・議会のしくみ 

               ・議会改革の取り組み 

      常任委員会報告 総務委員長 松澤 利行 

               ・文化スポーツ振興基金条例について 

              区民委員長 石田しんご 

               ・町会および自治会活動活性化の推進に関する条例について

               ・手数料条例・印鑑条例の一部改正条例について 

               ・公共の場所における客引き行為等の防止に関する条例 

                の施行後の状況について 

              厚生委員長 沢田 洋和 

               ・障害児者総合支援施設について 

・平塚橋特別養護老人ホーム等について 

               ・北品川五丁目介護老人保健施設等について 

              建設委員長 こんの孝子 

               ・条例議案審査について 

・公園条例に関連した今後の区の計画について 

              文教委員長 塚本よしひろ 

               ・保育所条例の一部を改正する条例について 

               ・いじめ防止対策推進条例について 

      予算特別委員会報告 予算特別委員長 石田 秀男 

               ・平成２８年度予算について 

               ・オリンピック･パラリンピック準備課の予算について 

               ・ふるさと納税について 

               ・しながわ水族館について 

  19：18 〔休憩；区議会紹介番組（３分×２本）上映〕 

          ・区議会って何だろう？ 

          ・区議会を見てみよう！ 

  19：33 ≪第２部≫ 

      質問への回答（計８件） 

      意見交換会 

       ・３択クイズ 

 ・「区議会だより」について 
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       ・議会・議員へのご意見 

       ・各テーブルの主な意見 発表（石田ちひろ議員、中塚亮議員、本多健信議員） 

      閉会あいさつ 品川区議会副議長 浅野ひろゆき 

【２】当日配付物（受付で封筒に入れて手渡し） 

 ①次第             ⑤小冊子｢わたしたちと区議会｣ 

  ②質問用紙           ⑥委員会報告一覧（右半分はメモ用紙） 

  ③アンケート用紙        ⑦区議会だより（平成28年第1回定例会号） 

  ④ご参加のみなさまへのお願い 

【３】当日参加者数 

 １４３人（受付における資料配付数より算出） 

【４】当日の進行 

 ○開会あいさつ   議会報告会実行委員長 たけうち忍

  ・配布資料等の確認と運営に際して、参加者へのお願い等。 

○主催者あいさつ   品川区議会議長 大沢 真一 

・議会改革の取り組みと議会報告会開催の経緯等。 
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  ○常任委員会報告 

（１）総務委員会  委員長 松澤利行 

・文化スポーツ振興基金条例等について 

（２）区民委員会  委員長 石田しんご 

・町会および自治会活動活性化の推進に関する条例について

   ・手数料条例・印鑑条例の一部改正条例について 

   ・公共の場所における客引き行為等の防止に関する条例の施行後の状況について 
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 （３）厚生委員会  委員長 沢田洋和 

・障害児者総合支援施設について 

・平塚橋特別養護老人ホーム等について 

   ・北品川五丁目介護老人保健施設等について 

（４）建設委員会  委員長 こんの孝子 

・条例議案審査について 

・公園条例に関連した今後の区の計画について 
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 （５）文教委員会  委員長 塚本よしひろ 

・保育所条例の一部を改正する条例について 

  ・いじめ防止対策推進条例について

○予算特別委員会報告   委員長 石田 秀男 

・平成２８年度予算について 

 ・オリンピック･パラリンピック準備課の予算について 

 ・ふるさと納税について 

 ・しながわ水族館について 
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 ○質問への回答 

・各委員長から８つの質問について、回答した。（質疑内容は後に記載） 

 ○意見交換会 

 ・３択クイズ 

  Ｑ.１ 品川区の人口約３８万人より多い自治体は？（①新宿区②港区③江東区） 

  Ａ.１ ③江東区 

  Ｑ.２ 品川区内の駅の数はいくつ？（①２０駅②３０駅③４０駅） 

  Ａ.２ ③４０駅 

  Ｑ.３ 品川区議会の平均年齢は、何歳？（①約５０歳②約６０歳③約７０歳） 

  Ａ.３ ①約５０歳（平成２７年３月現在で５０．９歳） 

・「区議会だより」について／議会・議員へのご意見 

各テーブルに議員が２名づつ座り、参加者から、ポストイット等に意見を記入して 

もらうなど、活発な意見交換を実施した。 
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・各テーブルの主な意見の発表 

石田ちひろ議員、中塚亮議員、本多健信議員より、複数のテーブルの主な意見を代表し 

て発表があった。 

○閉会のあいさつ    品川区議会副議長  浅野ひろゆき 

・閉会に際して、参加者への御礼等 
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【５】質問への回答＜当日回答分＞ 

