
－1－ 

  １０月２日（水） 

 出 席 委 員 

 

 

  委 員 長 大倉 たかひろ 君 

  副 委 員 長      芹 澤 裕次郎 君 

    同   つ る 伸一郎 君 

  委   員 おくの 晋 治 君 

    同   くにば 雄 大 君 

    同   松本 ときひろ 君 

    同   西 村 直 子 君 

    同   小 芝   新 君 

    同   せ お 麻 里 君 

    同   松 澤 和 昌 君 

    同   のだて 稔 史 君 

    同   筒井 ようすけ 君 

    同   新 妻 さえ子 君 

    同   田 中 さやか 君 

    同   吉 田 ゆみこ 君 

    同   湯 澤 一 貴 君 

    同   横 山 由香理 君 

    同   高 橋 伸 明 君 

    同   石 田 ちひろ 君 

  委   員 安 藤 たい作 君 

    同   高 橋 しんじ 君 

    同   須 貝 行 宏 君 

    同   あくつ 広 王 君 

    同   鈴 木   博 君 

    同   木 村 けんご 君 

    同   中 塚   亮 君 

    同   鈴 木 ひろ子 君 

    同   あ べ 祐美子 君 

    同   西 本 たか子 君 

    同   藤 原 正 則 君 

    同   こんの 孝 子 君 

    同   たけうち  忍 君 

    同   若 林 ひろき 君 

    同   本 多 健 信 君 

    同   鈴 木 真 澄 君 

    同   石 田 秀 男 君 

    同   大 沢 真 一 君 

欠 席 委 員 

       な     し 

 

その他の出席議員 

       渡 辺 裕 一 君 



－2－ 

 出 席 説 明 員 

 

 

 区 長          

  濱  野    健  君             

 

 副   区   長 

  桑 村 正 敏 君             

 

 副 区 長          

  和  氣  正  典  君             

 

 企 画 部 長          

  堀  越   明  君             

 

 参       事 

 企画部企画調整課長事務取扱 

  柏  原    敦  君             

 

 企 画 部 財 政 課 長          

  品 川 義 輝 君             

 

 総 務 部 長          

  榎 本 圭 介 君             

 

 総 務 部 総 務 課 長          

  立 川  正 君             

 

 総 務 部 人 事 課 長          

  黒 田 肇 暢 君             

 

 総 務 部 経 理 課 長          

  立 木 征 泰 君             

 

 総 務 部 税 務 課 長          

  伊 東 義 明 君             

 

 地 域 振 興 部 長          

  久 保 田  善  行  君             

 

 地域振興部地域活動課長 

  川  島  淳  成  君             

 

 地域振興部生活安全担当課長 

  黛    和  範  君             

 地域振興部戸籍住民課長 

  提 坂 義 文 君             

 

 参       事 

 商業・ものづくり課長事務取扱 

  山 崎 修 二 君             

 

 文化スポーツ振興部長 

  安 藤 正 純 君             

 

 文化スポーツ振興部文化観光課長 

  古  巻  祐  介  君             

 

 文化スポーツ振興部スポーツ推進課長 

  中  元  康  子  君             

 

 文化スポーツ振興部オリンピック・パラリンピック準備課長 

  辻    亜  紀  君             

 

 子 ど も 未 来 部 長          

  福  島    進  君             

 

 子ども未来部子ども育成課長 

  廣  田  富 美 恵  君             

 

 子ども未来部子ども家庭支援課長 

  三 ッ 橋  悦  子  君             

 

 子ども未来部保育課長 

  佐 藤 憲 宜 君             

 

 子ども未来部保育支援課長 

  大 澤 幸 代 君             

 

 福 祉 部 長          

  伊  﨑  み ゆ き  君             

 

 福祉部福祉計画課長 

  大 串 史 和 君             

 

 福祉部高齢者福祉課長 

  寺  嶋    清  君             



－3－ 

 福祉部高齢者地域支援課長 

  宮 尾 裕 介 君             

 

 福祉部障害者福祉課長 

  松 山 香 里 君             

 

 福祉部生活福祉課長 

  矢  木  す み を  君             

 

 健康推進部長（品川区保健所長兼務） 

  福 内 恵 子 君             

 

 健康推進部健康課長 

  髙  山    崇  君             

 

 健康推進部国保医療年金課長 

  池  田    剛  君             

 

 品川区保健所生活衛生課長 

  鈴  木    誠  君             

 

 参       事 

 品川区保健所保健予防課長事務取扱 

  鷹 箸 右 子 君             

 

 品川区保健所品川保健センター所長 

  仁  平    悟  君             

 

 都 市 環 境 部 長          

  中 村 敏 明 君             

 

 都市環境部都市計画課長 

  鈴 木 和 彦 君             

 

 都市環境部住宅課長 

  森    一  生  君             

 

 都市環境部木密整備推進課長 

  髙 梨 智 之 君             

 

 都市環境部まちづくり立体化担当課長 

  東 野 俊 幸 君             

 

 都市環境部環境課長 

  小  林    剛  君             

 品川区清掃事務所長 

  工 藤 俊 一 君             

 

 防災まちづくり部長 

  藤 田 修 一 君             

 

 災害対策担当部長（危機管理担当部長兼務） 

  曽 田 健 史 君             

 

 防災まちづくり部土木管理課長 

  今 井 裕 美 君             

 

 防災まちづくり部交通安全担当課長 

  古 郡 茂 忠 君             

 

 防災まちづくり部道路課長 

 （用地担当課長兼務） 

  多 並 知 広 君             

 

 防災まちづくり部公園課長 

  溝 口 雅 之 君             

 

 防災まちづくり部防災課長 

  中 島 秀 介 君             

 

 会 計 管 理 者          

  齋 藤 信 彦 君             

 

 教   育   長 

  中  島    豊  君             

 

 教育委員会事務局教育次長 

  本 城 善 之 君             

 

 教育委員会事務局庶務課長 

  有  馬    勝  君             

 

 教育委員会事務局教育総合支援センター長 

  大 関 浩 仁 君             

 

 選挙管理委員会事務局長 

  秋  山    徹  君             

 

 監査委員事務局長          

  小 川 陽 子 君             



－4－ 

 区 議 会 事 務 局 長          

  米  田    博  君            



－5－ 

○午前１０時００分開会 

○大倉委員長  ただいまより、決算特別委員会を開きます。 

 委員会の審査に先立ちまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

 本委員会は、去る９月２０日の本会議におきまして、３７名の委員により設置されました。これまで

と同様に、理事会を設置し、計画された審査日程等に基づき、平成３０年度各会計決算の審査を行うも

のであります。 

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

いにして、各会派より優秀な副委員長、また理事の方々が選出されましたので、皆様と一致協力いたし

まして、誠心誠意、全力を尽くしてまいる所存でございます。委員ならびに理事者の方々のご協力と真

摯なるご討議を賜り、成果のある審査ができますよう、心からお願い申し上げまして、簡単ではござい

ますが、委員長の挨拶といたします。よろしくお願いいたします。 

 それでは、ただいまから着席のまま発言をさせていただきます。 

 引き続きまして、区長より発言を求められておりますので、よろしくお願いいたします。 

○濱野区長  本日からの決算特別委員会、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 平成３０年度各会計歳入歳出決算につきましては、去る９月２０日の本会議においてご提案を申し上

げ、そしてご説明を申し上げたところでございます。平成３０年度一般会計決算は、実質収支で５１

億８,７９８万円余でございます。経常収支比率につきましても７１.９％ということで、健全財政を維

持しているところでございます。 

 しかしながら、いろいろと区政を取り巻く社会経済には変化がございます。例えば、国による法人住

民税のさらなる一部国税化、あるいは地方消費税交付金の配分変更、そしてまた、昨日から改定されま

した消費税率の影響など、こうした不透明な中での区政運営を強いられていくわけであります。ぜひ皆

様方の真摯なご審議をお願いしたいと思いますけれども、とりわけて次年度からスタートする新たな長

期基本計画の策定に取り組んでいるところでありますので、その先駆けとなる今年度、「にぎわい」

「防災」「福祉・健康」「子育て・教育」の４分野を重点施策として位置づけまして、各施策を進めて

いるところであります。引き続き、未来志向で新たな施策に一丸となってチャレンジしてまいる所存で

ありますので、どうぞよろしくお願い申し上げたいと思います。 

 本決算特別委員会におきましては、ご審議いただく中で、さまざまなご意見またはご要望を承ること

になると思います。そうしたご要望等につきましては、真摯に受けとめまして、今後の区政運営にしっ

かりと活かしてまいりたいと考えておりますので、どうぞよろしくご審議のほどお願いを申し上げます。 

 簡単ですが、開会にあたりましての挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○大倉委員長  それでは、当委員会の運営につきまして、あらかじめ理事会で種々協議をいたしまし

た結果、お手元に配付の資料「決算特別委員会の運営について」を作成いたしました。 

 これより、芹澤副委員長がご説明いたしますので、よろしくお願いいたします。 

○芹澤副委員長  それでは、決算特別委員会の運営につきまして、お手元の資料によりご説明いたし

ます。 

 まず、第１項、理事および理事会の設置について、でございます。本委員会を円滑に運営するため、

先の正副委員長互選のために開催された委員会におきまして設置されたものであります。その組織、構

成員および協議事項は、資料のとおりでございます。 

 次に、第２項、審査日程につきましては、審査日数を７日間とし、その日に予定した審査は、終了予
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定時間を超えても完結することとし、審査日程の変更はいたしません。具体的な審査日程は、お手元に

配付いたしました日程表のとおりでございます。 

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

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

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

 次に、第４項、款別審査の質疑等でございます。各会派におかれましては、あらかじめ定められまし

た質問時間の枠の中で質問者をお決めいただき、前日までに、副委員長または理事を通して通告をお願

いいたします。なお、無所属の委員が質問する場合も、通告をお願いいたします。 

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

分、２０分のいずれかとし、会派で割り振ることとしております。質問数はその時間内であれば問いま

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

最初に、記載ページおよび質問内容をお示しください。また、資料を提示される場合には、事前に委員

長にお申し出の上、あらかじめ許可を得ている旨を一言添えてください。 

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

の途中でありましても直ちに取りやめていただきます。 

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

の終了時間のお知らせは、残り時間がなくなった時点で振鈴を２回鳴らします。 

 次に、１日に複数の項目を審査する場合には、一括説明、一括質疑の運営といたします。終了時間に

つきましては、先ほどご説明いたしましたが、終了予定時間を超えて大幅な遅れとなると判断した場合

には、質問者数または質問時間を調整することがあります。 

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

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

たします。質疑の順序は、大会派順といたします。また、理事者におかれましては、総括質疑という性

質上、原則として部長級以上および財政課長が答弁されますよう、お願いいたします。最終日は、総括

質疑の終了後、各会派の意見表明、表決という手順で進めることになります。 

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

模様を放送いたしますので、そちらでお聞きいただきます。 

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

お手元に配付しております。なお、審査の途中での資料要求につきましては、前もって、正副委員長ま

でお申し出いただきたいと思います。 

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

は、適宜、自席または隣の第２委員会室に待機くださるようお願いいたします。 

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

します。 

○大倉委員長  説明が終わりました。ただいまの説明について、ご質疑等がございましたら、ご発言

願います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○大倉委員長  ご質疑等がないようでございますので、以上の説明について、すべてご了承を得たも

のと決定し、これに沿って運営させていただきます。 
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 それでは、審査に先立ち、平成３０年度決算の概要説明をお願いいたします。 

○齋藤会計管理者  一般会計決算の概要に先立ちまして、まず初めに、新公会計制度の導入に伴いま

して、事項別明細書、主要施策の成果報告書の様式、表記に変更がございますので、ご案内申し上げま

す。恐縮でございますが、決算書１７０ページをお願いいたします。右側、１７１ページ、備考欄、最

初の行に、「企画調整費へ流用」、「施設整備費へ流用」、それぞれの執行額とを記載してございます

が、本事項別明細書より、職員給与費に関しまして、予算流用先と流用額を表記してございます。 

 備考、１段下、企業・大学等との連携促進、非核平和都市品川宣言事業など、各事務事業の名称なら

びに内訳、執行額等の記載がございます。これは、これまで主要施策の成果報告書の各ページの右側に

ございました説明欄にあったものでございます。これを新たに事項別明細書に記載いたしました。これ

によりまして、１７０ページにございます予算各節の経費内訳、予算現額、執行済額、不用額と、一覧

して比較できる形式となっております。 

 次に、事務事業に並んで括弧書きで、「危機管理経費【総務課】」、「成人式経費【総務課】」など、

事務事業を担当する課の名称を記載してございます。これは、予算科目の体系を１課１目に整理いたし

まして、目の名称につきましても行政組織に関連づけたものとし、予算と担当する行政組織とがわかり

やすくなるように改編したものでございます。 

 最後に、「主要施策の成果報告書」につきましては、新たに８ページから、３６の主要な施策につい

て、私どもは行政評価シートと呼んでおりますが、事業概要・目的、指標の推移・取組実績等を、各事

務事業の平成３０年成果報告書として詳細な数字でご説明しており、５４ページからは貸借対照表など

財務４表を掲載しております。 

 それでは、改めまして、一般会計、決算の概要をご説明申し上げます。「主要施策の成果報告書」

の４７ページをお願いいたします。 

 初めに上段の表、区分１・歳入総額は、１,７２０億６,８４２万４,１８２円で、対前年度２.１％、

金額では３５億２,３６４万５,２１８円の増であります。 

 歳出総額は、１,６６８億８,０４３万５,８５０円で、対前年度２.８％、４５億３,７４６

万９,５１８円の増であります。 

 このため、その下の歳入歳出差引額、いわゆる形式収支は、５１億８,７９８万８,３３２円で、翌年

度へ繰越すべき財源はありませんでしたので、実質収支額は形式収支と同額の５１億８,７９８

万８,３３２円の黒字決算となりました。これから前年度の実質収支を差し引きました単年度収支

は、１０億１,３８２万４,３００円のマイナスとなるものであります。 

 次に、下段の表でございます。性質別に見た決算の内訳につきましては、人件費は２４９

億５,０６３万９,０００円で、対前年度０.１％、２,６５４万６,０００円の増、構成比は１５.０％

で、０.４ポイントの減であります。 

 投資的経費は３５４億８,０４２万円で、対前年度１７.１％、７３億１,１３６万８,０００円の減、

構成比は２１.３％で、５.１ポイントの減であります。 

 消費的経費は１,０６４億４,９３７万７,０００円で、対前年度１２.５％、１１８億２,２２９

万２,０００円の増、構成比は６３.８％で、５.５ポイントの増であります。 

 以上で概要の説明を終わります。 

○大倉委員長  以上で、平成３０年度決算の概要説明を終わります。 

 次に、決算統計上の数値、財務４表および財政健全化法に基づく各指標について、発言を求められて
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おりますので、説明を願います。 

○品川財政課長  それでは私から、決算状況につきまして、決算統計上の数値と財務４表および財政

健全化法に基づく各指標についてご説明させていただきます。 

 「平成３０年度主要施策の成果報告書」の５２ページ、決算状況一覧表をご覧ください。この一覧表

は、全国の自治体を同じ基準で比較できるように、地方財政状況調査として計算方法や様式も全国統一

のものでございます。表記されている数字でございますが、普通会計となっておりまして、先ほど会計

管理者からご説明がありました数値と若干違う項目もございます。 

 初めに決算状況の概略でございます。平成３０年度においても、主要な財政指標の数値は良好で、引

き続き健全財政を維持している決算状況となっております。 

 ５２ページの左側、「国調人口」から４行下をご覧ください。平成３０年度の歳入総額Ａ

は１,７１６億８,８０２万５,０００円で、対前年比２.１％の増であります。歳出総額Ｂは１,６６５

億３万７,０００円で、２.８％の増となっております。その下、歳入歳出差引額Ｃは５１億８,７９８

万８,０００円で、この金額が普通会計の形式収支でございます。その下、翌年度に繰り越すべき財源

Ｄは０円で、実質収支Ｅは５１億８,７９８万８,０００円でございます。その下、単年度収支Ｆにつき

ましては、マイナス１０億１,３８２万５,０００円となってございます。 

 次に、右側、５３ページをご覧ください。左上の「歳入」でございます。初めに一般財源ですが、１

行目、特別区税は４８５億６,６６０万３,０００円で、納税義務者の増加等により４.４％の増であり

ます。その５行下をご覧ください。地方消費税交付金は９０億４,７２０万９,０００円で、国の配分方

法の見直しにより１４.７％の減であります。４行下、財政調整交付金は、４７６億９,２２７

万３,０００円で、法人住民税、固定資産税の増収によりまして、１６.８％の増でございます。 

 ４行下をご覧ください。一般財源の計は、１,０７７億２,７７７万４,０００円と、前年度比７.０％

の増でございます。 

 次に、表の一番下から１行上、特定財源でございます。６３９億６,０２５万１,０００円で、国や都

の支出金の減などにより、５.３％の減となっております。 

 続きまして、右側の性質別歳出をご覧ください。一番上の人件費は、構成比１４.６％、増減

率０.１％の増でございます。３行下の扶助費は、私立保育園経費等により４.５％の増。 

 以上によりまして、４行下、義務的経費計は２.３％の増でございます。 

 続きまして、表の一番下から空欄を除きまして１行上、投資的経費計は、１９.２％の減となってお

ります。 

 次に、左下、目的別歳出でございます。構成比が高い順に、民生費が４５.４％、以下、教育費、土

木費という順になっております。 

 恐れ入りますが、５２ページをご覧ください。ページ右側の中段、やや上にあります実質収支比率

は５.０％で、昨年より１.５ポイントの減、その下の経常収支比率は７１.９％で、３.４ポイントの減

であります。その下です。地方債現在高は１２１億１,６５６万８,０００円と、１４億円余の減となっ

ております。 

 ページ下の右側、積立金の状況をご覧ください。平成３０年度末現在高は１,０１５億６,９４０

万３,０００円と、７６億円余の増となっております。 

 以上で、決算状況一覧表の説明を終了させていただきます。 

 続きまして、５４ページをお願いいたします。ここからは、地方公会計制度に基づく財務４表につい
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てご説明させていただきます。区では平成１２年度決算から、貸借対照表および行政コスト計算書を作

成し、平成２０年度からは財務４表を品川区の経営状況として公表してまいりました。平成２７年１月

に総務省から、「統一的な基準による地方公会計の整備促進」が通知され、区でも平成３０年度決算か

ら新公会計制度による新たな財務４表を公表することになりました。また、それぞれの表に一般会計と

特別会計を含めた各会計合計欄を表記しておりますが、金額の説明は一般会計でご説明させていただき

ます。 

 まず初めに貸借対照表をご覧ください。これは、平成３１年３月３１日を基準日として、区の資産や

債務を示すもので、バランスシートとも呼ばれているものです。表左側が資産の部、右側が負債の部お

よび正味財産の部となっております。 

 まず左側、資産の部ですが、Ⅰ流動資産、Ⅱ固定資産に分かれており、基準日の翌日から１年以内に

回収または履行の期限が到来するものを流動資産としており、長期のものは固定資産という考え方に

なっております。金額としましては、それぞれ２６３億円余、２兆２,７０２億円余で、表左側、一番

下、資産の合計が２兆２,９６６億円余でございます。 

 続きまして右側、負債の部で、Ⅰ流動負債、Ⅱ固定負債が、それぞれ２２億円余、２５５億円余で、

表中段の負債合計が２７８億円余であります。 

 その下、正味財産の部では、正味財産合計が２兆２,６８７億円余であります。 

 次に５５ページをご覧ください。行政コスト計算書でございます。行政運営に伴う費用と、財源とし

ての収入を表しています。税収入や、１年間の行政運営に伴う費用、受取利息などの通常収支の部、固

定資産売却益や不納欠損額などの特別収支の部に分かれて、それぞれの項目で収入と費用の差額合計が、

表の一番下になります、当期収支差額１６６億円余でございます。これが、この後説明します正味財産

変動計算書のその他剰余金と一致するものでございます。 

 続きまして、５６ページをご覧ください。キャッシュ・フロー計算書でございます。平成３０年度中

の現金の変動を表しております。表左側、税収や行政支出などの、Ⅰ行政サービス活動、表の右側にな

ります、国や都の支出金、社会資本整備支出などの社会資本整備等投資活動がⅡになります。表の右側

下段、公債費の元金分の支出など、Ⅲとしまして財務活動と分かれており、それぞれの収支差額が、表

右側、下から３段目の部分になります収支差額合計、金額としましてマイナス１０億円余で、これが平

成３０年度の現金の増減額であります。これに前年度からの繰越金６２億円余を加えますと、形式収

支５１億円余となり、５４ページの貸借対照表の左側３段目になります現金預金と一致するものでござ

います。 

 続きまして５７ページ、正味財産変動計画書でございます。平成３０年度中の固定資産の増減や当期

収支差額などの正味資産の変動を示したものでございます。表の右側２段目、前期末残高、２

兆２,４８１億円余、その下、当期変動額が２０６億円余で、表右下の当期末残高２兆２,６８７億円余

となっておりまして、こちらが５４ページの貸借対照表の右側下から２段目、正味財産の部の合計と一

致するものでございます。 

 引き続きまして、財政健全化判断比率についてご説明させていただきます。別紙、報告第２１号をご

覧ください。「地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条……」と書いてあるものになります。

こちらは、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき４つの指標を公表し、それぞれ設定され

た早期健全化基準、財政再生基準を上回った場合には、健全化計画、財政再生計画を策定する義務が各

自治体に課されているものでございます。毎年度、この健全化判断比率を監査委員の審査に付した上で
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議会に報告し、公表するものとなってございます。 

 それでは１ページをご覧ください。上段の表でございますが、４つの指標が並んでおります。左から、

実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率でございます。 

 初めに、１番の実質赤字比率でございますが、標準財政規模に対する一般会計等の実質赤字額の比率

とされております。品川区の場合、一般会計のみが対象となっております。算出しました数字は、一般

会計が黒字であるため、横棒の表示となっており、実際の数値は、その下の括弧書きでマイナ

ス４.９６％と表記しております。その下の、早期健全化基準１１.２５％および財政再生基準２０％が

基準値となっておりまして、品川区の数値は基準値よりかなり離れ、良好な財政状況であることを示す

ものでございます。 

 それでは２ページをご覧ください。２番、連結実質赤字比率でございます。標準財政規模に対する一

般会計と特別会計を合わせた全会計の赤字比率でございます。こちらは全会計とも黒字でございますの

で、実際の数値はマイナス５.８％でございます。早期健全化基準１６.２５％、財政再生基準３０％で、

全会計を合わせても良好な財政状況であることを示しております。 

 続きまして、実質公債費比率でございます。これは標準財政規模等に対する借入金の返済額等の過

去３年間の平均率です。国から、この項目はマイナスでも表記することになっているため、１ページ上

段の表の公式比率の欄は、マイナス４.５％となっております。こちらも早期健全化基準２５％、財政

再生基準３５％で、良好な数字となってございます。 

 続きまして３ページをご覧ください。最後に、将来負担比率でございますが、これは、標準財政規模

等に対する一般会計が将来負担すべき実質的な負債を基金等から差し引いた額の比率で、数値はマイナ

ス１２９.９％となっております。こちらも早期健全化基準は３５０％で、かなり離れた数値で良好な

状況となっているものでございます。 

 決算上の数値、財務４表および健全化判断比率について、私からの説明は以上でございます。 

○大倉委員長  以上で、決算統計上の数値、財務４表および財政健全化法に基づく各指標についての

説明が終わりました。 

 それでは、平成３０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、歳入全般、そして、歳出のうち第１款議会費、第８款公債費および第９款予備費

といたしますのでご了承願います。 

 それでは、これより、本日予定の審査項目の全てを一括して説明願います。 

○齋藤会計管理者  一般会計の歳入についてご説明申し上げます。恐縮でございますが、決算書５０

ページをお願いいたします。 

 第１款特別区税は、予算現額、左から２列目の「計」に並んで、４７５億１,６５０万円でありま

す。４列右にまいりまして、収入済額は４８５億６,６６０万２,６６２円で、収入率は１０２.２％、

対前年度２０億５,４３９万１,５２０円、４.４％の増であります。 

 各項の収入済額につきましては、１項特別区民税は４５１億８,８１７万３,９９３円で、対前年

度２０億６,４９５万４,６４５円、４.８％の増であります。 

 ２項軽自動車税は、１億２,８７６万９,６８８円で、対前年度１４４万９,２２０円、１.１％の増で

あります。 

 ３項特別区たばこ税は、３２億４,９６５万８,９８１円で、対前年度１,２０１万２,３４５

円、０.４％の減であります。 
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 次の５２ページにまいりまして、第２款地方譲与税は、予算現額５億１,０００万円、収入済額は５

億３,４６５万７,０００円で、収入率は１０５％、対前年度４３４万円、０.８％の増であります。 

 第３款利子割交付金は、予算現額１億２,０００万円、収入済額は１億９,１０８万１,０００円で、

収入率は１５９.２％、対前年度１,３１４万７,０００円、７.４％の増であります。 

 次の５４ページにまいりまして、第４款配当割交付金は、予算現額５億５,０００万円、収入済額

は６億３,７０２万円で、収入率は１１５.８％、対前年度９,７８３万円、１３.３％の減であります。 

 第５款株式等譲渡所得割交付金は、予算現額４億７,０００万円、収入済額は５億２,０６２

万１,０００円で、収入率は１１０.８％、対前年度２億１,９８５万円、２９.７％の減であります。 

 第６款地方消費税交付金は、予算現額８７億７,０００万円、収入済額は９０億４,７２０

万９,０００円で、収入率は１０３.２％、対前年度１５億５,７９７万６,０００円、１４.７％の減で

あります。 

 第７款自動車取得税交付金は、予算現額２億６,０００万円、収入済額は３億１,８２７万４,０００

円で、収入率は１２２.４％、対前年度１,１５４万４,０００円、４.８％の増であります。 

 次の５６ページにまいりまして、第８款地方特例交付金は、予算現額１億６,０００万円、収入済額

は１億９,１１４万７,０００円で、収入率は１１９.５％、対前年度２,２３１万３,０００

円、１３.２％の増であります。 

 第９款特別区交付金は、予算現額４７３億円、収入済額は４７６億９,２２７万３,０００円で、収入

率は１００.８％、対前年度６８億５,２３４万９,０００円、１６.８％の増であります。 

 １目普通交付金の収入済額は、４５８億２,７６８万９,０００円で、対前年度８０億２,７３１万

円１,０００円で、２１.２％の増であります。 

 ２目特別交付金は、１８億６,４５８万４,０００円で、対前年度１１億７,４９６万２,０００

円、３８.７％の減であります。 

 次の５８ページにまいりまして、第１０款交通安全対策特別交付金は、予算現額３,１００万円、収

入済額は２,８８８万９,０００円で、収入率は９３.２％、対前年度１４７万８,０００円、４.９％の

減であります。 

 第１１款分担金及び負担金は、予算現額３４億７,４２０万３,０００円、収入済額は３３

億７,０８３万８,７００円で、収入率は９７％、対前年度３億２,３７１万６,１３９円、１０.６％の

増であります。増の主なものは、保育園保育料であります。 

 ２枚おめくりいただきまして、６２ページをお願いいたします。第１２款使用料及び手数料は、予算

現額４１億４,１５３万４,０００円、収入済額は４０億９５４万３,７１２円で、収入率は９６.８％、

対前年度５７０万５,５８５円、０.１％の増であります。 

 １項使用料の収入済額は３３億７,３８７万６,２３４円で、対前年度９６７万２７７円、０.３％の

減であります。減の主なものは、区民住宅使用料であります。 

 続きまして、７６ページでございます。下段にございます２項手数料の収入済額は６億３,５６６

万７,４７８円で、対前年度１,５３７万５,８６２円、２.５％の増であります。増の主なものは、廃棄

物処理手数料であります。 

 続きまして、８４ページをお願いいたします。第１３款国庫支出金は、予算現額２６０億６,５１０

万７,０００円、収入済額は２５５億１,９４１万８,６１９円で、収入率は９７.９％、対前年度５６

億１,８６３万５,２４４円、１８％の減であります。 
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 １項国庫負担金の収入済額は１８３億３,０８５万５,６２０円で、対前年度１０億８,７９４

万２,３９３円、６.３％の増であります。増の主なものは児童保育費であります。 

 ２枚おめくりいただきまして、８８ページ下の行をご覧ください。２項国庫補助金の収入済額は７１

億８,２４４万７,１９０円で、対前年度６７億６６１万６,０６２円、４８.３％の減であります。減の

主なものは、社会資本整備総合交付金であります。 

 続きまして１００ページにまいります。下の行にございます３項国庫委託金の収入済額は６１１

万５,８０９円で、対前年度３万８,４２５円、０.６％の増であります。 

 次に１０２ページにまいりまして下の行、第１４款都支出金は、予算現額１４３億３,０７６

万４,０００円、収入済額は１３８億５,６３１万５,３３６円で、収入率は９６.７％、対前年度１０

億９,８１４万５,８５８円、７.３％の減であります。 

 １項都負担金の収入済額は４６億４,３１６万４,６３２円で、対前年度２億３,４２３万７,５８６

円、５.３％の増であります。増の主なものは、児童保育費であります。 

 ２枚おめくりいただきまして、１０６ページ中ほど、２項都補助金の収入済額は８１億３,５７１

万３,５６７円で、対前年度１０億６,１４２万７,１１３円、１１.５％の減であります。減の主なもの

は、待機児童解消区市町村支援事業補助金であります。 

 続きまして、１２６ページ中ほど、３項都委託金の収入済額は、１０億７,７４３万７,１３７円で、

対前年度２億７,０９５万６,３３１円、２０.１％の減であります。減の主なものは、衆議院議員選挙

費であります。 

 ２枚おめくりいただきまして、１３０ページ中ほど、第１５款財産収入は、予算現額８億５,８５６

万円、収入済額は９億２,８５６万５１５円で、収入率は１０８.２％、対前年度１億９８９

万３,７１３円で、１０.６％の減であります。減の主なものは、不動産売払代金であります。 

 ２枚おめくりいただきまして１３４ページ、第１６款寄附金は、予算現額４,２８４万２,０００円、

収入済額は５,０７９万８,９７９円で、収入率は１１８.６％、対前年度３,５０１万４,２４２

円、２２１.８％の増であります。増の主なものは、文化スポーツ振興指定寄附金であります。 

 次の１３６ページにまいりまして、第１７款繰入金は、予算現額１０９億４,３２７万８,０００円、

収入済額は６１億４,１３５万７,０００円で、収入率は５６.１％、対前年度３１億７,７３６

万９,０００円、１０７.２％の増であります。増の主なものは、公共施設整備基金からの繰入金であり

ます。 

 次のページにまいりまして１３８ページ中ほど、第１８款繰越金は、予算現額６２億１８１

万２,０００円、収入済額は６２億１８１万２,６３２円で、収入率は１００％、対前年度９億５３４

万５,７０５円、１７.１％の増であります。 

 第１９款諸収入は、予算現額４２億４,７１８万９,０００円、収入済額は４２億６,２００

万５,０２７円で、収入率は１００.３％、対前年度７億６,５１８万１,１５８円、１５.２％の減であ

ります。 

 １項延滞金、加算金及び過料の収入済額は５,１３７万２,４６９円で、対前年度１,７８１万７８８

円、２５.７％の減であります。 

 次の１４０ページにまいりまして、２項特別区預金利子の収入済額は６５万９,９５０円で、対前年

度９万６,９７２円、１７.２％の増であります。 

 ３項貸付金元利収入の収入済額は５億１,６７２万９,５４４円で、対前年度１,２７６万５,３７４



－13－ 

円、２.５％の増であります。 

 ２枚おめくりいただきまして１４４ページ中ほど、４項受託事業収入の収入済額は１３億７,３２５

万７,０８１円で、対前年度１０億６,３３６万１,７４４円、４３.６％の減であります。減の主なもの

は、排水施設建設費収入であります。 

 次のページにまいりまして中ほど、５項収益事業収入の収入済額は４億２,４６３万６,１０２円で、

対前年度９,４９７万６,１８３円、２８.８％の減であります。 

 ６項雑入は１８億９,５３４万９,８８１円で、対前年度２億８１５万２,８４５円、１２.３％の増で

あります。増の主なものは、都市基盤整備費収入であります。 

 歳入は以上でございます。 

 続きまして、歳出をご説明申し上げます。 

 議会費、１５８ページをお願いいたします。第１款議会費は、予算現額、左から２列目、「計」に並

んで、８億７,０１５万９,０００円、その３列右、支出済額は８億２,０８２万６,５１２円で、執行率

は９４.３％、対前年度１,６７５万４,７４３円、２.１％の増であります。 

 次に、公債費をご説明申し上げます。恐れ入ります。３６６ページをお願いいたします。下のほうに

ございます第８款公債費は、予算現額１５億９,７５６万２,０００円、支出済額は１５億９,１０５

万１,８４６円で、執行率は９９.６％、対前年度２億５,２８３万１,１７４円、１３.７％の減であり

ます。 

 次の３６８ページにまいりまして、中ほど、第９款予備費には、支出済額はございません。 

 以上で説明を終わります。 

○大倉委員長  以上で、本日の審査項目のすべての説明が終わりました。 

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

いたします。なお、委員の皆様におかれましては理事者の答弁時間を配慮しての質疑を、そして、理事

者の皆様には簡潔かつ的確な答弁をお願いいたします。 

 これより質疑に入ります。ご発言願います。大沢真一委員。 

○大沢委員  ページ数が５４、６２、地方消費税交付金と、使用料及び手数料の関係、それと１３０

ページの財産収入。それともう一つなのですが、歳入ということですので、全体的なものから、予算の

事前の通告といいますか、それから執行の通告およびその予算立ての執行、これは平成３０年度のもの

ということで伺わせていただきたいと思いますので、お願いいたします。 

 最初なのですけれども、平成２９年８月１日、品企財発第２４号ということで依命通達。これが、平

成３０年度予算編成に関する基本方針ということで通達が出た。明けて平成３０年４月１日、それを受

けて平成３０年度の予算の執行についての依命通達が来ています。冒頭で、とんちというか国語みたい

な話になってしまうのですけれども、私はちょっと読み込んで、１点だけ、表現の見解の違いと言えば

違いなのかもしれないのですけれども、中段のあたりに、「そのためには」ということで、ご覧になら

なくても結構ではないけれども、「予算執行にあたり不断の見直しの徹底、創意工夫を凝らす姿勢、見

えない課題を見える化する想像力が不可欠である」と書いてあります。一体、見えない課題を見える化

する想像力というのは、どのようなものを役所の皆さんは培われる修練をされているのか。それと、逆

に１つの成果物を生み出さなければいけないと思うので、想像力という、いわゆるイマジネーション、

想像するという言葉も必要であるとは思いますけれども、それは１つのプロダクトという創造力も必要

だと思うのですけれども、そこのところをどういうふうにお考えになのか教えてください。 
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○品川財政課長  ご質問にありました依命通達の部分でございます。見えない課題を見える化すると

いうところでございますけれども、我々、通常業務をやっている中で、基本的には当たり前のように

やっている部分が非常にありまして、例えば引き継ぎでこういうことをやるとか、そういうことに対し

て業務を行っている部分というものがあります。ただ、時間がないときには、やはりマニュアルを見な

がらそのまま進めていくというような作業を淡々とやっていくところなのですが、例えば、なぜこの業

務をやっているのかとか、そういった部分をやはり考えてやっていただきたいという意味も込めて、そ

れが、なぜやっているかという目的の部分をもう一度見直して、本当にそれが必要なのかどうか。そう

いった部分を改善していくというようなところで、そういった表現を使ってやっているというところで

ございます。 

○大沢委員  わかりました。そこのところですが、不断の努力ということで、常に事業の見直し等々

ということを行っていることも、今、お話の中にありましたけれども、この中で、予算と決算の部分に

おいて３０％、間差があるという事業が指摘されています。ざっと数えたところによると５６ぐらいあ

ると思うのですけれども、ここの部分で、やはり依命通達の中にも、ちょっと読み上げますが、「議決

された予算に即して適正に行うこと」「なお、補正予算の計上が必要となる事業の事前執行は厳に避け

ること」というような文言も書いてあるのですけれども、ここと、今の一節の分と、３０％開きがある

ということの整合性というか、それに対するご努力をどのようにされているのか教えてください。 

○品川財政課長  毎年、決算の時期になりますと、予算額に対しての決算額、執行率の部分というと

ころが、着目される部分かと思います。これについては、いろいろ理由はございまして、主なところで

言いますと、工事関係についてはどうしても契約のときに落差が出てしまう。こういった部分はわりと

執行率の部分に影響が出てくる部分でございます。それから、事業などにおきまして、どうしても予算

査定の時期の、その事業の状況、それから事業を進めていく中で変化している部分があります。こう

いった変化に応じて、当初見積もった予算額とやはり乖離が出てしまうといった事業もございまして、

こういった部分が、どうしても年度末になりますと、執行率に影響が出てくるといった部分があるかと

思います。 

○大沢委員  石田委員もお話しさせていただいたと思うのですけれども、予算立ての正確性というか、

なるべく補正を組まないように、なるべく予算と決算が近似値でいくような、近似値というのは、間差

に限度はあると思うのですけれども。その辺の中で、やはりそのような計算立て、予算立てをすること

が大事でありまして、通常で言うと監査からの指摘ですが、これは毎年起きてくるわけでありますが、

ここを今後においても努力していただいて。逆に言えば、間差があるということは、執行がすべて終

わっているのだけれども、必要がない事業であるから執行ができていないという考え方もあるのでしょ

うけれども、そうなった場合には、やはり効率を重視した場合、事業を中止する、あるいはやめるとい

うような可能性も含み置きで考えてよろしいのか教えてください。 

○品川財政課長  予算と決算の額を極力近いものにしていくということで努力していくというものは、

やはり必要なことだと思います。来年度予算に向けても、予算・決算の額に開きがないような形で予算

見積もりはしていきたいと思っております。 

 それから、今後の見方のところになりますが、差がないようには努力していきたいと思います。事業

の必要性の部分でございます。当然、当初、始めるときに、必要ということで事業は始めているところ

がございます。ただ、いろいろな環境の変化等によって、事業の必要性というのも変化はしてくるとい

うところはありますが、そういうところは、やはり環境の変化を徐々に見ながら、事業の必要性につい
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てはしっかりと考えていくという考えでございます。 

○大沢委員  事業の必要性とともに、とにかく区民の皆さんに対する、事業におけるサービスの低下

が起こらないように、ご努力いただきたいと思います。 

 次に消費税と手数料の関係を伺いますけれども、そもそも使用料・手数料ということが１点ですけれ

ども、公から入ってくる収入に対して、どのようなかかり方で、消費税がどのような形で関わってくる

のか教えてください。 

○品川財政課長  収入に消費税がどう関わってくるかというところでございますが、歳入の部分で考

えていきますと、一つ金額的に大きいところは、地方消費税交付金が、当然消費税の率が上がりますの

で、金額も上がっていくというような形になるかと思います。 

 それから、あとは改定等を行うというところはいろいろあると思いますが、やはり手数料・使用料と

いったところについては、この時期に使用料の改定等があれば、やはりそういうところが反映してくる

と考えております。 

○大沢委員  区はそういう形で、公のお金、公金であるので、そのような取り扱いあるいは動きをす

ると思うのですけれども。委託についてなのですけれども、委託先はあくまでも公の会社ではなくて私

の会社でありまして、その中で今後、やりとりをした場合に、委託料のグロス化・ネット化ということ

で、要は、ネットであれば８％が計上された部分の金額に対して、今後の来る部分が。そうなると、二

重の税がかかってくるという部分が、請求が来る可能性もなきにしもあらずで、実際にそのようなこと

が見受けられた自治体もあったやに聞いておりますけれども、そのあたり、今後、委託先に対してどの

ように指導されていくのか教えてください。 

○品川財政課長  委託の部分でございますけれども、まず区からの委託料の部分については、今年度

予算で１０月から金額が上がるということで、その部分については反映してございます。それから、委

託のほうでの、いろいろな消費税絡みの部分になるかと思いますが、例えばいろいろな使用料等といっ

たものは、基本的には条例で決められている部分がございますので、それに合わせて委託や指定管理の

ほうもやっていくということで、多分、区役所の中では二重になるというようなことはないと考えてお

ります。 

○大沢委員  区役所の中ではなくて、契約をする以上、委託先との委託料も決まってくるわけであり

まして、契約先が提示してくる金額が、もう既に８％入っている上に、今回改定されて、それにまた上

乗せされてくるような可能性もなきにしもあらずだと思うのですけれども、どうなのでしょうか。教え

てください。 

○品川財政課長  この辺の部分については、今年度の当初予算のところで所管もしっかり見ておりま

すし、財政課、査定のほうでも、しっかりとフィルターを通してやっているというところでございます。 

○大沢委員  今年度、平成３０年度の決算ですけれど、これについては、今回の是正の、まだこの年

度というのは決まる前の段階ですので、この決算については１０％の税率については反映されていない

というような認識でいいわけですね。 

○品川財政課長  平成３０年度決算でございますので、消費税の値上がりは、今年１０月１日からと

いうことになりますので、平成３０年度決算については消費税の値上げについては影響はございません。 

○大沢委員  わかりました。では、１３０ページの財産収入にいきますけれども、１２基金がありま

して、ここの運用をされて、財産収入ということで得ているわけですけれども、国の金利の政策、平

成１６年から、新しいもの、１０年物、２０年物についてはマイナス金利というような状況が起きてお
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りまして、今のところ、預けてもあまりうまみがないような、それと、収入というのはやはり運用して