 （１）総務委員会 

  Ｑ：５常任・議会運営・特別委員会の各委員長は、どのように選ばれるのか？ 

  Ａ：出席委員による選挙で、投票により選ばれている。 

  Ｑ：今回の議会報告会は、どのような経緯で開催に至ったか？ 

  Ａ：議会の見える化を図っていく一環として、初めての開催に至った。 

 （２）区民委員会 

  Ｑ：町会・自治会の活動活性化推進の条例によって、実際、具体的にはどのような   

支援があるのか？ 

  Ａ：まずは、加入促進に向けた支援策として、グッズ購入費用の補助や、新規事業へ

の費用面での支援が始まっていく予定である。 

 （３）厚生委員会 

  Ｑ：今後の特別養護老人ホーム設置の計画は？ 

  Ａ：今年度の平塚橋での開設につづき、上大崎みやこ荘跡地での開設計画がある。 

  Ｑ：障害児者総合支援施設における「アウトリーチ型の相談」とはどういうこと？ 

  Ａ：相談が来るのを受け身で待つのではなく、支援する側がご家庭に訪問して相談を

受けていくアプローチのことを指す。 

 （４）建設委員会 

  Ｑ：公園内に保育所を設置すると、公園が削られてしまうのではないか？ 

    ほかの用地を活用できないか？ 

  Ａ：公園内の保育所設置に際しては、占有面積が広場面積の 30％を超えないこと、  

占有期間が10年以内であることといった要件がある。公園の活用に当たっては、

これらの要件と今後の保育需要を勘案して検討していくと区から聞いている。 

 （５）文教委員会 

  Ｑ：待機児童を踏まえた、保育施設整備の今後の見通しは？ 

  Ａ：区の子ども・子育て計画や、総合戦略の策定過程で行った新たな人口推計を基に、

保育施設の整備拡大に臨んでいくと区から聞いている。需要の掘り起こしや人口

の流入などで流動的ではあるが、区は平成3０年の待機児童解消を目指している。 
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 （６）予算特別委員会 

  Ｑ：ふるさと納税における「赤字」とはどういう意味か？ 

  Ａ：区民が品川区以外の自治体に寄付をして申告すると区民税の一定割合が控除され、

区としての税収が本来よりも減収となることから「赤字」と表現したもの。 

【６】その他の主なご質問および回答＜後日回答分＞ 

 （１）総務委員会 

Ｑ：報告項目の内容について、まとめの記載があっても良いのではないか？ 

  Ａ：今後の開催にあたっては、頂いたご意見を含めて、わかりやすく検討していく。 

（２）区民委員会 

Ｑ：町会と自治会の法的な違いは何か？ 

 Ａ：法的に町会や自治会を定義づけているものはない。 

Ｑ：町会支援に際して、町会を身近に感じていない区民の声を踏まえているか？ 

 Ａ：町会を身近に感じていない区民にとっても、地域生活において、町会の果たす役 

割は重要である。町会の活動をしっかりと周知していくことが必要である。 

Ｑ：マイナンバーカードを１月に申請したが、なぜ遅れているのか？ 

 Ａ：制度を運営する「地方公共団体情報システム（Ｊ－ＬＩＳ）」のシステム障害が１

月から３月に頻繁に発生し、区の作業が中断したため。 

（３）厚生委員会 

Ｑ：特養等の施設に入所しても病気になって3か月入院すると施設を出されるが、6    

    か月程度に延長できないか？ 

  Ａ：指定介護老人福祉施設の運営基準により、入院後3か月を基本としているが、家

    族の状況や医師等に確認の上、本人の状態に応じて、対応している。 

 （４）建設委員会 

 Ｑ：空き家対策の状況は？ 

  Ａ：平成２７年４月からの「品川区空き家等の適正管理等に関する条例」施行後、実

態調査の結果等を踏まえて、空き家等の日々の適正管理に加えて、有効活用に向

けた取り組みを進めている。 
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  Ｑ：旗の台４丁目の空き家の強制撤去の経過は？ 

  Ａ：法律・条例等に基づき、５月１７日から１９日まで約２５トンのごみの解消を行 

った。また、６月7日から１７日にかけて外壁および柱を修復する「行政代執行」 

を実施した。 

（５）文教委員会 

Ｑ：ひろまち保育園は５年後に存続等の検討をするとの事だが、現時点での想定は？ 

  Ａ：当保育園は、再開発事業用地内にあるため、今後の再開発や保育需要を鑑みなが 

ら検討する。 

Ｑ：ひろまち保育園への自転車送迎に対する保護者への説明と駐輪場の現状は？ 

Ａ：昨年１２月の入園希望者説明会と３月、５月の保護者向け説明会で実施した。 

  送迎時の一時駐輪スペースとして敷地内の利用を促し、通勤での利用は近隣の自 

転車駐輪場の利用を徹底している。 

  Ｑ：複雑化するいじめをどう考えるか 

  Ａ：直接子ども同士によるものだけでなく、インターネットや携帯電話を通じた事例 

も増えているため、学校で使用ルールを決める取り組みを推進している。 

【７】その他の主な質問・ご意見 

※議会として、考え方が一致していない等の理由により、回答は控えさせて頂きました。 

 なお、頂きましたご意見は、今後の議会活動に役立ててまいります。 

・高齢世帯の増加への対応は？ 

  ・社会福祉法人と民間福祉事業者との調整を行っているか？ 

  ・羽田増便で区民が騒音、大気汚染、落下物などで危険にさらされるが、なぜ、反対 

しないのか？ 

  ・補助２９号線に対する街づくりのための住民懇談会の設置を求めるが？ 

  ・震災時のマンションにおける備蓄条例が必要ではないか？ 

  ・新聞等の資源物の持ち去り防止のため、回収時間を早められないか？ 

  ・リオのオリンピック・パラリンピック視察の費用・人数・目的・費用対効果は？ 

  ・区民からの請願審査の際、真剣に議論してほしい（簡単に不採択にしている） 

  ・請願・陳情に対する各会派の検討内容を区議会だよりに掲載してほしい 

  ・委員会での請願者の意見陳述の時間の確保と区議会だよりへの掲載をしては？ 
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【８】意見交換会での主なご意見・ご要望等 