獲得していかなければ、これは不断の努力をしていかなければいけないのでしょうけれども、今、国の

お金の動きと、区の財産、資金を運用するに当たっての困難な点、あるいは今後どのような見通しを立

てているのか教えてください。 

○齋藤会計管理者  委員ご指摘のとおり、マイナス金利が続いておりまして、国債は今、１０年物で

すとマイナスになってしまいます。国債を買えませんので、国債に準ずる政府保証債といったものを活

用しております。ただ、１０年物を買いましても、１億円でも４万円、５万円の低金利が続いておりま

す。したがいまして、今後も証券会社等と連絡しながら、安定して長期的に持てるものを買い取って、

財産収入を上げていきたいと考えております。 

○大沢委員  先ほどのものについても、基金の運用については経済動向を踏まえ、安全性を最重要視

するということで書いてありますが、以前に、実際の銘柄は差し控えますけれども、ちょっと事件だか

事故があったようなことがありますので、焦ることなく、そこのところをしっかりと斟酌しながら、有

効に運用していただきたいと思います。 

○大倉委員長  次に、石田秀男委員。 

○石田（秀）委員  私は、成果報告書の７ページ、主要施策の成果について、決算全体のところを

伺って、それから今度、基金とか、それは５０２ページとか５０３ページに載っていると思いますけれ

ども、あと５６ページの特別交付金、財政調整関係のことをお伺いしていきたいと思っております。 

 まず初めに、今年度、ここにも書いてありますように、普通会計の実質収支約５１億円の黒字、もち

ろん経常収支比率、人件費比率とも良好で、健全財政を維持されている。これは私もそのとおりである

と思っております。基金残高もいろいろな見方があるけれども、これは多分、出納閉鎖した後、ここは

非常に、間差でも、ばんとぶれるのもいいのかという議論はあるかもしれないけれども、多分、基金残

高も１,０３４億円ぐらいまで、出納閉鎖後は増えていると思っております。この辺のところも考える

と、今回の決算は非常によい決算。書面だけで見るとすごくいい形だと思っておりますが、この決算は、

どのように評価されて、皆さんがどういうご努力をされて、こういう決算が出てきたのか。そこの評価。

“健全財政をします”というのは先ほどちょっと伺ったけれども、具体的にどのような評価をされてい

るのか、まずお伺いしたいと思います。 

○品川財政課長  平成３０年度の決算でございますが、歳入の部分につきましては、区民税の上昇が

ございます。これに影響してくるところとしては、納税義務者の増、それから区民の方々の雇用環境。

この辺の変化もやはり区民税に反映しているかと思っております。それから、主要なところでは、やは

り特別区財政調整交付金です。こちらが、法人住民税が非常に伸びております。それから固定資産税も

やはり伸びております。こういったところで、歳入の部分が非常に上がっているというのが、今年度の

決算の非常な特徴かと思っております。 

 歳入・歳出とも過去最高額となっておりまして、こういう大きな歳入が入ってきて、区としてどうい

う努力をしてきたかというところですが、やはりこういう大きな歳入が入ってきているときに、施設の

改修とか、そういったものを積極的にやっていくというような動きが、平成３０年度は見られておりま

す。一例としましては、やはり学校改築。今、１年に１校、進めている状況でございますが、こういっ

たところも動いているというところで、あと、その他老朽化した施設も積極的に改修していくというよ

うなところもございます。それからまた福祉の面でも、障害者施設等を改築したり、そういったところ

も積極的に行ったというところでの、平成３０年度決算となってございます。 
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○石田（秀）委員  今のお話は非常に大切なところがあって、人口増、区民税が増えてきています。

特別区財政調整交付金の話は、法人住民税が増えています。これは、後で具体的に財政調整のほうはや

りますけれども、そうなってくると、基金も１,０００億円を超えて１,０３４億円ぐらいになってきて

いる。それで今、長期事業計画も議論しておりまして、その中で素案も出てくる。それで長期基本計画

の中でも、今度、数値目標を入れていこう、と。これも非常にいいことだと思っております。では、今

の数値目標を入れていくとなると、これから実施計画をどのようにつくっていくのか。これまでの実施

計画と同じような形ではないのだろうと私は思っておりますし、本当にそれが実際、数値も含めた形で、

どのように実施計画をつくって、それを実現していくのか。今、基金もあって、それもいろいろ、もち

ろん積極的に使ってやっていく。 

 それで、ハードの部分から、まずお話をさせていただきたいと思います。ハードは、今、話があった

ように、学校は１年に１校ペースということなのだけれども、これはある程度、１年に１校ペースでも、

先ほど、歳入が入ってきているときにどういうふうにしていくのだということを考えると、このペース

をもっと急ぐということであれば、実施計画も考えてこられるのか。それから、これは保育園の考え方

も入るけれども、今、公設民営で５園ぐらい、順次やっていく。では、それが終わって、そこからまだ

様子を見ていくのだろうけれども、では公立保育園の部分も、これは考え方の問題もやはり打ち出して

いかないと、私は特に区長にも一般質問でも言いましたけれども、そういう考え方、予算づけ、方向性

は、やはり来年度予算に必ずそれが見えるような形で、見える化していくべきだろうと私は思っていま

すので、そういうことを聞いています。そうなると、今度は、先ほども出たけれども、シルバーセン

ター、児童センター、文化センターも、これから順次、建て替え時期に来ているわけで、こういうとこ

ろもどうしていくのか。ここについては複合化という考え方もあると思います。複合化ということは、

必ず跡地があいてくる部分もできてくるわけです。そういう考え方も、やはりこの時期に、長期基本計

画もあるし総合実施計画もあるのであれば、打ち出していくべきだと思っています。それから、特別養

護老人ホームなども、これは八潮なども大型はあるけれども、これもいろいろ議論があるのだろうけれ

ども、人口減少がこれから始まる。品川区の場合は少し後やりですけれど、令和１８年まで来るけれど

も、それ以降、減ってくるのであれば、５０年先を考えると、方向性で、それは整備していくけれども、

では大規模なものを多くしていくのか。そうではなくて、区の中ではそういう跡地が出てきたら、小規

模特別養護老人ホームを積極的に増やしていくのだとか、こういう考え方も出てくる。ここの部分は、

基金を含めたそういう部分の考え方を、やはり来年度までには示していくことが必要だと思っているの

で、それぞれお考えがあったら教えていただきたいと思います。 

○柏原企画調整課長  現在の基金、それから予算・決算ということも踏まえながら、今後の特にハー

ド整備というところのご質問をいただきました。 

 まず総合実施計画の部分であります。長期基本計画を今、鋭意、策定しているところでございまして、

それを具体化するための手法としての総合実施計画ということでございます。総合実施計画も、長期基

本計画のほうが比較的重点といいますか、やっていくべきことに関しての、絞り込んだ形での長計とい

うのを、今、進めておりますので、そういった形で言いますと、実施計画も、これまでの、もの的にた

くさん事業を並べるというよりは、重点的なものであったり、やっていかなくてはいけないものに、特

化するような形での総合実施計画の策定という流れになってくるというところで、今、検討していると

ころでございます。 

 ハード整備のところ、今、少々、ご提案、ご案内等いただきましたけれども、学校改築にしてもそう
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であります。古い建物が多くなっていますので、順次、これはある程度、スピード感を持った形での建

て替えというものが必要だろうと思っています。また保育園等々につきましても、現在、民営化の考え

方も含めて進めていますが、その中で一定程度の検証が必要だと思っていますので、その後の建て替え

も含めた考え方というのは、民営化等々の検証も含めた上で、検証しながら打ち出しができればと思っ

てございます。 

 それから、その他のハード的な施設、ハード整備につきましても、こういった基金などがあるときに、

きちんと計画を持ってやっていくというのが大切だと思ってございますので、今ご提案もありました複

合化等々も含めて検討しながら、当然、複合化すれば、今、ご案内がありましたけれども、あいた場所

も出てきますので、そういったところの有効活用。また、特別養護老人ホーム等のお話もありましたけ

れども、これも土地が出てくるかどうかといったところも含めて、今後の高齢者の人口やハードの状況、

それぞれ見ながら、どういった形がよろしいかというのも、検討を含めて進めていきたい。それを、令

和２年度の予算というのが、多分そこが大切な部分だと思っておりますので、そういった重点施策も含

めて、予算づくりはしていきたいと思います。 

○石田（秀）委員  ハードの部分は、お金もかかることだと思っております。将来的なことを考えれ

ば、相当いろいろなお金がかかってくるのだろうと思いますけれども、先ほど話が出たように、今、歳

入がそれなりにいろいろ多く入ってくる状況の中で、ここでやはり打ち出していくべき、必要なのだろ

うと思っておりますので、ぜひそれは、総合実施計画を含め、来年度予算も含め、積極的に見える化で

やっていただければと思っております。これは要望しておきます。 

 それから、ソフトの部分のお話を少しさせていただきたいと思います。政策課題研修とか職員提案制

度は、できたころから、これはいろいろ実現化に向けて、もちろん職員の方々の力が発揮できるような

形で私はやれると思っているし、やっていけると思っています。ここがない。ずっと見てきて、最初、

そういうので始まったけれども、もう具体的に言うと、最近だと階段のところでいろいろやったり、会

議室をパートでも使えるようにとか、それは、“え？”という感じが大分あります。私は、やはりここ

は、そういう提案制度、職員の方々の力が発揮できるような体制をもう一回整備していくことが必要だ

と思っております。私は、職員の方々からいい案がたくさん出てくると思っています。それには、やは

りそこに対して、結果としてそれを必ずモデル事業などでも実施していく。走りながらでも考えていけ

る。こういうことを私はやるべきだろうと思っておりまして、ぜひそこの部分の考え方を教えていただ

きたい。 

 それから財調の話をします。時間もあれなので。再調整が７０６億円ですという話がありました。法

人住民税は、先ほども話があったけれど、当初と再調整のときの差額が７９５億円です。品川区も

約３０億円ぐらい、再調整であるのだけれども、私はここは、再調整でお金が残ってくるというのは、

東京都から見ても、２３区は使い切っていないではないかとか、はたから見ると、さっきの法人住民税

の国税化みたいなのは「ああ、余裕ですよね」となってしまうのです。ここが、財政調整算定をして、

足りないぐらいの算定をしていくぐらい、皆さんそれぞれ所管課長会など、いろいろあったときに、そ

ういうところで仲間づくりをしていかなくてはならない部分も必ず必要なわけではないですか。だから、

それこそ課長なりに意識を持ってもらって、そういう仲間づくりもしっかりしていけよ、と。再調整マ

イナスぐらいの気持ちで取り組む。これはもう、東京都が、今言った当初算定のやり方が変だというの

は、それは一つで終わるけれども、結果として見て、それだけ再調整でお金があるということは、パー

セントの問題も含めて、決していいことではないと思っているので、その辺の考え方をお聞かせくださ
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い。 

○黒田人事課長  それでは職員提案制度につきまして、私からお答えさせていただきます。 

 職員提案制度につきましては、区政の課題は何かということを職員が考えていくきっかけで、研修の

中の位置づけということで、人事課で行っているものでございまして、どうしても職員が個人で、もし

くはグループで考えるものですから、所管で政策を詰めるという点で言いますと、やはり人・物・金と

いうところでは、詰めが少し甘かったり、少しイメージによっている部分もありまして、なかなか実現

しにくい部分もございますが、こういったところで考える力をつけるというところで、研修でやってご

ざいますので、そういったところで今後も少し工夫して続けてまいりたいと考えてございます。 

○品川財政課長  財調につきましては、確かに委員がお話しのように、どうしても当初算定の中で、

決まり事の中でいろいろとやっているというところがあります。ただ、平成３０年度につきましては、

当然、再調整はかなり多いというところで、やはりこれをもとにしまして、今年度の財調の要望等を、

算定項目を増やしていくように、強く進めていきたいと考えております。また、いろいろな課長間でも

情報を共有しながら、そういうところも進めていきたいと思っております。 

○大倉委員長  次に、新妻委員。 

○新妻委員  ５０ページ、特別区たばこ税、６２ページ、区民斎場使用料、５９ページ、株式会社日

京クリエイト、６９ページ、八潮北公園スケートボード場についてお伺いいたします。 

 先ほども、特別区たばこ税、前年度０.４％収入減というご説明がございました。改めて、ここ数年

の傾向と今後の予測を伺います。 

○伊東税務課長  たばこ税の最近の推移でございますけれども、平成２８年度から申し上げますと、

決算額として３４億７,２０１万円、平成２９年度が３２億６,１６７万円、平成３０年度が３２

億４,９６５万円ということで、平成２８年度から平成２９年度にかけては２億１,０００万円ほどの減、

そして平成２９年度から平成３０年度にかけては１,２００万円ほどの減というような形で推移という

ことでございます。売り渡し本数が減ってきておるというところでございますけれども、平成３０年度

に関しましては１,２００万円ほどの減ということですけれども、税額の改定があったというところで、

少し下げ幅が少なくなったということでございます。 

 今後の見通しというところでございますけれども、本数の減というのは、このような昨今の状況を考

えますと、健康志向ですとか地球環境の問題等ございまして、減少傾向が続くのかと思っているところ

です。ただ、税収に関しましては、段階的に税率の引き上げということが、来年度、再来年度というこ

とで控えております。そこでどれだけ持ち直すかというところではございますけれども、なかなかそれ

が販売価格に転嫁されたりしますと、また売れ行きが悪くなったりするということで、なかなか厳しい

状況にあるのかと思っているところでございます。 

○新妻委員  ＪＴがたばこを吸っている方の喫煙者率を発表しておりますが、１９６６年、男性

が２７.８％、女性が８.７％、昨年の数は男女合わせて１７.９％ということで、かなり激減している。

吸うことが当たり前だった時代から、さまざま受動喫煙の体への影響等と学校教育等々を含めて、こう

いうことが躊躇されつつある中で、たばこを吸う方が激減しているというのが現状であります。 

 これまで公明党は受動喫煙対策もしっかり求めてまいりました。３月の予算特別委員会でも求めたと

ころでありますけれども、いよいよオリンピックを控えて、大胆な受動喫煙対策を品川区に求めたい。

そういう思いで質問させていただきます。３月の予算特別委員会でも質問いたしました。品川区役所の

中は３カ所、屋外の喫煙所が設置されておりますが、地域センターでのその後の対応を伺いたいと思い
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ます。３月の予算特別委員会で質問をさせていただいた中で、地域センターは、法令に則って屋外喫煙

所の設置が可能である施設が４つあるということで、可能なところはきちんとした形のものを設置する

ために調整中というご答弁がありました。その後の対応がどうなっているのか、八潮地域センターも含

めてお知らせいただきたいと思います。 

○川島地域活動課長  地域センターの受動喫煙対策ということでございます。屋内に喫煙所があった

のは６カ所ということで、さまざまな状況を確認したところ、まず敷地が狭いというところが大きな問

題というか課題としてございまして、屋外に喫煙スペースを設置できるところがかなり少ないというこ

とで、近隣との関係も含めまして、敷地の広さで設置が今可能なところが品川第二地域センター１つと

いうことで判断しております。そのほかのところは、屋内の喫煙所は全て６月までに廃止させていただ

きました。八潮地域センターにつきましては、子ども関係の施設もあるというところも含めまして、屋

内喫煙所を廃止し、それから屋外に設置はしないという判断をしております。品川第二地域センターの

敷地の中の喫煙スペースを設置するに当たっては、近隣に影響のない閉鎖型をつくっていきたいと考え

てございます。現在、調整中でございます。 

○新妻委員  品川第二地域センターのみ屋外での設置を検討ということでございましたが、しっかり

地域のお声も聞きながら、パーテーション等、受動喫煙対策をしっかりしたものをご検討いただきたい

と思います。我が会派からこれまで求めております、五反田エリアをはじめ指定喫煙所にはパーテー

ションの設置とか、また公園におきましてはデッキを含め、利用者への受動喫煙対策をやっていただき

たいということを求め続けてまいりましたが、本年度また新たに、いよいよオリンピックを前に目指し

てということで、大胆な３０億円余のたばこ税、これは一般財源に含まれるので、ここからどこに受動

喫煙対策には幾ら使われているのかというのは出てこないと思いますけれども、しっかりとした対応を

求めたいと思いますが、改めてご答弁をいただきたいと思います。 

○柏原企画調整課長  受動喫煙対策でございます。区の施設も含めて、望まない喫煙といいますか、

そういったところをどういった形で進めていくというところでは、例えば今ご紹介がありましたパー

テーションというものを設置していくであるとか、そういったところも含めて、大きな形で進められる

ようにということでは検討しているというところでございます。 

○髙山健康課長  屋外の指定喫煙所の関係でございます。現在、東京都の環境整備の助成金などを活

用して、パーテーション型でないとか、あるいは密閉型でないというような、閉鎖型でない喫煙所につ

きましても、状況を見まして、厚生労働省のつくっております技術的基準を満たすような喫煙スペース

に変えていきたいと考えているところでございます。 

○新妻委員  品川区として受動喫煙対策をどうしていくのか。それぞれ所管が、生活安全担当課があ

ります。公園課があります。いろいろあると思いますが、品川区としての受動喫煙対策の取り組みの効

果を求めて、要望させていただいて終わりたいと思います。 

 続きまして、区民斎場使用料ですが、葬祭場の中に今回、授乳室ができたということが、区のホーム

ページで紹介されておりました。その件をお伺いしたいと思います。なぎさ会館の中に授乳室がオープ

ンしたということで、このいきさつを少しお知らせいただきたいと思います。 

○提坂戸籍住民課長  ただいま受動喫煙のお話が出てまいりましたけれども、区民斎場なぎさ会館の

中でも、従来、屋内喫煙所がございました。こちらを年度末に廃止しまして、その空きスペースを何と

か活用できないかということで検討いたしまして、たばこのにおいや汚れをきれいにクリーニングした

上で、授乳室として８月１日から設置したものでございます。 
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○新妻委員  これはお葬儀の最中は利用者の方が使う。また、お葬儀がないときには一般の方も入っ

て使えると紹介されておりましたけれども、しっかり私も現場を見たかったのですが、現場に行ったと

ころ、お葬儀はなかったのですけれども、なかなか入れる雰囲気がなかったので、入ってこなかったの

ですが、葬儀がないときに、場所が場所なので、なかなかママが、ここに授乳室があって使いやすいか

というと、そういうところが、ちょっと配慮が必要かと思いましたので、入り口のところ、また外の道

路側のところにも、「授乳室利用可能」みたいな案内をしっかりとしていただきたいと思いますが、い

かがでしょうか。 

○提坂戸籍住民課長  ご指摘の点はごもっともでございます。ただいま、敷地の入り口と、なぎさ会

館の玄関の２カ所に、「授乳室あります」という張り紙を設置すべく発注しているところでございます。 

○新妻委員  わかりやすいようなものを、ぜひお願いしたいと思います。 

 そして次に、庁舎にあります食堂についてお伺いいたします。ここには平成３０年度、株式会社日京

クリエイトということで委託されておりました。残念ながら契約の途中でプロポーザルがあって、今、

新たな業者が入っていると承知しております。現在の新しい業者になってからの利用者の状況、またお

声等をお聞かせいただきたいと思います。 

○黒田人事課長  食堂の利用の情勢でございますが、５月から事業者が入れかわりまして営業を再開

したところでございますが、いただいているお声としましては、若干、前回の事業者よりもメニューの

金額が上がっているなどというようなお声をいただいていますが、席数を変えまして、１人で座れるよ

うなカウンターのような席を壁際に設置して、利用しやすくなったというお声もいただいているところ

でございます。 

○新妻委員  また、一般の区民の方も含めて利用しやすいような取り組みもお願いしたいと思います

が、８月２７日の行財政改革特別委員会では、新庁舎のあり方として新たに報告をいただいております

が、庁舎の建て替えの議論が始まっております。そこで、今後、新庁舎になっていくときの食堂の考え

方について伺いたいと思います。２３区を見てみると、食堂やお店が何もないのが大田区のみというこ

とで、職員食堂であったり喫茶ルームであったり、また障害者の就労の場としてのレストランがあると

か、さまざま工夫があって、多くの区で食堂というものが設置されておりますが、今後、品川区の考え

方、まだまだこれからですので議論はこれからかと思いますが、どのようにお考えかお聞かせいただき

たいと思います。 

○黒田人事課長  食堂でございますが、もともとは職員は、福利厚生的な位置づけで互助会で補助と

いう時期があって、庁舎の食堂ということで、事実上、少し変更したところでございまして、今後、庁

舎がもし建て替わるということであれば、庁舎に食堂が必要かということも含めて、まちづくりの中で

行われるということであれば、近隣に、いわゆる飲食店等もかなりできるということも想定されれば、

どのような形がいいかというところは今後議論が必要かと思っているところでございます。 

○新妻委員  さまざまな形での取り組みができるかと思います。渋谷区では新しく庁舎ができており

ますけれども、地下にお店が入ることで食堂がないと認識しておりますし、また地域の様子とか職員の

皆様のお声もしっかりと含めた上でご検討をお願いしたいと思います。 

 そして最後に、八潮北公園スケートボード場ですが、これは予算書と決算書と、金額、また回数にか

け離れた状況がございましたので、このことをまず確認させていただきたいと思います。 

○中元スポーツ推進課長  八潮北公園スケートボード場でございますが、平成２９年度途中にオープ

ンいたしまして、１年間を通しての利用が、平成３０年度が初年度でございました。そのため、予算の
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見積もり段階では実績がございませんでしたので、他区の利用状況などを参考に算出させていただいた

のですが、平日の利用者が想定よりも少なく、予算額と決算額が乖離してしまったというものでござい

ます。スケートボードを楽しむ方は若い世代が大半のため、平日は通学などの状況があり、なかなか伸

び悩んでいるのかというところでございます。 

○新妻委員  確かに、高齢者であれば平日の午前中とか、そういう施設の利用も多いと思われますが、

なかなか小学生、中学生、高校生など、学校が終わってからの時間なので、平日の午前中、日中に使わ

れるのは少ないのかと思いますが、いよいよ来年、オリンピックを迎えます。いい施設がありますので、

何かここを活用していただきたいですし、利用率も、例えば夜ではない時間にも使える人にも使えるよ

うな体制を整えていただきたいと思うのですが、公園課が行っているスケートボード教室がかなり好評

ということもありますので、オリンピックに向けての取り組みということで、何かご検討されているこ

とがあればお知らせいただきたいと思います。 

○中元スポーツ推進課長  東京２０２０オリンピック大会の競技種目となったということを受けまし

て、スケートボードの区民普及を目的として開設したものでございますので、当初の目的であるスケー

トボードの利用について充実していけるよう、今後も公園課と連携し、教室の開催などを通じて、認知

度の向上と利用者の拡充に努めてまいります。 

○新妻委員  再度、オリンピックに向けての具体的な、オリンピックだからこそのイベント開催を要

望させていただいて終わります。 

○大倉委員長  次に、中塚委員。 

○中塚委員  私からは、決算書１３６ページの繰入金より基金残高について、９７ページ、マンショ

ン管理支援事業より、マンションへの支援について、それぞれ伺いたいと思います。 

 まず繰入金ですが、当初予算では基金を１８４億円取り崩す計画でしたが、決算では６１億円の取り

崩しで済み、新たな基金積み立ても含めて、監査委員の５月末出納検査の結果を見ると、基金残高の総

額は１,０３２億８,０００万円余と、初めて品川区では基金が１,０００億円を超えました。まず、初

めて１,０００億円を超えたわけですが、品川区はこれは予想どおりと見ているのか伺いたいと思いま

す。また、長期基本計画の素案の案を見ると、基金について、今後の財政事情を見据えて計画的に基金

を積み立てると記されており、今後も毎年、基金を積み立てる計画ですが、今後１０年間でどこまで基

金を積み立てる見通しなのか伺いたいと思います。 

○品川財政課長  まず基金の件でございますが、今回、基金の額が１,０００億円強ということに

なっておりますが、予想どおりかというご質問に関しましてですけれども、これは当然、年度当初、崩

す部分、それから積み立てる部分等を算定して、予算を計上してございます。この予算の計上に対して

決算がこのような結果ということになっております。一部には、やはり執行残があったという点、契約

落差等といったところが非常に影響している部分はあるかと思いますが、そういったところで予算に対

してやっていきましたが、いろいろ執行状況の関係で、決算等はこのようになっているというところで

ございます。 

 今後の積み立てにつきましては、当然、いろいろこれから公共施設等、改修していかなければいけま

せん。そういった部分も見ながら、やはり基金は必ず必要となってきますので、そういう部分を鑑みな

がら、基金は積み立てていくというような考えでございます。 

○中塚委員  １,０００億円の基金については、要するに、結果、こうなったというお話なのでしょ

うか。どういうふうに見通しているのかよくわかりませんでした。ちょうど５年前の区長選挙の際に、
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品川区の積み立て基金が７７７億円と伺いまして、わずか５年間で２００億円以上、基金が増えている

ことになります。今後の人口推計を見ても、このペースで基金を積み増し続けると、策定中の長期計画

が重要となる１０年後には、基金が１,５００億円に迫るペースになってくると思います。積み立ての

理由を公共施設の改修などと先ほど述べておりましたが、現在も、例えば学校で言えば１年間に１校ず

つ改修を進めておりますが、そのことでも増え続けているというのが基金の状況だと思います。さらに

どんな行政需要を見込んで、今後１０年間、また積み立て続けるのか、改めて伺いたいと思います。 

 そして、これは要するに目標額や、将来何をするために幾ら借りたいのか、どういう見通しで積み立

て続けるということを長期計画に掲げるのか、改めて伺いたいと思います。 

○品川財政課長  基金の使い方になるかと思いますが、先ほど述べたように、公共施設の老朽化等が

ございます。ただ、どうしても品川区内にはかなりの公共施設がございます。こういった部分の維持管

理という部分を、非常に費用はかかってくるものと思います。例えば外壁工事、雨漏り等がする場合、

そういったところでも改修等がございます。それから、いろいろ施設の器具といったものも、やはり年

数が経てば全てかえていかなければいけないといったところも、費用としては、１つとしては小さいか

もしれませんが、たくさんの公共施設がある中で、そういうものが重なってくれば、当然、費用として

かかってくるものでございます。こういったものも、将来どういうふうに動いていくか見据えながら、

基金は確実に貯めていきたいと思っております。それから、使うときも来ますので、そういうときにつ

いては積極的に活用していきたい。このような考えでございます。 

○中塚委員  今後の公共施設に必要だというお話ですが、ではどこまで必要なのか、目標額をどのよ

うに見ているのか、改めて伺いたいと思います。 

○品川財政課長  目標額については、額というのはなかなかいろいろなものが変動要素としてござい

ます。昨今では、やはり人件費の向上といったものがあれば、何年か前にこれだけ必要だという数字を

出しても、こういった社会の動きがあったときには金額のずれ等もあります。こういうものも見ながら、

やはり必要に応じて、どれぐらい必要かというものは、直近で出していくというところもありますが、

長期で幾らというところは、こういった社会の変化がありますので、なかなか出しづらいというところ

があるかと思っております。 

○中塚委員  公共施設や社会の変化などで、いろいろ言いながら、結局、積み立てし続けているとこ

ろ、目的や状況がとても不明確だと思います。むしろ、基金を積み立て続けることではなくて、特別養

護老人ホームや障害者施設など住民福祉の向上に、積み立てる計画から、一定規模の基金は確保しつつ

も、基金を取り崩して区民生活を応援することこそ、今とても必要になっていると思います。結局、区

の歳入が過去最高で、区の積み立て基金が過去最高とは、区民のための予算を計上していない冷たい区

政の表れだと私は思います。過去最高の１,０００億円の基金を超え、さらに今後１０年間、積み立て

続けるという計画ですが、こうした長計の素案は見直すべきだと思いますが、いかがでしょうか。 

○品川財政課長  長期計画の中で、当然、財政計画というものは上げていくというところであります

が、先ほども申しているとおり、当然、施設の改修等につきましては、これから非常にかかってくると

ころでございます。こういったところも見はかりながら、長計は財政計画もやっていきたいと思ってお

ります。 

 それから、福祉の施設についても、近年、上大崎特別養護老人ホーム、それから障害者施設等、基金

を崩してやっております。こういった部分についても、積極的に基金を崩しながら動いているというと

ころはございますので、貯めているだけというものではないと考えております。 
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○中塚委員  施設の改修についても、何か具体的な計画を持っているわけでもない。特別養護老人

ホームなどをつくるとき、基金の取り崩しをおっしゃいますが、一方で積み立てが増えて、基金が増え

ていく。結局、品川区が説明する健全財政というのは、区の財政力は維持されても、区民の生活はかつ

かつで苦しい状況が進み、そこに充てるべき予算が足りない。やはり、区民の暮らしを応援する区政に

こそ力を注ぐべきだと思います。区にはお金があるのに区民の生活はかつかつ。これは、とても区民の

理解は得られないと思いますので、ぜひ見直していただきたいと思います。 

 次にマンション管理支援事業について伺いますが、これは社会資本整備総合交付金を使っております

が、この事業の中、さまざまな事業がありますが、補助対象となっている事業は何か、概要を伺いたい

と思います。 

○森住宅課長  社会資本整備総合交付金のマンション支援事業についてでございますけれども、中身

といたしましては、マンション管理セミナーであったりマンション管理組合防災対策等検討交流会とい

うものを、年に２回ずつ行っております。また、マンション管理士であったり一級建築士の派遣という

ことを、建て替えや修繕の相談に乗っているというところで充当しているものでございます。 

○中塚委員  管理セミナーや防災対策の交流会や１級建築士などの派遣を行っているということです

が、品川区マンション管理組合の防災対策等検討交流会には、現在、区内で６０の管理組合が参加して

いると伺っておりますが、品川区内のマンションの数からすると、この事業は始まってまだしばらくで

はあるものの、さらに広げていく必要があると思っております。先日の台風１５号の際にも、幾つかの

マンションでエレベーターが止まったと伺っております。また、３・１１、東日本大震災の際にも、マ

ンションのエレベーターが止まり、復旧に数日間かかり、例えば高齢者や車椅子利用者がとても困った

り、介護事業者がデイサービスなどの送迎でとても困ったりと、さまざま、話が寄せられております。

また、最近の千葉県など、停電が長く続くと、マンションでは水道が使えなくなるケースや、もちろん

エレベーターは動かなくなるわけですけれども、首都直下型大震災を見ても、たとえ建物の躯体は残っ

ていても、電気、ガス、水道、エレベーター、さまざまなインフラが止まってしまって、とても在宅避

難生活ができない。そういう状況が生まれていると思います。交流会に参加している管理組合には年２

回の会報が寄せられるということですが、やはり交流会に参加する管理組合を増やす取り組みを強めて

いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。例えば、こういう取り組みをやっているという交流会

の案内をマンションに全戸配布するなど、周知も工夫していただきたいと思いますが、いかがでしょう

か。 

○森住宅課長  現在、マンション防災対策等検討交流会の参加組合につきましては、令和元年８月末

時点で６４組合となってございます。区内のマンションにつきましては、区のデータベースによります

と２,２５３棟と出ておりますので、まだまだ全体の数からすると少ない状況でございます。ただ、周

知につきましては、住宅課の窓口でのチラシの配布であったり、毎月２回、マンションの管理相談をし

ておりますけれども、その中でご案内もしているところでございます。また今月末にも予定されており

ます住宅まつり、あるいはホームページでの周知も行っているところです。そういったものも今後とも

引き続き行いながら、組合数の増について検討していきたいと思っております。 

○中塚委員  交流会の存在そのものがあまり知られていないというところもありまして、問い合わせ

する機会も生まれていないのかと思います。私もマンションで生活しておりますが、さまざま災害被害

を経験する中で、日常的なマンションの管理とあわせて防災対策への関心がとても高まってはいるので

すけれども、何から始めていいのかわからないという率直な声も、管理組合の総会でも寄せられており
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ますし、管理組合の理事も毎年交替することから、継続性になかなか課題があったり、さまざまな事情

があって、防災対策に取り組みたいのだけれども、なかなか進められないという状況が複雑にあるのだ

と思います。ぜひ交流会の参加を広げるための取り組みを広げていただきたいと思いますし、やはりこ

うした防災対策を住民同士で話し合う中で、マンションの中にコミュニティーが生まれ、また交流が生

まれ、それが日々のマンション管理にも役に立ってくる。また、大規模修繕になってくると合意形成に

も役立っていく。そういうさまざまな複合的な要素もあるかと思いますので、ぜひ思い切って交流会の

取り組み、またマンション管理支援事業を思い切って広げていただきたいと思いますが、改めていかが

でしょうか。 

○森住宅課長  防災対策等検討交流会の中では、防災課の職員や民間事業者を含めまして、いろいろ

と情報発信をしていただいたり、あるいは各組合の方々でそれぞれ行っている防災対策について情報交

換をしていただいております。また、組合員の獲得といたしまして、来年度からマンションの管理の届

け出制度というのが、東京都の条例に基づきまして区に移管される予定でございます。この中では、都

内のマンションについていろいろと東京都で広報を多くされると聞いております。区といたしましても、

その中に、区で行っているマンション対策について周知も一緒に行っていただきたいということを、東

京都に申し入れるというところでございますので、こういった機会を捉えながら、しっかりと組合の交

流会の活動についてもＰＲしていきたいと考えております。 

○大倉委員長  次に、藤原委員。 

○藤原委員  決算全体と成果報告書５２ページの決算状況一覧表、あと決算書の５０ページの特別区

民税、５６ページの特別区財政調整交付金、１３６ページの基金繰入金でお伺いしますが、まず初めに、

歳入・歳出とも２％以上増加しています。予算で実質収支が５２億円弱なので、極めて健全財政だと思

うのですが、単年度収支が１０億円余の赤字です。積立金を引けば実質単年度収支は黒字になりますが、

改めて、この単年度収支の赤字は何年ぶりでしょうか。 

○品川財政課長  単年度収支の赤字ですが、こちらについては２年ぶりの赤字となってございます。 

○藤原委員  ２年ぶりですね。それで、例年この辺は５月の後半に入る額を見込んで、若干の黒字に

調整していくのだと私は思っているのですけれども、出納整理の期間を含めて積立金が１３７億円ある

ので、決してお金がないわけではないですよね。ということは、ストレートな質問をしますが、今年

は５月後半に入る金額を間違ってしまって、単年度収支の黒字を失敗してしまったという結果になるの

でしょうか。 

○品川財政課長  これは１つは、要因としては、特別区財政調整交付金、普通交付金と特別交付金と

あるのですけれども、この特別交付金が、わりと３月の末ごろに出てくるということで、この辺の金額

について、わりと上下があったりします。前年度は、要するに耐震化についての非構造部材の関係でか

なり金額が多かったというのがありまして、その反動が、今年度、それがつかなかったというところで、

大体１０億円程度あったというところがございます。そういったところが、この辺の実質収支額のあた

りに反映していっているというものでございます。 

○藤原委員  やばいときもありますよね。理解はします。 

 それと、次に基金繰入金なのですけれども、当初予算では約１８５億円を計上したものが、７５億円

余も減額補正して、そして約１１０億円の繰り入れに終わっています。非常にこれは大きな金額の動き

なのですけれども、こんなに補正しなければいけないほど、当初予算後に事情が変わったのか、教えて

ください。 
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○品川財政課長  このあたりの要因としましては、いろいろ工事関係の契約落差と、あと一番大きい

のがやはり財調かと思います。当初よりもかなり再調整部分で見込み額が上がってしまったというとこ

ろで、本来は基金を取り崩して使おうと思っていたところが、財調の金額が上がっているというところ

で、その辺で取り崩しをしなかったというあたりが大きい部分かと思います。 

○藤原委員  課長の答弁を伺っていると、この先、こういう形の質問をしても、こうなって、こう

なって、こうなったからだめだったのですと。だめというか、結果がこういうふうになったという答弁

を、これからずっと聞かなくてはいけない。予算決算という意味では、それが正論みたいになっていっ

てしまうものなのでしょうか。というのは、私は、予算はできるだけ精緻に計上するべきものだと教

わってきたつもりなのですけれども、この動きが果たして本当にいいものなのか。やはり財政としては

改めていかないといけないのではないか。ちょっと金額が、そういう理由があってもあまりにも大き過

ぎると思うのですけれども、その辺についてはいかがでしょうか。 

○品川財政課長  ただ、これは、予算の段階では当然、１年間の先を見て予算額を計上しているもの

でございます。ただ、先ほどの委員のお言葉をかりれば、精緻にやってはいるものの、どうしてもそれ

どおりにいかない部分というのがございます。先ほど述べた理由もやはりその部分であって、財政調整

基金も、何というか、これだけ法人住民税が国に取られているというところがある中で、やはり実際、

数字をあけてみると、当初、財政調整で想定した額よりもかなり収入のほうが多かったということがご

ざいまして、非常に予想し得ない動きがあったと我々は解釈しております。ですので、予算のほうは毎

年度、確実にその時点では正確な数字を出してございます。ただ、１年間の成り行きの中で、どうして

も動いている部分というのがありますので、そういった部分が今回の数字にも反映してしまったという

ところでございます。 

○藤原委員  これで財調のほうにも入ってしまうのですけれども、だからこそ、これから景気がどう

なっているかということを、そこの担当課でやらなくてはいけないのです。それで、長計も策定作業が

進んでいると思うのですけれども、来年、オリンピック・パラリンピックがありますが、多分この後、

景気は後退していくと、私は個人的に思います。それで、予定ならば消費税の増税対策も終了します。

それで、これから５年先、１０年先を見据えた政策をしていかないといけないと思いますし、予算立て

もしていかないといけないと思っているので、予想できなかったというよりも、それは外れるときはあ

るかもしれませんけれども、やはりそこの担当課でしていかないとと思っているのですけれども、その

辺についていかがですかということ。 

 あと区民税徴収、いつもお疲れさまです。私は勘違いしていました。いつも１位だと思っていたので

すが、２位なのですね。それで、断トツに２３区で１位の区もあるみたいなのですが、なぜ１位になれ

ないのか。１位の区から、よく勉強して、１位になっていただきたいという思いで、これは質問してい

ます。そして、朝の朝礼のときの区長の放送で、「税務課が徴収１位になりました」という言葉を私も

伺いたいと思っていますので、その辺についていかがでしょうか。 

○品川財政課長  これはまさに委員がおっしゃるとおり、今年度以降もまた予算算定をやっていく予

定でございますが、先を見た形で予算計上はしていきたいと思っております。来年度、オリンピックも

ありますし、そういった大きなイベントの後というものは、やはり景気の変動等も考えられると思いま

すので、そういった部分を十分に考えながら、予算のほうはつくっていきたいと思っております。 

○伊東税務課長  税収、２３区で２位ということでございます。この間、５年ほど２位ということで

続いております。その前が１位ということで、過去にも何回か１位ということもあったのですけれども。
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別に私どもは２位に甘んじているということではなくて、適正に徴収の活動をしているというところで