 （１）区議会だよりについて 

  ・文字が多く堅いイメージなので、文字を大きくわかりやすく、専門用語を減らした 

易しい内容にしてほしい 

  ・マンガや写真（新しい施設など）を入れて／増やしてほしい、面白みがない 

  ・ＳＮＳを活用してはどうか 

  ・新聞折り込みはほかのチラシと紛れるとわかりづらい 

  ・子どもの意見を聴く仕組みをつくってはどうか 

  ・議論の経過や争点を知らせてほしい、揉めているところをもっと知りたい 

  ・議員個人のコーナーを設けてみては 

  ・あまり読んだことがない 

  ・横書きにしてほしい 

  ・色合いがとてもよい 

  ・若い世代がもっと見る気になるような配慮をしてほしい 

  ・スライドのような説明をしてほしい 

  ・請願・陳情にかかる各議員の態度を掲載してほしい 

 （２）議会・議員へのご意見 

  ・議会報告会をもっとやってほしい 

  ・何をしているのかわかるように、もっと顔・姿を地域に見せてほしい 

  ・ビラを配布している議員と配布していない議員で、活動の伝わり方が違う 

  ・区議会議員に会ったことがない／知らない／よくわからない 

  ・委員会室の傍聴が聴きづらい 

  ・委員会傍聴のＰＲをもっとしてほしい 

  ・議員定数を検討してほしい 

  ・区民の代表として、行政のチェック機能をしっかり担ってもらいたい 

  ・よく頑張っている，相談に乗ってもらっている 

 （３）その他のご意見 

  ・会派はあっても、心は区民党で議会運営を 

  ・議論にオンラインで意見投票などの形で参加できるとよい 

  ・羽田新航路に対して議会として意思表示をしてほしい 

  ・厚生委員会に対して、高齢社会に対する詳しいマニュフェストを考えてほしい 

  ・国、都、区の補助金を利用しやすくするための説明会を実施してほしい 

  ・報告会に飲み物がほしい 
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【９】アンケート集計結果 

 ≪ 回収総数 １０８枚 ≫ 以下、かっこ内は実回答数 

 （１）お住まいの地域（105） 

区内 品 川 地 区：９ 大 崎 地 区：１６ 大 井 地 区：３２ 

       八 潮 地 区：５ 荏原東地区： ８  荏原西地区：２０ 未記入 ５ 

    区外 １０ 

 （２）性別（89） 

男性：５９  女性：３０ 

 （３）年代（106） 

20歳代：２  30歳代：９  40歳代：７  50歳代：１６ 60歳代：３２ 

    70 歳代：３２ 80歳代以降：８ 

 （４）議会報告会参加のきっかけ（131） 

議員の紹介：４９ 区議会だより：１９ ふれあい掲示板ポスター：１３ 

    広報しながわ：１１ 街中ポスター：１１ チラシ：９ 知人：８ 

    区議会ﾎｰﾑﾍﾟｰｼ：３   その他：８ 

（５）各委員会の報告について

  ①総務委員会（91） 

 わかりやすかった：５１ わかりにくい：６  どちらでもない：３４ 

  ②区民委員会（89） 

わかりやすかった：４９ わかりにくい：５  どちらでもない：３１ 

  ③厚生委員会（91） 

わかりやすかった：５９ わかりにくい：５  どちらでもない：２７ 

  ④建設委員会（92） 

わかりやすかった：５９ わかりにくい：４  どちらでもない：２９ 

  ⑤文教委員会（91） 

わかりやすかった：５１ わかりにくい：５  どちらでもない：３５ 

  ⑥予算特別委員会（91） 

わかりやすかった：５５ わかりにくい：８  どちらでもない：２８ 

 （６）意見交換会について（78） 

よかった：６７ 悪かった：３ どちらでもない：８ 



15 

 （７）開催日時の設定について 

  ①日にち（89） 

参加しやすい：７６ 参加しにくい：１３ 

  ②時 間（86） 

ちょうど良い：７７ 長かった：３ 短かった：６ 

  ③要 望 

・昼間の開催を希望  ・様々な地域での開催  ・次回はもっと長く 

   ・議題を絞って問題提起して行えば  ・テーマを参加者が選べるように 

   ・土･日の開催で若い人の意見を聴いては 

 （８）報告会全体の評価について（77） 

よかった：５２ 悪かった：１２ どちらでもない：１３ 

 （９）自由意見欄 

・議会報告会の開催は意義があった 

  ・今後も継続した開催を希望する 

  ・年数回の開催や複数会場での開催を検討してほしい 

  ・議員の熱意がつたわり、良かった 

  ・委員会報告の内容がわかる資料を配付してほしい 

  ・報告が早すぎて分かりづらかった 

  ・質問への回答時間が短かった 

  ・賛否が分かれた議題について、決定への過程を報告してほしい  

・日頃、議員と対話する機会が少ないため、意見交換が出来て良かった 

  ・クイズが良かった 

  ・意見交換会のテーマは区民の興味のあるものを選定してほしい 

  ・意見交換会の時間をもっと増やしてほしい 

  ・保育室を別室に設けたほうが良い 
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３．初開催しての総括

【１】事前準備 

 （１）周知・広報 

・ポスター・チラシの配布方法や枚数の工夫が必要 

  ・意見交換会の内容を事前に周知してはどうか 

  ・若い人の参加を増やす工夫（例：学校や図書館等へのポスター掲示） 

 （２）配付物準備 

・質問用紙が小さく、２枚記入した人がいたため、大きさを検討すべき 

【２】開催日当日 

 （１）会場設営 

・担当者と準備段階での事前の連携をもっと取るべきだった 

  ・当日の指示系統を明確にしてほしかった 

 （２）各委員会報告 

 ・報告時間が短かったため、早口になった 

  ・報告内容の資料があった方がよかった 

  ・議案等の決定までのプロセスや流れを詳しく報告すべき 

  ・パワーポイントの使用は良かった 

  ・パワーポイントのフォーマットの統一が必要 

  ・パワーポイントは報告者が操作できれば良かった 

（３）意見交換 

・区民との距離感を縮めるのに有効であった 

  ・議会・議員を身近に感じてもらえた 

  ・参加者が発言できて良かった 

  ・２テーマでなく１テーマでじっくり意見を聴けた方が良かった 

  ・クイズは雰囲気づくりやリラックス効果があり、良かった 

  ・テーブルごとの進行方法の統一を図るため、事前の研修等の準備が必要 

【３】今後に向けて 

今回、参加者からのアンケート等では、「継続して開催してほしい」との声が多く寄せら

れた一方で、開催にあたって、「複数会場での実施」や「日時の設定」、「時間配分」、「専用

の保育スペースの確保」等の様々なご意見を頂戴しました。 

 まずは初開催という第一歩を踏み出すことで、議員が会派等を超えて、準備から開催日

当日まで一致団結して取り組むことができたことは評価できるものと確信します。 

 数々頂戴したご意見や叱咤激励をふまえ、議会報告会を今後も継続的に開催することで

区民の意見を聴く機会を確保し、区政の発展につなげていきたいと考えています。 


