ございます。ちなみに、決算書にも出てきておりますけれども、滞納繰越金に関しては６６.９％とい

う形の収納率を誇っているところでございます。これは２３区の中では１位というところでございます。

そういうことで、全体的に、やはりしっかりと取り組んでいきたいと思います。 

○大倉委員長  次に、吉田委員。 

○吉田委員  私からは、決算書の８４ページ、第１３款国庫支出金の中から、６節生活困窮者支援

費、９０ページにも同じ趣旨の補助金が出ておりますが、そこのことと、それから９０ページと９１

ページの第１３款２項２目、地域生活支援事業費から、地域生活拠点の構築、それからページが少し前

後しますが、８４ページ・８５ページの第１３款１項１目４節障害者自立支援給付費から同行援護につ

いて、それから、もし時間があれば９０ページ・９１ページの５節すまいるスクール運営費について伺

います。 

 最初に生活困窮者支援事業について伺います。事業について、これまでの成果をまず伺いたいと思い

ます。それで、成果をご報告いただくに当たって、この事業については、始まった当初から生活困窮者

自立支援制度運営協議会とアウトリーチ型の支援を行うことが特徴として言われてきたと思っておりま

す。その特徴が活かされた成果があればぜひ伺いたいと思います。それで、任意事業として品川区が取

り組んでいる家計診断についても、生活者ネットワークとしてはぜひ推進する方向で考えているので、

その成果もあれば伺いたいと思います。 

 続けて伺ってしまいます。成果報告も見たのですけれど、中間的就労が記載されていましたが、どこ

と連携しているか、それから就労自立後、短期間で生活保護再開に至る方に対して、生活保護法施行事

務と生活困窮者自立支援事務の連携が必要とありますけれど、具体的にどのような点を課題と考えられ

て、解決に向けてはどのようなことを考えておられるのか伺いたいと思います。 

○矢木生活福祉課長  まず生活困窮者自立支援制度の成果でございますが、こちらにつきましては、

おおむね毎年、２,５００件程度のご相談を承ってございます。 

 あと、次にアウトリーチに関する成果ということでございますが、こちらは、まず相談者の話をよく

聞きまして、課題をよくよく一緒に考えて、寄り添った支援をするということで、例えば、各所管、国

民健康保険とか税といったところでのご相談の同行もさせていただいております。 

 次に任意事業の家計診断の件でございますが、こちらにつきましては、家計相談は希望者のみという

ことにはなってございますが、家計の内容を、相談を受けて、こういうことで幾ら収入があって、幾ら

こういうことに使っているということを、客観的にご自身で家計簿をつけて明らかにしていただくこと

によって、ご自身で課題を見つけていただく。そして一緒に解決を考えていく。こういったことをして

ございます。 

 あと、中間的就労でございますが、こちらは、やまて企業組合というところに委託いたしまして、ま

ず、おうちから出て電車に乗って職場に来て軽作業をするといった一連の流れで、最終的には就労に向

けた、あるいは就労に至らなくても社会的な自立をしていただけるような形に持っていく。そういった

事業でございます。 

 あと、生活保護と生活困窮者自立支援制度の連携を図る必要があるということで、成果報告書に書い

た内容でございますが、こちらにつきましては、やはり私が肌感覚で大体年１０件程度、せっかく就労

自立したにもかかわらず、３か月ぐらいでまた生活保護に再度戻ってきてしまう方がいらっしゃるとい

うことで、こちらの課題を研究いたしまして、切れ目のない支援をしていく。はっきりと申しますと、
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やはりいろいろな意味で不安を抱えていますし、なかなか定着しなかったのでしょうということもござ

いますので、就労したからおしまいではなくて、就労してからも、「どうですか」といったような、切

れ目のない支援をしていく必要があると思ってございます。 

 生活困窮者自立支援制度運営協議会の件でよろしいですか。こちらは、福祉部長を委員長といたしま

して、所管課長２０名の庁内会議でございます。年に１回程度会議を開いてございますが、こちらは事

業紹介と意見交換をしてございまして、こちらの成果といたしましては、やはり課長がどういった内容

で各課と連携しているということがわかることによって、実際の事例に当たった場合に、事務担当者が

ケースカンファレンスをするといったことをしやすくしていくといったことがございます。 

○吉田委員  アウトリーチ型の支援なのですけれど、そうしますと、生活困窮者相談支援の窓口でも、

ほかの所管にも一緒に同行して、いろいろな課題解決に当たっていると、ざくっと理解してよろしいの

でしょうか。それは確認です。 

 それから、中間的就労のことと今の課題のことを伺うと、どうもやはり、お金の問題だけではなくて

社会的困難を抱えている方が多いのかと、ご報告で伺ったのですが、そのような理解でいいのか。今後、

ほかの課との連携とか、そういうことも、協議会だけではなくて必要になってくると思うのですけれど

も、その辺についても見解を伺いたいと思います。 

○矢木生活福祉課長  まずアウトリーチ型支援につきましてはご指摘のとおりでございます。 

 あと、中間的就労につきましても、やはり社会的困難を抱えた方々が一定程度いるという認識はして

ございます。 

 そして、ほかの課との連携でございますが、こちらにつきましても、具体的にはケースごとで今まで

も連携はしてございますが、例えば事業で今後連携していけるものがあれば、そちらも積極的に検討し

ていきたいということです。 

○吉田委員  もっと聞きたいところなのですけれども、時間の関係で次の質問にいきます。 

 次に、障害者福祉の地域生活支援事業の地域生活拠点の構築について伺いたいと思います。９０ペー

ジ、９１ページ、それから１０８ページ、１０９ページの地域生活拠点の構築の中に、歳出予算見積

書４８ページに計上されている拠点マネージャー人件費３人分が含まれていると確認しております。先

に文言の確認をさせていただきたいのですけれども、予算の見積書には、地域生活支援拠点マネー

ジャーとあるのですが、文章によってはコーディネーターと表記されているものもあり、事前に同じ意

味だと確認いたしましたので、ここはコーディネーターという言葉を統一して使わせていただきます。 

 それで、歳出予算見積書の４２ページに、政策予算として地域生活支援拠点の構築が掲げられていて、

事業として、地域生活支援拠点検討会の運営、地域生活支援拠点コーディネーターの配置、緊急対応

チーム稼働とあります。この予算でこれだけの事業を行うという趣旨と理解しておりますが、品川区地

域生活支援拠点事業実施要綱からは、障害者が地域生活を送る上で、地域生活支援のサービスを有効に

できるようコーディネートすることが、コーディネーターの役割であると読み取れます。６月の一般質

問でもこの成果を伺ったのですけれども、明確なお答えがなかったように思いますので、改め

て、２０１８年度に予算形状された事業について、区として進捗状況の成果と課題を伺いたいと思いま

す。それで、委託した事業者からの事業報告の数字を出していただいているのですが、それを踏まえて、

実績と区としての評価を伺いたいと思います。 

○松山障害者福祉課長  まず地域生活支援拠点のコーディネーター、国はコーディネーターとしてお

りますので、コーディネーターということでお答えさせていただきます。 
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 コーディネーターを配置した成果と進捗状況についてのご質問ですが、まずコーディネーターの配置

によりまして、相談をお受けし、必要な場合には短期入所、いわゆるショートに迅速につなぐなど、地

域生活における生活の安心感を担保する一助となっていると評価しております。それから課題につきま

しては、現在、やはり障害者の重度化、高齢化、それから親亡き後につきまして、地域生活支援拠点を

中心とした体制づくりというのを整えている最中となっております。国が求めておりますような地域生

活支援体制というのは、まだ整備途中の段階でございます。課題といたしましては、やはりコーディ

ネーターお一人の業務としては果たしていると認識しておりますけれども、お一人だけでは担えるもの

ではございませんので、各法人内で現在は協力しながら対応しているというのが実態でございます。そ

れから拠点コーディネーターの実績についてでございますが、こちらは３拠点コーディネーターからの

実績報告を見ますと、ほぼ取り組みの中で延べ９００件ほどの相談や地域への取り組みといったものを

行ってございます。今後に向けてでございますけれども、緊急時の受け入れ対応を整備するに当たり、

今ある資源だけではなかなか不十分なため、サービスを充実させることと、それぞれ有機的な連携が図

れるよう、関係事業者間で話し合いの機会の場を設けて情報共有を図っていくことをまず第一に考えて

いきたいと思っております。 

○吉田委員  地域生活支援拠点コーディネーターの配置は、この３カ所ということになっていますが、

今のお答えだと、その３カ所のコーディネーターが、それぞれご相談があったら短期入所とか、そうい

うことについてコーディネートしておられるということですが、３カ所が、障害者生活支援センターと

福栄会障害者相談支援センターと、それからグロー障害者相談支援センターになっていますが、この３

カ所が、精神障害の方たちの対応も全部、網羅して受けておられると考えてよろしいのでしょうか。成

果報告だけ出していただいて、契約のほうを確認していないので、質問書の不備があるかもしれません

けれど、その辺の契約とか地域の問題とか、その辺はどうなっているか確認させてください。 

○松山障害者福祉課長  委員お尋ねの、３カ所の地域生活支援拠点コーディネーターが精神障害の方

にも対応しているのかというお尋ねでございますけれども、主に精神障害者の方につきましては、たい

むというところで対応を図っております。もちろん、精神症状がある方も、３カ所で対応しておりま

す。３カ所の地域としては、大体、地域で主に区分けをして、その中で対応しているというところでご

ざいます。 

○吉田委員  拠点コーディネーターの契約はしていないけれども、たいむが精神障害の方を受けてい

るということだと、やはり精神障害者の方だと、相談など、たいむしかないということについては、当

事者の方や家族の方からご意見をいただいていますが、そうすると、やはり拠点コーディネーターの方

たちは、普通の契約を超える役割を果たす必要があると思うのですけれども、その辺について、この事

業の契約……。今お答えを聞いて、かえってわからなくなってしまったのですが、その辺についてはど

うなのでしょう。精神障害の方はお受けしない。だけど、たいむには委託されていない拠点コーディ

ネーターの契約をしているという、その辺の関係性について伺いたらと思います。 

○松山障害者福祉課長  委員お尋ねの３拠点コーディネーターと、たいむとの区分けということでご

ざいますけれども、決して３拠点で精神障害者の方に対応しないということではなく、きちんと対応し

ていただいておりますけれども、３拠点のほうにつきましては、必ず短期入所というものを活用しなが

ら行っていただいているというところでございます。精神障害の方については、どちらかというと医療

機関と連携しながら対応を行っておりますので、たいむの専門性を活かした対応という形になっており

ます。 
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○吉田委員  いろいろ精神障害者のご家族の方とか、当事者のたいむの方とかにご相談いただくので

すけれど、そういう短期入所を伴うものについては、たいむにこだわらずにそれぞれの地域生活支援拠

点に相談に行ってもいいとお答えしていいということだと思います。そのように確認させていただきま

した。 

 次に、障害者自立支援給付費から同行援護について伺います。昨年に比べて大きく実績が伸びている

のですが、給付費なので、８５ページの決算額には実績見合いで計上されていると理解してよろしいで

しょうか。ほかの事業と丸めて表記されているので、実績が伸びた場合の歳入の決算がどのようになっ

ているか確認したいと思います。それで、給付が伸びると、当然、同行援護従事者が足りなくなるので

はないかと思っております。人材育成も一般質問にて伺ったのですけれども、従事者がどのように増え

ているのか、その辺について伺いたいと思います。 

 それから、２０１８年度は研修は実施されていません。事業受託者の事情があったようなのですが、

それならば別の事業者を探すなりして研修を実施するべきではなかったのでしょうか。それから、年度

当初の契約のとき、事業受託者の年度内の何か事情があるということは把握できなかったのか。その辺

の研修の受託者のことについて伺いたいと思います。 

○松山障害者福祉課長  ３点ご質問をいただいました。まず１点目の給付に関してですけれども、こ

ちらは委員ご指摘のとおり、実績見合いということになります。 

 ２点目の従事者数の伸びということでございますが、なかなか従事者につきましては、同行援護研修

につきましては、受講者がほぼヘルパー事業所に所属しておりまして、受講することでヘルパー資格を

仕事に活かすということになっております。ですから、ヘルパー事業者の数が伸びなければ、なかなか

こちらも伸びないということになっております。 

 ３点目ですけれども、研修の受託者が研修を一部執行できなかった。別のところにお願いすればよ

かったのではないかというご提案についてでございますけれども、なかなか別のところに委託すること

ができない理由としては２点あります。まず１点目としては、こちらの研修の事業者として東京都から

指定を受ける必要があるということです。指定を受けることができる事業者は区内には１カ所しかない

ということがございます。なおかつ、受講生を募集する２カ月前には、１回の研修を実施するごとに、

詳細なプログラムや講師の選定、講師名につきましても東京都に申請を行って承認を得るという手続が

必須でございます。講師を変更する場合につきましても、東京都に変更手続が必要ということで、簡単

に変更するのが難しかったということが理由にございます。講師については、急遽、やむを得ず、講師

の都合がつかず実施できなかったということで、当初には予測できないものでございました。今年度に

つきましては、例年どおり実施できると聞いております。 

○吉田委員  東京都からの指定を受けた事業者が品川区内には１つということでしたが、障害者の移

動支援のほうは、皆さん遠くまで研修に通っています。遠いので、なかなか受講者が少ないということ

なのですが、実施されないよりはいいのではないかと思います。今後の検討をお願いします。 

○大倉委員長  会議の運営上、暫時休憩いたします。 

○午後０時１４分休憩 

 

○午後１時１５分再開 

○大倉委員長  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。くにば委員。 
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○くにば委員  私からは、１４１ページの歩行喫煙防止過料についてと、あと７６ページの自転車駐

車場使用料のバイクの一時利用についてお伺いいたします。 

 本年、東京都の受動喫煙防止条例の一部が施行され、７月１日から、病院、学校、行政機関等が屋内

禁煙に、９月１日からは小学校・中学校・高等学校などは敷地内完全禁煙になり、さらに飲食店では、

店内が禁煙か分煙か等、店頭表示が義務化されました。品川区での従来の歩行喫煙防止条例に加え、こ

の都条例により、さらに区内での喫煙が制限されることになりました。しかし、制限はされても、敷地

内や店内が禁煙ならばと、屋外や路上に出て喫煙するスモーカーの方々はまだまだ相当数います。私自

身も２年前までスモーカーだったので、このような気持ちはよくわかります。 

 このように、都条例の影響で、当区の歩行喫煙防止条例に抵触するケースが増加することは明白です。

しかしながら実情は、平成２９年度の成果報告書では、歩行喫煙防止過料は１８１件、１８

万１,０００円でしたが、平成３０年度は１１４件、１１万４,０００円となっており、取り締まり件数

は減少しております。昨年の決算特別委員会での答弁では、指導員の方々３名が月１６日、５地区で活

動なさっているとのことでしたが、路上喫煙対策について現状の取り組みをお聞かせください。 

 また、本年の予算委員会では、取り締まり件数減少についての推測を、歩行喫煙についての意識が浸

透してきているとの答弁でしたが、現在はどのようにお考えでしょうか。例えば指導員の活動状況につ

いて、何か問題点や改善点があって減少した可能性など、踏み込んだ分析がありましたらお聞かせくだ

さい。 

○黛生活安全担当課長  路上喫煙の取り締まりに関しまして、ご説明申し上げます。 

 先ほど委員からご説明がございましたように、本年度におきましても２名ないし３名におきまして、

月１６日間、路上喫煙禁止の取り締まりをさせていただいているところでございます。ご指摘がござい

ましたように、本年度は１１４件で、取り締まりの件数自体は減少しているところでございます。これ

につきまして、取り締まりを担当している担当者、いわゆるサポート隊員に聞きましたが、以前に比べ

て路上喫煙をしている者の姿を見る機会が減ったというようなことも、私のところに報告を受けている

ところでございます。こうしたことを踏まえまして、これまでの区の取り組みの成果、さらには先ほど

ご説明がございました、受動喫煙防止に関する法令の制定等を受けまして、喫煙者の方々のルールやマ

ナーを守る意識が向上しつつあるのではないかと認識しております。 

○くにば委員  そのような形で、基本的には見回りの方々がいらっしゃると、陰で隠れて吸うような、

狡猾になるパターンもあるかと思います。そちらは結局、取り締まりは一括効果だと思うのですけれど

も、その取り締まりに関して改善をしたほうがよろしいのではないかという点が幾つかあるので、後ほ

ど申し上げます。 

 今後、積極的に取り締まり件数を増やす方策について、区としてはどのようにお考えでしょうか。例

えば大井町駅東側の飲食店や居酒屋が多いエリアも禁煙エリアに含まれています。飲酒等できる夜間の

ほうが、日中よりも相対的には違反者が多いのではないかと推測するのですが、例えば夜間帯見回りの

指導員を増員するなど、夜間対策は検討しておりますでしょうか。 

○黛生活安全担当課長  ただいまの点でございますが、取り締まりそのものにつきましては、取り締

まりも確かに大変効果的なものであると考えておりますが、あわせて、喫煙者の方々にルール、そして

マナーを守ってもらうような、いわゆる広報啓発活動のほうも大変重要ではないかと考えております。

したがいまして、区といたしましては、取り締まりと広報啓発活動の両方に力を入れ、両輪を回すとい

う感じで進めてまいりたいと考えております。 
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 また、夜間でございますが、確かにご指摘のとおり、たばこを吸われる方も多いかと思います。生活

安全サポート隊員は、たばこの取り締まりの活動をしている以外にも、たばこに対しまして、見つけた

場合については注意したり、あるいは改善を促すなどの活動をしておりますので、引き続きこうした活

動を継続して行っていきたいと考えております。 

○くにば委員  それで、現在、路上喫煙禁止・地域美化推進地区は、大井町駅、五反田駅、大崎駅、

武蔵小山駅、青物横丁駅の５つの駅周辺ですけれども、例えば目黒駅周辺、こちらは品川区上大崎なの

ですけれども、こちらも乗降客数も多くて、追加で指定するべきと考えるのですけれども、追加指定す

る地域についてのご所見をお聞かせください。 

○黛生活安全担当課長  ご指摘のとおり、現在、５カ所、路上喫煙禁止・地域美化推進地区に指定し

ているところでございますが、現在の区内においては、おおむね全体としては本条例の施行前に比べて

改善しつつあるというところで、現状のままとさせていただいているところではございますが、委員ご

指摘のとおり、今後、状況が変化した場合は、それに応じまして、地域の皆様方の意見を踏まえて、推

進地域の拡大を含めた検討をしていく必要があると認識しております。 

○くにば委員  歩行喫煙防止過料について、平成３０年度予算は１４万４,０００円でしたけれども、

平成３１年度予算では９万６,０００円と、前年度の３分の２になっております。これから東

京２０２０大会に向けて、条例を認知していない外国人の方々や、あとは地方からの来訪者等、路上喫

煙に関するマナー低下が予想されます。そのような中で、さらに２０２０年４月に都条例が全面施行さ

れ、原則屋内禁煙になります。まさに今こそ指導員を増員して取り締まりに力を入れるべきだと考えま

すけれども、そのような点についていかがお考えでしょうか。 

○黛生活安全担当課長  ただいまご説明がございましたように、まさに区といたしましても、目指す

べきところは、たばこを吸われる方、そして吸わない方、ともに快適に過ごすことができるまちづくり

を進めていくというところでございます。その中において、取り締まりが大変重要になってくるという

ことも認識しているところでございます。また、ご指摘のとおり、東京２０２０大会に向けて、外国人

の来街者が大変増えるというところで、そうした方々に対する広報啓発なども積極的に行いながら、取

り締まるべきところは取り締まる。そしてルールやマナーを守っていただくところは積極的に広報啓発

活動を行いながら、マナーのアップを図っていく。こうしたことを積極的に推進していきたいと考えて

おります。 

○くにば委員  少し時間が短くなってしまったので、次の質問については少しはしょります。 

 ７６ページの自転車駐車場使用料のバイクの一時利用についてです。こちらについては、都内でバイ

クの利用者は誰もが声を上げているのですけれども、二輪駐車場が都内は非常に少ないということが、

国土交通省や都といった関係機関で常に問題意識があって、常に足りない状況が何年も前から変わって

いません。こちらのバイク駐車場が、区営駐車場の中でも、自転車の台数に比べてバイクの台数が非常

に少ない。２,０００台ぐらい自転車をとめられるのに対して、バイクは３０台ぐらいといった形で、

バイクの駐車場のスペースがあまりにも少ないがために、そういった状況が続いています。こちらにつ

いては、警察等から指導があると思うのですけれども、今のところ、どういった通達を受けているかお

教えください。 

○古郡交通安全担当課長  警察から指導といったものはございません。東京都から、自転車駐車場を

つくる際には、なるべくバイクの駐車場を確保するようにというようなことは来ております。 

○くにば委員  この問題を解決するのは、基本的には品川区に一任されている。対策については自治
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体に委ねられているということなのですけれども、例えばこちらのバイク駐車場不足問題の解決策とし

て、先ほど申し上げた、駐車場の台数が多いところを、ある程度、自転車からバイクに振り分けること

によって、こちらの不足の解消が少しは進むのではないかと思うのですけれども、そちらの振り分け等

についてはいかがお考えでしょうか。 

○古郡交通安全担当課長  自転車に関しても利用率が非常に高くて必要性がある。また、電動アシス

ト付自転車等も増えておりますので、自転車を減らすと放置自転車が増えてしまうということもござい

ますので、振り分けは考えておりません。 

○くにば委員  それでは、バイクの駐車場も常に足りない状況が続いているので、そちらの取り組み

もぜひよろしくお願いいたします。 

○大倉委員長  次に、木村委員。 

○木村委員  歳入の１１４ページの人生１００年時代セカンドライフ応援事業補助金から質問いたし

ます。 

 「人生１００年時代において、高齢者が地域で活躍できるよう、文化・教養・スポーツ活動などの生

きがいづくりにつながる機会の提供や、空き店舗等を活用した気軽に立ち寄り参加できる活動拠点の整

備に取り組む区市町村を支援します」とネット上にも紹介されています。お聞きしますけれども、今す

ぐではなくて数年後を見据えての事業だと思っていますが、高齢者が寝込まず元気に活動していくには、

何が必要だと思っておりますか。 

○宮尾高齢者地域支援課長  委員からお尋ねがありました、人生１００年時代セカンドライフ応援事

業補助金でございますが、平成３０年度から一応、東京都からは３カ年と聞いております。その中で、

この補助金を使って、私どもでは、シルバーダンスパーティー、高齢者作品展、それから、いきいきラ

ボ関ヶ原での活動、そして大井三丁目高齢者憩いの場、こういったものの経費に充当させていただいて、

平成３０年度、活用させていただいたところでございます。 

○木村委員  文化・教養・スポーツ活動はもちろんですけれども、人生１００年時代と言われている

ように、寿命がやはり延びている分、生活費というものに対しては必要になってくると思いますけれど

も、そうなれば、元気なうちに働きたいという高齢者が、老体にむちを打ちながら事業を起こして、商

売が増える可能性があると思いますけれども、その場合、行政側からはどのようなアドバイスというか

支援が受けられるのか、お聞かせください。 

○宮尾高齢者地域支援課長  私どもでは、あらゆる機会を通じまして、高齢者の方がいつまでも健康

寿命が長くなるように、そしていつまでも自分らしく生活をしていただくようにということで、社会参

加活動へのお手伝いですとか、あとはこういった、先ほど申し上げました憩いの場、活動の場、それか

らまた高齢者クラブへのご支援など、さまざまなことを通して、高齢者の方がいつまでも元気に生きが

いを持って暮らしていただくようなお手伝いをさせていただいております。 

○木村委員  これからの高齢者、私たちもその部類ですけれども、ぜひまたお願いしたいと思ってい

ます。 

 次に１２０ページのシェアサイクル事業補助金からの質問ですけれども、世界から見れば大きく出遅

れているとも言われているシェアサイクル事業なのですけれども、お聞きいたしますけれども、現在、

区内には、６５ポート、５８５台が整備されているそうですけれども、今現在、社会実験中ともお聞き

しました。本格的な実施は令和２年度からと言われていますけれども、これで正しいのかどうかお聞か

せください。そして、正式にスタートするまでは、行政側はどのような準備が行われ、利用者はどのよ
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うな注意や準備、心構えが必要だと思いますか。 

○今井土木管理課長  シェアサイクル事業につきましては、委員ご指摘のとおり、平成２９年１０月

から社会実験という形で、今年度も１年延長しているところでございます。課題としましては、まだ区

内全域にポートがないことや、全域展開ができなかったので、まだ利用回数が少なかったというところ

がございますが、何とか来年４月に向けて、本格実施に向けて移行したいと考えております。やはり、

ポートの設置が一番の課題でございますので、区も率先して開設してまいりましたが、これからは、運

営事業者のコンビニエンスストアなどへの開設も含めて、ポートの充実が課題だと思っております。ま

た、利用者につきましても、登録会員にはプッシュの配信で自転車の利用安全などの周知をしておりま

すので、交通安全と関わりながら、このシェアサイクル事業を拡充していきたいと思っております。 

○木村委員  利用者の皆さんからいろいろとご心配の声も出ております。第一に、観光での使用用途

のアピール度が少ない。全国の利用方法を統一してくれたら大変うれしいとか、また、自転車が走りや

すい道を増やしてほしい。ポートをもっとわかりやすくアピールしてほしい。何よりもポートが少ない

ということが言われています。まだまだ始まったばかりですから、なかなか仕方ないところもあります

けれども、乗り捨てができればもっと使いやすいなど、改善されたら、もっといいのにという声もたく

さん上がっていることをお聞きしました。 

 お聞きしますけれども、大変話題になり、またいろいろなメリット・デメリット的な意見が飛び交っ

ておりますけれども、シェアサイクルは将来どうなるべき事業とお考えでしょうか。もっとどんどん増

やしていくのかどうか。将来の展望というものがわかればお聞かせください。 

○今井土木管理課長  まず品川区が広域実験として参加しておりますのが、運営事業者が株式会社ド

コモ・バイクシェアでございまして、現在、都内１０区、合計で、区内のポートは先ほどご紹介してい

ただいたように６５ポートなのですけれども、全域では７１４ポートという形で、やはり大きな地域で

やっていくということが大切になっております。また、ドコモは全国的に同じ登録番号を持っていれば、

例えば大阪ですとか、別のドコモの運営事業者であれば、利用が簡易に使えるというシステムをとって

おります。今後、全国的な考え方としましては、まだ事業者が始まって何社かしかございませんので、

今後は全国的にそういうシステムが統一されれば、これまで以上に利用率はアップすると思っておりま

す。 

○木村委員  ４０万人を超える区民が住んでいる本区には、現在、自転車というものが約３９万台を

超えているようなことも聞いております。自家用自転車等を加え、また抹消・未登録の自転車の台数を

入れれば、区民１人に１台に近い台数が区内にはあるということを聞いておりますが、シェアサイクル

事業者は、日本人だけではなく、むしろ海外の観光客を対象にしていると私は思っておりますけれども、

実際は何を目的にでき上がったシステムなのか、これが東京２０２０大会なのかどうなのか、また観光

客相手なのかどうかということもお聞かせください。 

○今井土木管理課長  こちらは、導入当初につきましては、やはり来年の東京２０２０大会に向けま

して整備するということで、水辺のエリア、ＪＲの京浜東北線の右側のエリアを中心に拡大してまいり

ました。ただ、実際に運営してまいりますと、やはり通勤で使われる方が平日多くて、土日は観光の方

が多いという形ではっきり分かれてきております。委員のご指摘もありましたけれども、まずこれから

シェアサイクルを運営するに当たっては、さまざまな課題があると思いますので、このような現在の利

用状況の変化を踏まえて、目的等を精査して、本格実施に向けて取り組んでまいりたいと思います。 

○木村委員  今の品川区は、規模からしてどのぐらいの台数が適正とお考えでしょうか。最終的には
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何台を計画して、またもちろん東京２０２０大会に照準を合わせた計画だと思いますけれども、本当は

これからも毎年増え続ける観光客を目的にでき上がった事業だと考えてよろしいのでしょうか。そして、

東京２０２０大会以降は、今、いろいろとうわさされておりますけれども、景気が悪くなるとも言われ

ていますけれども、影響はないのでしょうか。お聞かせください。 

○今井土木管理課長  品川区は、イニシャルコストの自転車に補助金を出しておりますが、今後の運

営につきましては全て運営事業者の主体が負担するということになっておりますので、影響はまた事業

者で検討されると思います。現在、拡大に向けて検討してまいります。 

○大倉委員長  次に、鈴木真澄委員。 

○鈴木（真）委員  私は、５４ページになりますけれども、６款の地方消費税交付金、それから１２

款の使用料及び手数料の中から、６２ページ、使用料、文化センター使用料、これに関連してシルバー

センターのほうも伺っていきますので、お願いいたします。 

 まず地方消費税です。品川区の今年の決算、平成３０年決算、先ほどもお話にありました、経常収

支７１.９％、去年が７５.３％ということで、さらによくなっている。歳入も当然増えてきているので

すけれど、２３区全体がやはりいい決算が出ているということによって、これからも国から財源的なも

のをさらに狙われてしまうのではないかと心配しているのですが、この辺も後で考え方を教えてもらい

たいと思います。 

 それから基本的に消費税として平成３０年度が先ほどお話があったように清算基準の見直しがあった

ということで、平成３０年度、９０億４,７００万円、前年比１５億５,７００万円、１４.７％の減少

になっている。さらに今年の予算ですが、８０億５,０００万円と、また７億２,０００万円ぐらいマイ

ナスになっている。この辺の消費税の状況と、先ほどの財源的なものをもう一度教えてください。 

 それから東品川文化センター、シルバーセンターの関係です。今現在、改築をなさっていらっしゃい

ますが、今まで利用なさっていた方の中で、例えば講習室とか会議室もありましたし、その利用がどの

ように変わっているのか。そして、一番気になるのは、やはりシルバーセンターの浴室がなくなったこ

とによって、今まで表に出ていった方が出ていかなくなってしまうのではないかという心配もあります

し、近くのシルバーセンターに大分、利用者も移っているということもお聞きしている。この辺の状況

等を教えてください。 

○品川財政課長  地方消費税交付金の給付でございます。いろいろと、こちらの地方消費税交付金に

つきましては、やはり国の財源吸い上げという部分で、かなり配分の見直しが行われております。地方

消費税交付金、基本的な配分の要素となっているものが、人口、それから従業員数、それから統計基準

といいまして、市区町村内でいかに経済状況というか、物が買われているかというような消費の部分の

指標といったものが金額の算定につながっていっております。平成３０年度もこの配分が変更になって

ございます。例えば従業員数は、今までは全体を１００として７.５％、評価されていたのですが、こ

ちらを全く評価しないという形になっています。それから人口については、１７.５％の部分は配慮さ

れていたのですが、これが５０％と、こちらが上がっております。それから統計基準、消費の部分が、

前は７５％だったのですけれども、こちらが５０％に減らされております。こういった部分で、例えば

従業員数などを見れば、東京都内は非常に多いというものが算定されなくなってきている。それから、

統計基準としての売り上げの関係も、例えば大手のスーパーといったところは消費の額に入れないとか、

そういった部分がかなり変更されてきておりまして、いわゆる東京に関しては不利な状況になっており

ます。 
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 そういった形で金額が徐々に落ちているというような傾向がございます。今後もこういった国の税制

の見直しというのは続いていくのではないかと思われますので、特別区としても一体となって、国に要

望していくというような体制を組んでおります。品川区としましても、ホームページにそういった内容

も適宜公表したりして、機運を高めていこうと思っているという状況でございます。 

○古巻文化観光課長  東品川文化センターの改修に伴う利用状況のお尋ねでございますけれども、現

在、東品川文化センターは大規模に改修を行っているところでございまして、あちこち使えないような

状況が続いておりますが、こちら、講習室とか、そのあたりを利用されている方につきましては、周辺

の文化センターに分散してご利用いただいているというような状況の報告を受けております。 

○宮尾高齢者地域支援課長  私からは、東品川シルバーセンターの大規模改修の状況についてご説明

申し上げます。東品川シルバーセンターは、大変多くの方に入浴サービスをご利用いただいております。

こういった方たちが約１年間、全くお風呂が使えない状況になってしまうというのは大変影響が大きい

ということで、工事を、浴室を、男性用、女性用、片方ずつ施工することによって、どちらか片方は使

える状況を確保させていただいております。ただし、先月、９月の１か月間は、どうしても受け入れる

ための準備ですとか片づけですとか、そういった状況がありましたので、１か月間は完全に休館させて

いただいたのですが、１０月、昨日から、入浴サービスは、片方にはなってしまうのですが、開始させ

ていただきました。その他のお客様につきましては、説明会も開催するなどして、ほかのシルバーセン

ターのご利用を促すなどして混乱のないように努めております。 

○鈴木（真）委員  消費税、特別区が一体となってというお話がありました。これは、やはり、先ほ

どもお話がありましたけれど、法人住民税のほうもありますので、この辺も一体となってうまく要望を。

ただ、現実的に難しいとは思うのですけれど、要望活動は続けていただきたいと思います。 

 消費税に関してなのですけれど、昨日から実質消費税が上がりました。その目的として出ていたのが、

少子高齢化によって社会保険の負担が大きくなる分を、今まで高齢者に使っていた分を、今度は幼児教

育にも使っていくというところに入れてきましたので、保育の絡みなのですけれど、消費税が上がった

分、こちらは入ってこなくなっているのですけれど、保育料は区の中にどのように算定されてくるのか、

その辺を教えてください。 

○品川財政課長  保育料の部分についてでございますが、基本的には今まで歳入で保育料という形で

入っていたのですけれども、こちらが幼児教育無償化によって入らなくなります。それにかえて、国や

東京都から補助が入ってくるという流れとなってございます。 

○鈴木（真）委員  では、その補助の内訳というものを、数字を教えていただきたいと思います。 

○佐藤保育課長  幼児教育にかかわる財源でございますが、まず保育料に関しましては１年間で大

体１３億円ぐらいの減になりますが、私立保育園に対する国・都の負担金が大体１９億円ぐらい見込ま

れますので、保育料の減よりも国・都の負担金が約６億円ほどプラスになると見込んでおります。 

○鈴木（真）委員  ６億円が増えてくる、結局、保育料が無償化になったことによって、逆に結果６

億円増えてくるということになってきますと、この６億円を区としてこれからどのように運用していく

か。ぜひ、子どもの部分、子育て部分に使っていっていただきたいと思うのですが、その辺のお考えを

教えてください。 

○佐藤保育課長  今回、国・都の負担金が増えるところがございますが、今まで区が保育料の負担、

保護者負担分を軽減するために財源で補っていた分に関しても、国・都の負担が、国が２分の１、都

が４分の１と増える関係で、金額としては増えます。この辺のいわゆる逆転現象が全国的にも行われま
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すので、国からも、財源が増える分に関しましては子育て支援に使うようにということで通知も来てお

りますので、今後も引き続き、保育園の質の向上に向けて、さまざま事業を展開していきたいと考えて

おります。 

○鈴木（真）委員  わかりました。いろいろこれから考えていくと思うので、ぜひ活用していただき

たいとお願いいたします。 

 それと、東品川シルバーセンターの件ですけれど、直接、東品川ではないのですけれど、臨時に品川

消防署の旧東品川出張所の跡地もあります。全体の開発計画も考えていると思うのですが、まず隣地の

取得という点については今どんな状況になっているか教えてください。 

○柏原企画調整課長  消防の跡地の部分でございます。今、東京都に関しましては、取得したいとい

うことで要望しているところでございまして、現在、細かいところについて調整を行っているといった

状況でございます。 

○大倉委員長  次に、あくつ委員。 

○あくつ委員  私からは、１５５ページ、歳入、雑入で、まもるっちに関して、時間があれば６５

ページ、今もありましたが、文化センター使用料、東品川文化センター・シルバーセンターで聞きたい

と思います。 

 まず、まもるっちなのですが、雑入の部分で、まもるっちを紛失してしまった場合、代替のまもるっ

ちを入手する場合、どのような仕組みになっているのかということと、平成３０年度決算では何台分が

紛失して、紛失について毎年どれぐらい起きているのか、大体の数を教えていただければと思います。 

○黛生活安全担当課長  まもるっちの紛失でございますが、まず保護者の方から学校に紛失届を提出

していただきます。しかる後に、金融機関に２,０００円を振り込んでいただきますと、学校から新し

いまもるっちを交付させていただく。このような流れになっているところでございます。昨年度につき

ましては１３１台が紛失になったと報告を受けております。参考でございますが、平成２９年度

は１３２台で、ほぼこのような数字で推移しているものと認識しております。 

○あくつ委員  思ったよりも多い数値だというところで。ここから関連して、まもるっちの機能強化

についてお伺いしたいと思います。本年３月予算特別委員会で、前々から保護者の方から多数お声が

あった、現在のまもるっちは時計表示がないと。これは平成２６年に議会での質問があったり、地域の

方から協会の方を中心にお声があって、それを見ながら歩いていると危ないからということで、時計の

表示自体がまもるっちになくなってしまったということだったのですが、それはおかしいのではないで

すかと。そもそも、時計などをずっと見ている子どもはいないというところと、当時のやりとりでも、

メールを見ている子がいると危ない。これは、今でもメールは見られるのです。だから、時計がないの

はやはりおかしいと。結構、遠く離れたところに行くお子さんもいますから、お子さんの中には時間が

わからなくて、お母さんに「今、何時？」と電話して、お母さんは仕事に向かっているという、少し不

合理なことが起きているということもありましたので、時計の表示の復活ということをお願いしていま

した。そうしたら、検討するということで、今年６月の第２回定例会、我が公明党からの一般質問

で、１２月の４年生のバッテリーの切りかえのときと、来年度から今度、まもるっち４にかわるという

ことで、そこからは、時計表示を復活させるというご答弁をいただきました。 

 そこで伺いたいのが、そのときに、「保護者の同意の上で、保護者の操作により、時計表示ができる

ようにしてまいります」というご答弁だったのですけれども、時計表示の復活はありがたいのですけれ

ども、これは「保護者の操作により」とありますが、そもそも設定では時計を表示できないという特殊
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な設定にしてあって、保護者の手元に渡るということなのか。また、「保護者の同意の上」ということ

は、一般の時計設定のことをおっしゃっているのか、まもるっち独特のセキュリティーが何か設置され

ているのか教えてください。 

○黛生活安全担当課長  ご質問をいただきました表示につきましては、子どもだけで勝手にやってし

まうと、かえって親御さんの中には、表示されるとやはり困るという方もいらっしゃると伺っておりま

す。そこで、そういう方については、親御さんのほうで表示しないということも選択できる、オプショ

ンというような意味で、このような装置をつけていただいたと認識しているところでございます。手元

に実機がないので、実際にどのような手続でということは、私もまだ実機点検はしていないのでござい

ますが、いずれにいたしましても、ただいまご説明申し上げましたような意味で、親御さんだけで操作

ができるという仕組みになっているところでございます。 

○あくつ委員  次の質問に移るのですが、もう一つ大きなご要望をさせていただきました。子どもの

居場所を確認するＧＰＳ機能というものを、保護者の携帯から使えるようにしていただきたいというこ

とで要望させていただきました。現在も、そのときの地域振興部長のご答弁だと、事業者の有料オプ

ションサービスであって、独自開発の技術が含まれているから、他社の携帯電話で利用することは困難

だと。今は、言ってしまえばＫＤＤＩ、ａｕのまもるっちの機種を使っている。保護者がａｕを使って

いないと、オプション、有料でお金を払っても、ほかのキャリアだったらできないという仕組みになっ

ていますけれども、これはぜひ、実はほかの大手のところではキッズ携帯をどこも出しています。ドコ

モも出しているしソフトバンクも出している。ａｕも出している。まず、これは何でできないのか。た

だ、それは全部、基本的には、保護者も同じキャリアでないとＧＰＳで確認できないという設定になっ

ています。まず、業者に問い合わせていただいたと思うのですけれども、何でできないのか、簡単にご

答弁いただければと思います。 

○黛生活安全担当課長  委員からご指摘をいただきました機能につきましては、区といたしましても、

何とかならないのかということで何度も申し入れをしているところでございますが、その際にＫＤＤＩ

から説明をいただきましたのは、ＫＤＤＩが開発いたしました独自のＧＰＳシステムに、いわゆる品川

区のまもるっちが乗っかっているというか、全体の中で間借りをしているというような状態だそうでご

ざいます。そのようなところがありますので、ＫＤＤＩといたしましては、このシステムを他社には開

設できないということで、ご理解がいただけないという状況になっております。 

○あくつ委員  それもわかるのですけれども、おそらくやはり、これも非公式な話だとは思うのです

けれども、ほかの一般のキッズ携帯の話もそうなのですが、保護者の方が、自分の同じメーカーのもの

しか子どもに渡せないというか、親御さんの携帯を囲い込む。これはある意味、企業としては当たり前

のことなのですけれども、おそらくそういう部分もあるのかと思います。先ほどシステムの一部という

お話がありましたけれども。ただ、やはり、まもるっちという、児童見守りシステムという中において

は、これがやはり今回、プロポーザルで多分とっていると思うのですけれども、お聞きしたいのは、次

がいつまでの契約になっているのかということ。先ほど、時計の表示やスペックの仕様も、それの変更

を、申し入れてできる。システムの時計の表示とＧＰＳの利用というのはちょっとレベルが違うのかも

しれませんが、例えばそういうものを組み込めないのか。アプリケーションというのは実はいっぱいあ

ります。一般のスマホで言えば、スマホのオンラインショップなどを見ると、アプリケーションはいっ

ぱいあって、それはキャリアを問わずできるようになっています。でも、そもそも、まもるっちには、

キッズ携帯にアプリを組み込むという機能がないので使えないことになっているのですけれど、やはり
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子どもの命を守るということ。山梨県でもああいう事件があって、いまだにまだ見つかっていないとい

う、痛ましい事件もありますけれども、連れ去りとか、そういうことについては当然、センターがあっ

て、そこに連絡すればＧＰＳが追いかけてくれるとは思うのですが、まずやはりタイムラグがあると思

うのです。保護者がすぐに簡単に、その方の位置を確認できるという、これをやはり、まもるっちのそ

もそもの本来機能として、ぜひスペックに入れていただいて、次の契約のときに計上していただきたい

と思うのですが、いかがでしょうか。 

○黛生活安全担当課長  まず現行のシステムでございますが、平成３０年度から令和４年度までの契

約となっております。したがいまして令和５年度からは、新しいシステムを導入していくことになるわ

けでございますが、先ほど委員からもご説明がありましたように、システムの基本的な部分というのは、

現在、非常に難しいと説明を受けております。だからこそでございますが、今後、まもるっちが新しい

時代の中でしっかりと子どもを守っていくことができるものとなるようにするためには、今ご提案をい

ただきました機能を含めまして、さまざまな新しい機能、どんなものが本当に子どもたちに必要なのか。

こういうものを、担当の我々だけではなく、関係している多くの方からしっかりと意見を聞いて、本当

の意味で子どもの安全を守れるような機能を持たせていくように一生懸命努めてまいりたいと思います

ので、ご理解をよろしくお願いいたします。 

○あくつ委員  ご理解をよろしくお願いしますということで、あとはまた４年後、令和４年度という

ことで、先の話ですけれども、プロポーザルのときには、こちらから、ぜひ仕様スペックとしていただ

きたいと思います。 

 端的に申し上げますと、あともう一つ、学校へのスマホ持ち込みというところが、今、東京都の教育

委員会では実質解禁になりました。質問をする時間はもうないので、意見だけ言っておきますけれど、

いわゆる公立の小・中学校については、全て自治体に任せるという判断になりました。現在のところで

の検討状況も伺いたかったのですが、これはオープンにせよ、受け入れろと言っていることではないの

ですけれども、そこについて教育委員会に今追いかけていただいていると思いますけれども、その辺に

ついても、後ほどまた別の款で、私も質問させていただきたいと思います。 

○大倉委員長  次に、おくの委員。 

○おくの委員  私からは、７８ページ、個人番号カード再交付手数料に関連して、個人番号、マイナ

ンバーについてお伺いいたします。 

 マイナンバー制度、２０１５年１０月からこの制度は始まりました。それで、個人番号カード、マイ

ナンバーカードは、翌２０１６年１月から交付され始めました。制度が始まってからちょうど４年経ち、

カード交付からも４年近く経ちました。そこで、まずお伺いいたします。マイナンバーカードの全国で

の普及率、それから品川区での普及率は幾らでしょうか。 

○提坂戸籍住民課長  マイナンバーカードの全国の交付率は大体１４％でございます。あと、品川区

での交付率は８月末で１７.５％でございます。 

○おくの委員  交付が始まってから４年近く経っているにもかかわらず、非常に数値は低いままだと

思います。これは、マイナンバーカードの安全性に対する懸念がいまだに非常に強いこともさることな

がら、そもそも国民も区民も必要性を感じていないということなのだと思います。私自身も必要性を感

じておりませんので、マイナンバーカードの交付をわざわざ受けて、新たな危険を背負い込むようなこ

とは考えたくないということで、マイナンバーカードをつくっておりません。もう一つ別の角度からお

伺いいたします。マイナンバーカードを使って、住民票などのコンビニ交付を受けることができますが、
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品川区内の住民票交付のうちの何％ぐらい、どのぐらいの方が、このコンビニ交付を受けていらっしゃ

るのでしょうか。また、このコンビニ交付によって、１枚当たりのコストは幾らぐらいになっているの

でしょうか。そして、他方で普通の窓口交付での１枚当たりのコストというのはお幾らぐらいなので

しょうか。お伺いいたします。 

○提坂戸籍住民課長  コンビニ交付での発行の比率でございますけれど、大体５％前後かと思います。

それから発行のコストでございますけれども、窓口で交付する場合、大体、住民票と印鑑証明は１通当

たり１,０００円程度、あとコンビニ交付については、住民票と印鑑証明、あと納・課税証明もござい

ますけれど、それをひっくるめて、イニシャルコスト、ランニングコストを逆算しますと、１枚当たり

大体１,２００円程度と考えております。 

○おくの委員  ほとんどコスト的には変わらないと言えば変わらないのですけれど、少々お高くなっ

ている。それから、利用されている方が５％前後ということで、あまり効率のいいものになっていない。

それで費用はかかっているということだと思います。それで、これをお伺いしましたのは、これは全国

的に行われているわけですけれども、ある地方都市ではコンビニ交付によって１枚当たり７,０００円

のコストがかかっているという報道を目にしたこともあるのです。品川区の場合は比較的かかっていな

いほうだとは思います。他方で、政府はマイナンバー導入の大きな理由に、効率化で行財政の無駄をな

くすことを挙げていました。ところが、かえって無駄遣いになっているのではないかというのが実態で

はないかと思います。品川区内では地方都市ほどではないにしても、まずマイナンバーを付番する、発

行すること自体にコストがかかっておりますし、カードの発行自体にもコストがかかります。コンビニ

交付にもさらにコストがかかる。しかも、その利用実態は大したものではないということで、国民ある

いは区民が必ずしも必要性を感じていないものに非常に費用をかけているという意味で、かける必要の

ないところにたくさんの費用をかけているという意味で、やはり大きな無駄遣いをしているのではない

かと私には思えます。そういう無駄遣いという観点から見ましても、このマイナンバー制度は決して褒

められたものではない。政府の言っている、無駄遣いをなくすというのが実行できていないという意味

でも、このマイナンバー制度はやはりやめるべきではないかと、今のデータからも言えるのではないか

と私は思います。 

 さらに別の角度からお伺いいたします。マイナンバーは、国が、マイナンバー、個人番号を他人に知

らせてはいけないと注意を喚起しているような危険なものです。もちろんこれはマイナンバー自体が重

大な個人情報と結びついている番号だからです。ところが、マイナンバーカードをつくることによって、

個人番号、マイナンバーが他人の目にさらされる危険性を高める。他人の目にさらされる可能性をわざ

わざつくり出すことになります。その可能性を高めることにもなります。それで、他人に知らせてはい

けないという、マイナンバー本来が持つ性格と、マイナンバーカードというのは、本来、言ってみれば

矛盾する存在だと思います。そこでお伺いいたします。低い普及率にあらわれているような、区民や国

民の心配するマイナンバーカードの持っている危険性は、依然として克服されていないのではないで

しょうか。その点、どうでしょう。お伺いいたします。 

○提坂戸籍住民課長  まず、マイナンバーカードには確かに個人番号が記載されておりますけれど、

それとあわせてご本人様の顔写真、あと住所、氏名、生年月日が記載されておりまして、ご本人確認の

書類としては、それを提示するだけで、番号は控えてはいけないという規定がございます。それでもっ

て、他人には知らせられないと思います。 

 それから、危険性の克服ということについては、当初より、個人情報については一元管理をしないで
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分散管理を行う。例えば、行政で個人の方の情報を把握してございますけれども、国税情報は税務署、

あと児童手当とか生活保護情報は区役所のそれぞれの所管課、あと年金情報は年金事務所といったよう

に分散管理されておりまして、１カ所で万が一漏えいがあっても、個人情報が芋づる式には抜き出せな

いような仕組みとなってございます。 

 それから、万が一、マイナンバーカードを紛失した場合は、３６５日２４時間対応しているマイナン

バーコールセンターがございますので、そちらにご連絡していただければ、発行停止といいますか、そ

の辺の処置を一括で行っております。 

○おくの委員  分散管理されているということで、芋づる式には出てこないということなのですけれ

ども、幾ら分散管理していても、出てきた情報、分散管理されている幾つかの情報を、今は蓄積できる

わけです。そして、出てきた情報、部分部分に分散管理されている情報を蓄積していけば、やはり統合

できるわけで、分散管理されていることによって、一遍に芋づる式には出てこないかもしれませんけれ

ども、それを蓄積していけば、やはりいろいろな犯罪、あるいはプライバシーの侵害ということに使え

るわけで、やはり危険性は克服できていないと思います。さまざまな犯罪に利用される危険性というの

は、やはり克服されていないのではないかと私は思いました。やはり分散管理というだけでは、マイナ

ンバーの持つ危険性というのは克服されていないのではないかと思います。やはり危険性という観点か

らも、マイナンバー制度の廃止を国に求めていただきたい。そういうことを申し上げて質問を終わりた

いと思います。 

○大倉委員長  次に、松本委員。 

○松本委員  私からは、決算書の７７ページ、区民住宅使用料について伺います。 

 先日の建設委員会でも総括シートが出ておりまして、使用料の収納率は高い水準との評価になってい

ました。ただ、これは私も１つだけ見るというのは危険だと感じたのですけれども、収入未済額ベース

で見ますと、これは５,０００万円以上あるというふうになっております。さらに大きな額となってお

りまして、高い収納率の一方で、額で見ると極めて大きいというところになっているかと思います。そ

れで、これはなかなか無視できない数字ではないかと思うのですけれども、まず現年度と過年度の収入

未済額を伺いますとともに、なぜこれほど多額の収入未済額が計上されているのか伺います。 

○森住宅課長  区民住宅使用料の滞納額についてでございますが、過年度につきましては４,５６０

万円余、平成３０年度でございますが、５０６万円余となってございます。区民住宅につきましては、

使用料が毎月１０万円あるいは１５万円というような使用料になってございます。滞納が続いてしまい

ますと、それが１００万円に迫るような形の部分がございまして、１つの世帯につきましてそのぐらい

の世帯が出てくると。それで、戸数につきましても７００、８００という戸数がございますので、その

中で滞納された方を合計しますと、今現在ではそういった高い額になっているというところでございま

す。 

○松本委員  額がすごく大きくなっているというところで、区営住宅であれば、滞納があってもいろ

いろと考慮しないといけないことというのはたくさんあると思うのですけれども、今、１戸当たりの賃

料、使用料というところも少し出ましたけれども、区民住宅というのは中堅所得者向けだと思います。

この滞納というか、使用料が払われないということであれば、債権自体もやはり区の財産と言えるとい

うところであります。そうすると、しっかりと債権管理をしていく必要があると思うのですが、賃料、

ここでは使用料になりますが、使用料の滞納というのは、基本的には同じ人が何度も何か月も続けてい

るというものだと思います。ここ５年の数字で結構なのですけれども、同じ入居者、ここでは退去済み
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の方も含めていただきたいのですけれども、最長で大体何か月、あるいは何年分、滞納していたのか。

そういった実績があるのか。また、同様にここ５年間ベースで結構ですけれども、時効期間が経過した

ものがあれば、その件数、額、あと対応、処理をぜひお伺いできればと思います。 

○森住宅課長  滞納につきましては、退去者の方でかなり長い滞納をされている方もございます。７

か月とか９か月とかという方もおられまして、そういった方々が積み上がってきているというところで

ございます。 

 それにつきまして、区といたしましては、それぞれ実際に貴重な債権であると認識しておりますので、

その辺も含めてそれぞれ対応していきたいと考えているところでございます。時効についてというとこ

ろでございますけれども、何年かございますけれども、５年の時効期間あるいはそれ以上というところ

については、まだそこまで分類はしておりませんけれども、しっかりと債権管理を進めていきたいと考

えます。 

○松本委員  今のお話ですけれど、時効が切れたものというのも過去あるということでは、それはも

う、多分あるのではないかと思いますけれど、それはあるという理解でよろしいのでしょうか。 

○森住宅課長  債権につきまして、使用料については債権でございますので、法律上の時効というの

はございますけれども、援用ということでなければ、そのまま継続されるというところでございます。

また、少しずつでも分納されている方もございますので、そういった中では、何年かにわたってはおり

ますけれども、少しずつ返していただいている方もおられるということでございます。 

○松本委員  多分、分納されている方というのは時効が中断されるので別にいいのですけれど、問題

は、今の話だと、個人債権なので、最終的には援用がないと時効が切れないというか消滅しないという

ことだと思いますが、逆に危険なのは、１０年とか２０年前のものが、時効期間が切れているのに、

ずっと収入未済額として残っているというのは危険ではないかと思うので、ここはきちんと、不良債権

は不良債権として処理はしていただきたいと思います。 

 それで、先ほども出ておりますが、区営住宅と異なって、区民住宅は使用料が高目に設定されている

ということで、１か月、２か月でも、どんどん滞納債権というのは増えていくというところだと思いま

す。私もこの決算書を見て驚いたのですけれども、収納率のベースでいったら、区営住宅も区民住宅も

そんなに大きく違いはないのですけれども、収入未済額でいくと、区営住宅の１０倍の額になっている

ということだと思います。ですので、これは、滞納が始まったらすぐ動き始めるということが極めて大

事になってくると思うのですけれども、まず滞納が発生した後の督促状の交付などの運用はどうなって

いますでしょうか。 

○森住宅課長  督促状につきましては、まず１か月の滞納があった方に対して督促をかけておりまし

て、かつ指定管理者からも電話連絡等々させていただきながら、納入について指導しているところでご

ざいます。また、２か月を超えた滞納につきましては、催告もさせていただきながら、連帯保証人との

連絡もとりながら、なるべく早期に滞納を解消していただくという努力をしているところでございます。 

○松本委員  細かくて申しわけないのですけれど、催告といってもいろいろ中身はあると思うのです

けれども、具体的に督促と催告はどのような違いで出されているのかということをお伺いできればと思

います。 

○森住宅課長  督促につきましては、１か月滞納ということになりますので、そこで収納についてお

願いしたいということで、督促をかけているところです。２か月滞納以上になりますと、催告というこ

とになりまして、１か月目、２か月目も含めて、引き落とし、払っていただきたいということでお願い
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しております。 

○松本委員  例えば品川区立区民住宅条例第２４条３項で、使用者が３か月滞納したときなどに、使

用料の助成を打ち切ることができると定められているわけですけれども、例えば催告書なり督促状の中

に、こういったものがあるのですよという中身として入れていらっしゃったりはするのでしょうか。 

○森住宅課長  これまではそういった形でも入れておりましたけれども、今現在は、１５年、２０年

たった中で、助成自体がなくなっておりますので、今は基本的には使用料の滞納を解消していただきた

いということであります。 

○松本委員  わかりました。あと、今のお話だと、１か月、２か月という話が出ていましたけれども、

大事になってくるのは、滞納が続いていくということになってくると、明け渡し、民間で言ったら契約

解除ということが大事になってくるかと思いますが、契約解除といいますか、明け渡しの請求は、大体、

滞納何か月分で明け渡しの請求を行っているのか。あと、請求する際も、普通の通知でやるのか、内容

証明郵便でやるのかとか、いろいろあると思いますけれど、このあたりもお願いいたします。 

○森住宅課長  滞納につきましては、６か月を超える方に対して、弁護士と相談をしながら明け渡し

請求の訴訟をしているところでございます。 

○松本委員  条例上というところで申し上げると、同じく区民住宅条例第２４条では、使用料３か月

滞納で明け渡し請求可能になっているというところでして、我々弁護士も大体３か月たったら、相談し

てというか、すぐ明け渡しの解除通知をつくって、出ていってくださいというふうなことを言うことが

よくあります。ですので、３か月の差というところも、それだけでも数十万というところになっていき

ますので、ぜひとも、６か月と言わずに、もっと十分な対応を求めていきたいと思いますが、いかがで

しょうか。 

○森住宅課長  それぞれ毎月指定管理者と相談しながら、早期の滞納の解消を働きかけていくところ

でございます。また条例に基づきまして、適正に対応していきたいと思います。 

○大倉委員長  次に、松澤委員。 

○松澤委員  私からは、成果報告書５２ページの決算状況一覧表の実質収支額、実質収支比率、決算

書５２ページの特別たばこ税、７５ページ、電柱・電線類について質問させていただきます。 

 まず初めに成果報告書、決算状況一覧の中の実質収支、平成２９年度は６２億１８１万３,０００円、

平成３０年度は５１億８,７９８万８,０００円と減少しております。連動する実質収支比率、平成２９

年度は６.５％、平成３０年度は５.０％と下がっておりますが、理由を説明していただけると幸いでご

ざいます。 

○品川財政課長  実質収支の関係と実質収支比率の構成でございますが、まず平成２９年度、６２億

円から平成３０年度に５１億円という形で金額が落ちておりますが、こちらは財調の特別交付金の関係

で、金額が少し下がっているというような状況でございます。これに連動しまして実質収支比率も下

がっているというものでございますが、実質収支比率は、計算式の中身で分母になるところが、決算状

況一覧表の右側の上から３つ目ぐらいにあります標準財政規模が分母になりまして、これが、歳入が増

えたことによりまして金額が増えています。こういった関係で、数字の実質収支比率が５％という形に

なっております。なお、実質収支比率につきましては、通常、３から５％が適切な値ということで言わ

れております。そういう意味では、本年度の決算のほうが実質収支比率としては適正な値となっている

ということでございます。 

○松澤委員  適切な比率ということがわかりました。 
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 次に、特別区たばこ税になります。特別区たばこ税は３２億４,９６５万８,３７５円、大変多くの税

収がございます。この数字は減っているものなのか、最近の傾向をお知らせください。 

○伊東税務課長  特別区たばこ税の歳入でございますけれども、平成２９年度決算から見ますと、

ちょっとお話があったと思います。１,２０１万円ほどの減収となっています。率で０.３７％減でござ

います。この間、さまざまな影響によりまして、売り渡し本数につきましては毎年１,０００万本単位

で減少が続いているという状況になってございます。その中で、税率改定がございますときには、少し

本数から見て税収の落ち込みが少ないというようなこともあるわけですけれども、全体的に見ますと、

昨今の健康志向ですとか喫煙環境のことですとかが影響しまして、税収も、いわゆる右肩下がりという

ような状況でございます。 

○松澤委員  １０８ページに、喫煙環境整備事業補助金が４８０万６,０００円という収入が割り当

てられていますが、これはどのように使われたのでしょうか。 

○立木経理課長  こちらの補助金でございますが、庁舎の喫煙所を２カ所設置しております。そちら

の工事費に充てられております。東京都の補助金で１０分の１０の補助ということになってございます。 

○松澤委員  受動喫煙防止が進み、喫煙所がだんだんなくなっていく中、灰皿がないので路上で吸う、

また公園で吸うなどの問題が大変多く見受けられると感じております。これも喫煙者のモラルの問題か

と思いますが、しっかりとした分煙環境を望む区民の皆様の声が大変多く聞こえます。まちにあります

喫煙所、いろいろ駅前にありますような喫煙所。これは一体どの財源が充てられているのかわかります

でしょうか。 

○伊東税務課長  喫煙所関係の財源というお尋ねかと思いますけれども、私は、特別区たばこ税を

扱っている部門から申しますと、特別区たばこ税に関してはいわゆる一般財源ということで、さまざま

区の事業、さまざまなところに充てられるというような形で入っているところでございます。というこ

とで、喫煙所等々の整備というような経費というのは、ある意味、たばこ税からも出ているかと思いま

すが、一般財源を充てているということになるのかと思ってございます。補助金等がないためというこ

とでございます。 

○松澤委員  ３２億円の特別区たばこ税の税収を受動喫煙対策にもっと多く使っていただき、分煙の

進むまち品川区といったまちづくりを進めていただきたいと思っておりますが、これからの品川区のご

見解をお聞かせください。 

○黛生活安全担当課長  まちの中の分煙の関係でございますが、コンテナ型の閉鎖型の喫煙所、ある

いは委員からご指摘のありました、置いてある灰皿を覆うようなパーテーションなどの設備は、分煙化

を進める上で大変重要なものであると認識させていただいているところでございます。しかしながら、

これらの施設を導入するに当たりましては、当該施設の敷地の広さの問題や、交通安全上の問題などの、

なかなか難しい問題もあるわけでありますが、担当といたしましては、知恵を絞り工夫しながら、可能

な限り、このような分煙化施設を導入し、たばこを吸う人、そして吸わない人が共に快適に過ごせるま

ちづくりを進めてまいりたいと思います。よろしくお願いします。 

○松澤委員  私も、駅前にある灰皿が置いてある状態と喫煙所というのは、やはり周りに副流煙を醸

し出すという悪い環境かと、感じておりますので、難しいとは思いますが、箱型というか、パーテー

ションというのですか、ああいう形でどんどん設備が整うようなことを、要望としてお伝えしたいと思

います。 

 長くなってしまったので、次に電柱にいきたいと思います。甚大な被害を出しました台風１５号、私
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の家の近くの文庫の森も、倒木、木がいっぱい倒れていまして、外に倒れなかった分、被害はなかった

と思うのですけれども、もし仮に倒木があったときに、電線が切れて大規模な停電に見舞われてしまう。

そういったときの品川区の対応をお聞かせください。 

○多並道路課長  今回、かなり強風な、強い台風があった際に、特に千葉県を中心とした、電柱の倒

壊などによる停電がありました。品川区においても、ああいう大低木の大きな木が電線にひっかかった

場合はそういうこともあり得ると思います。それについては、今後、東京電力ともいろいろ協議しなが

ら、あらゆる対策というのは今後検討しなくてはいけないと考えているところでございます。 

○松澤委員  電線の倒木、停電しないためにも、無電柱化を進めていっていただきたいと思っており

ます。どうぞよろしくお願いいたします。要望でございます。 

○大倉委員長  次に、湯澤委員。 

○湯澤委員  私からは、９９ページ、２節、防災・安全交付金の公園・児童遊園整備費について質問

させていただきます。 

 公園や児童遊園は区民にとって憩いの場であり、また毎日多くの方々が利用されており、快適で清潔

な環境を保つため、遊具のメンテナンスやトイレの清掃、そして樹木の剪定といった保守管理はとても

重要なものであると思います。そのための維持管理、そして整備改修工事等といった費用は、土木費の

公園・児童遊園費において、３３億円強の予算がついているかと思います。そこで教えていただきたい

のですが、この防災・安全交付金における公園・児童遊園整備費は具体的にどのような使われ方をして

いるのか教えていただきたいと思います。また、先般の日本各地に猛威を振るいました台風１５号で品

川区にも大変大きな爪跡を残したかと思うのですけれども、公園内の樹木も折れたり傾いたりといった

被害を受けておりましたが、その際の作業費や修繕費といったものに関しましては整備費の対象となる

のか、以上２点教えていただければと思います。よろしくお願いします。 

○溝口公園課長  まず私からは、今回、歳入で計上しております、防災・安全の社会資本整備総合交

付金の使い道でございます。これにつきましては、まず１つ、しながわ区民公園の南側ゾーンの改修工

事を行っておりまして、これは防災の観点から整備を行っておりますので、その形での使用。また、公

園バリアフリー工事という形で、また公園の長寿命化計画といったものがある公園ということで、池田

山公園の改修を行っておりますので、この２つの公園の改修工事に補助金を充てているものでございま

す。また、倒木の被害につきましては、公園も含めて、区内で約９２本ほど被害が出ているところでご

ざいますが、この復旧につきましては、一旦はやはり公園の維持費等を使いながら改修していく形には

なりますが、今後、財政的にどういう形になるのかというのは、協議すると聞いているところでござい

ます。 

○湯澤委員  ８年前に起こりました東日本大震災以降、いつ起こってもおかしくないと言われている

首都直下型大地震への危機感から、区民の防災意識、関心は大変高まっているように思います。町会に

おいては、町内の住民に対して町会独自の防災訓練を行ったり、また避難所訓練への参加をより一層促

すなどして、いざというときの災害に備えて災害意識を高める努力をしているとお聞きしております。

品川区におきましても、防災ハンドブックを全戸配布したり、また各町会に対して、防災訓練に対する

助成金をはじめ、ミニポンプや担架、そして簡易トイレ、アルファ米といった防災用の備品や備蓄品の

支給を行ったりされておりますが、防災用の備品を保管しておくべき防災倉庫は公園や児童遊園または

特定児童遊園に多く置かれていると思っておるのですが、この整備費の中に、防災倉庫の購入や設置、

また維持管理などへの助成は含まれていますでしょうか。含まれていない場合には、その理由も教えて
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いただければと思います。 

○溝口公園課長  実際、公園の中に置かれています町会の防災備蓄倉庫というものについては、公園

で管理しているという形よりも、町会の方たちが管理している形になりますので、特段、公園のほうで

維持管理といったものは計上しているものではございません。 

○湯澤委員  現在、町会によっては、町会内に公園や児童遊園がないために防災倉庫の設置ができず、

やむを得ず近隣町会の公園や児童遊園といったところに設置させてもらっている町会もあることはご存

じかと思いますけれども、そういったことであると、いざというときに防災倉庫まで遠かったり、また

倒木、倒壊といったもので到達できなかったりといったことが懸念されるかと思います。このように、

何らかの理由で町会内に防災倉庫を設置できない町会から、今後、公園の誘致の申請や、また候補予定

地の取得に対して補助申請などがあった場合には、防災の観点から、私はぜひともそういった要望に応

えていただきたいと思っておりますが、区の見解はいかがでしょうか。また、防災倉庫の購入費用に関

しましては、現在、申請があれば上限５万円までの助成は行っておりますが、修理費、そして老朽化に

よる再購入の申請があった場合にも、各町会１つの防災倉庫に限ってのみで結構ですので、全額または

助成の増額といったものをされたらと思っているのですが、区の見解としてはいかがでしょうか。 

○溝口公園課長  まず町会内に公園のない場所につきましては、できれば早目に公園としての適地が

あれば、積極的に買っていきたい。また、それを公園として活用していきたい。また、そういったもの

は地域の安全安心につながっていく防災広場等につないでいくように考えておりますので、そういった

中で地域からの要望があれば、新しい公園ができた際には、倉庫といったものも置けるような形にして

いきたい。また、整備する際には地域のお声を聞きながら整備するような形になりますので、防災の視

点も入れながら整備していきたいと考えているものでございます。 

○中島防災課長  防災資器材倉庫の維持・補修の関係のご質問だと思いますが、委員ご指摘のとおり、

購入に当たりましては防災資器材整備助成金をお使いいただけるようになっておりますが、維持補修に

関しましては、防災区民組織によってさまざまでございますので、基本的に防災区民組織育成助成金を

毎年お渡ししておりますので、その範囲の中で必要に応じて対応していただければと思っております。 

○湯澤委員  私としては、５万円の上限が今ありますけれども、ぜひ増額なども含めて検討していた

だけたらと思います。改めてになりますが、公園は区民にとって憩いの場でありまして、また災害のと

きには助け合いの場になるかと思います。防災意識が高まっている区民の皆さんが、いざというときに

自助・共助といったものが行えるように、防災倉庫の購入費、そして修繕費、または防災倉庫を設置す

るための公園の誘致、それから助成についても、要望があった際にはぜひとも公園・児童遊園整備費に

おいても対応していただければと思っておりますが、要望として、私からの質問は終わらせていただき

ます。 

○大倉委員長  次に、安藤委員。 

○安藤委員  ９５ページの国庫支出金、社会資本整備総合交付金、品川駅南地域周辺まちづくり事業

について伺います。 

 こちらは４００万円の国補助を受けて、まちづくり検討業務を委託して、検討委託の成果物として、

平成３０年度も報告書の提出があったと思いますが、その内容について伺います。どんな検討結果が報

告されたのでしょうか。それとあわせまして、品川駅南地域周辺まちづくり検討業務委託はこれまで何

回計上されて、その合計額は幾らになるのか伺います。 

○東野まちづくり立体化担当課長  まず平成３０年度の業務の成果でございます。平成３０年度につ
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きましては、品川駅南地域のコーディネート業務といたしまして、コーディネート業務といいますのは、

地域への支援業務の一環でございます。この３１７ページにある委託経費の中で、コーディネート業務

が５７０万円余、それからもう一つありまして、まちづくり活動支援といたしまして、ＶＲデータの更

新作業が２３９万円余の金額となっておりまして、これに当たる国庫支出金ということでございます。 

 成果といたしましては、こちらのコーディネート業務、地域へのアンケート調査等を行いまして、こ

ちらの回答を得ているところでございます。 

 それから、あと、これまでの委託経費でございます。平成２４年からまちづくりビジョンの検討を区

でも行っておりまして、平成３０年度まで合計いたしますと約８,５００万円余の金額が決算として計

上されているところでございます。これまでビジョンの策定のほかに、重点整備地区の検討であります

とか、品川浦周辺地区の計画の検討・検証、それからそれに係る交通計画や現地検討といったものを

行ってきたものでございます。 

○安藤委員  かなりの額、８,５００万円という支出になると思いますけれども、アンケートという

ことで、この年度はやったとありましたけれども、どういう方に何をアンケートしたのかというのをお

答えください。また、区は再開発については、地域課題の解決のためですとか、あるいは国の補助金も

受ける法定再開発である以上、公共性があるのだということで、補助金も投入してきたわけですけれど

も、こちらの地域における再開発における地域課題や公共性とは何か、伺いたいと思います。先ほどの

検討内容との関係もあわせてご答弁いただければと思います。 

○東野まちづくり立体化担当課長  まちづくりのアンケートでございます。こちらにつきましては、

重点地区でございます品川浦周辺の方々を対象にいたしましてアンケートを行ったものでございます。

中身につきましては、まずアンケートを行う方の対象につきましてお伺いしているところ、それから品

川浦南地域についてどういったものかということをお伺いしているところ、また、この地域、今住んで

いる土地の状況についてのお伺い、また、まちづくりへの参加についてどう思っているか等々につきま

してお伺いしたものでございます。 

 それから、地域の課題と公共性についてでございます。地域の課題につきましては、品川浦周辺、特

に品川浦の南側に当たる部分につきましては、密集している住宅が立ち並んでいるような状況でござい

ます。また、周辺の開発、特に今、品川駅周辺での開発が進んでいる状況を踏まえまして、そちらと連

坦させた計画をしていきたいという地域の声が大きくなってきているような状況でもございます。また、

そういったところを、品川区まちづくりマスタープランなどを踏まえまして、品川区としても支援して

いくというような状況でございます。 

○安藤委員  改めて、品川浦周辺地区再開発協議会の、３街区に分かれていると思うのですけれども、

北と南、西、それぞれの街区の地権者数、地主と借地権者数それぞれと、再開発協議会への加入率を伺

いたいと思います。また、この再開発の対象となる地域の広さは何ヘクタールになるのでしょうか。ま

た、現時点で想定される事業費規模や補助金規模がわかれば、現時点での想定でもいいのでお伺いしま

す。 

○東野まちづくり立体化担当課長  まず、広さでございますけれども、品川浦周辺地区再開発の規模

でございますが、約１３ヘクタールでございます。それから、それぞれの街区に分かれてという部分に

つきましては、全体の街区を３つに分けておりまして、品川浦を挟みまして、北側、それから南側、西

側ということで分けてございます。北側につきましては、土地建物所有者は、まだ全体のという部分に

なりますので総合的に計算いたしますと、街区地権者としましては、マンションをまず１棟と数えてご
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ざいます。そういったものも含めて、北街区が６８の地権者、南街区が８９の地権者、西街区が６４の

地権者、合計で２２１の地権者がおります。それから、それぞれの地区の加入者でございます。加入者

につきましては、北街区が３８になりますので約５６％、南街区が４６ですので約５２％、西街区

が３３になりますので約５２％、合計で加入者１１７となりまして、５３％の方が現在加入しているよ

うな状況でございます。 

 それから、事業費、補助金につきましては、まだ事業の規模などというところを精査している、計画

をつくっている段階でございますので、まだ出ておりません。 

○安藤委員  １３ヘクタールというと相当な広さで、事前にお伺いしましたところ、事業支援企業と

して、旭化成、五洋建設、東京建物、日鉄興和不動産、ＮＩＰＰＯ、三菱地所、三菱地所レジデンス、

これだけの企業が総がかりでこの地域を開発しようということになります。例えば北品川五丁目第１地

区は約３.６ヘクタールですけれども、あそこも相当広いのですけれども、超高層４棟を含む６棟の再

開発で、事業費が１,１５９億円、補助金は１９.１％に上る２２１億円余でした。これ以上の規模での

税金が大規模に投じられることになると思います。それで、北品川にお住まいの方々にお話を伺うと、

これまでのまちやコミュニティを活かして、若者もお年寄りも多様な方々が住まえるまちを望んでいる

というような声を伺います。都営住宅があるのですが、まちづくりビジョンを見ると、北街区の区域の

都営住宅の真上等に品川浦を横断する緑道が引かれておりますけれども、都営住宅をどうする考えなの

でしょうか。建て替えなのでしょうか、移転なのでしょうか。東京都の協議はどうなっているのか。私

の考えとしては、移転は区内の都営住宅の戸数減になり認められませんけれども、区の考えを伺いたい

と思います。 

○東野まちづくり立体化担当課長  品川浦周辺地区につきましては、都営住宅が３つございます。そ

の都営住宅につきましては、地権者の方が管理している協議会におきまして、その地区の中で移転も含

めて考えていきたいというところでございます。区は、東京都ともその点につきまして現在、協議を続

けているところでございます。 

○安藤委員  地区の中でということもありましたけれど、こちらは本当に多様な方々が、しかもこれ

までのコミュニティを活かしてまちをつくってほしいということがありますので、ここは都営住宅を必

ずしっかりと存続していただく必要があるし、この再開発をやめていただきたいのです。旧東海道品川

宿周辺まちづくり協議会の皆さんも、ここの地域では再開発、超高層を望んでおりません。ぜひ住民の

声を聞いていただきたいと思います。 

○大倉委員長  次に、あべ委員。 

○あべ委員  私からは、まず歳入歳出全般についてのご質問をさせていただき、それから後は、５０

ページ、特別区民税、それから１３３ページの財産収入、これは地所賃貸料、そして１３６ページの文

化スポーツ振興基金繰入金についてお伺いできればと思っております。 

 まず歳入歳出全般についてなのですけれど、平成３０年度１,７２０億円の歳入と、そして歳出

が１,６６８億円、基金残高１,０００億円の大台にということで、健全財政は大変結構なことなのです

けれども、これだけ規模が大きくなってきてしまうと、過去の全国自治体を見ておりますと、ついつい、

にぎわい施設、集客施設などをつくろうとして、財政的に失敗してしまうというようなことも見られま

す。ぜひ、冷静な財政運営をしていただきたいと思います。一方で、過去１５年余り、１０万人近く、

人口が増えておりますので、日常の行政サービスの需要量というのは確実に増えております。児童福祉、

保育園などは増えましたけれども、まだまだ高齢者施設、障害者や生活福祉関係、あるいは保健士、保
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健衛生サービス従事者といったところは、人口の増に追いついていないのではないか。このことが区民

生活に負担をかけているのではと思います。そういった意味で、財政全般を、これからどのようにこの

財政を活かしていくのか。そのバランスと、バランスの是正の仕方の考え方についてお伺いできればと

思います。 

 特別区民税については、４５０億円の特別区民税の中で、復興特別区民税の金額は幾らになっていて、

そして何に使っているのか教えてください。 

 財産収入に関しては、第一日野小学校の跡地、これは２０２２年で契約終了ということになるかと思

います。その後の考えについてお伺いさせてください。 

 また、文化スポーツ振興基金繰入金は、旧事業に６億円となっておりますけれども、これはちょっと

後で聞きます。とりあえずその３つをよろしくお願いします。 

○柏原企画調整課長  まず、今後の財産といいますか、財政運営のところでございます。これにつき

ましては、今、委員のご指摘もございましたけれども、人口も増えているといったところがあって、行

政需要の伸びといいますか、一応申しますと、学校改築は、この一例として、今、計画的に進めている

といったところがございます。そうしたところから、ハード整備、それからソフトの事業に関しても、

そういったニーズに合わせるような形で政策を進めていきたいというところで、今、長期基本計画をつ

くっておりますが、そういった中でお示しできればと思ってございます。 

 それから、是正の方法等々もございますけれども、事業をやる上でのチェックというのは大切であり

ますので、それもきちんとした形でお示ししながら、議会の皆様のチェックも含めて、よりよい運営を

図っていければと思っております。 

 それから、旧第一日野小学校跡地の関係でございますけれども、現段階で契約しておりますのは、旧

第一日野小学校跡地は令和４年９月の頭までということになってございますので、基本的にはそこでお

返しいただくというところで、その後は区の活用ということで、さまざま内部で、いろいろ行政需要等

を含めて検討している段階ということでございます。 

○品川財政課長  住民税の復興関係の充当の部分につきましては、主な充当部分としましては、まず

備蓄関係です。これを充実させていくところに使用しているというところと、それから、あとスタンド

パイプの配備の部分、それから区民消火隊に対しての装備といった部分に、主なところとしては充当し

ております。 

○あべ委員  ハードに偏らずソフトの部分でぜひ日常の行政需要を満たすようによろしくお願いいた

します。 

 それから旧第一日野小学校跡地です。これは２０２２年９月で返してもらうということで、ようやく

正常化するかと思います。今回の一連の、考えてみれば公共用地を、単に民間企業に利益供与してし

まっただけになってしまった。これは結果論ですけれども、この契約のあり方等々について反省すべき

点があれば、あるいは改善すべき点があれば、どこにあったかということを振り返っていただければと

思います。これもご答弁をよろしくお願いいたします。 

 それから特別区民税なのですが、これは金額では幾らになりますでしょうか。よろしくお願いします。 

○柏原企画調整課長  旧第一日野小学校跡地の貸し付けに係る部分でございます。当初、地元の地域

経済の活性化と、それから、それをなくさないためにということで、企業等にお貸ししたというところ

でございました。その後、貸しっ放しにならないように、事業定期借地という手法を使ったというとこ

ろは新たな考え方で進めさせていただきました。そういった中で、経済状況が変わったり、企業の運営
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の状態が変わったり、経済環境も変わったというのがあったので、結果的にはホールというのをその事

業者がつくって、一定の集客といいますか、区のにぎわいはできたというところはありますけれども、

途中途中の経済環境が変わったとか、想定し得ないところが変わったときの対応といいますか、そう

いったところも含めて、こういった事例がある際には、そういった対応に対する区の考えといいますか、

そういうものを事前にまとめておくのが必要だろうというのは、今回の契約について思ったところでご

ざいます。 

○品川財政課長  金額ですけれども、平成３０年度に関しまして言えば、約１億１,０００万円にな

ります。均等割の課税で対象が大体２３万人になりまして、そこから５００円ずつ取っておりますので、

これぐらいの金額となるということでございます。 

○あべ委員  まず旧第一日野小学校跡地なのですけれども、企業を相手にこうした契約をする場合、

経済環境というのは常に変わるわけです。ですので、解除条件つきの契約にするなど、いろいろと今後、

リスクをできるだけ区が負わないような形で考えていただければと思います。 

 それから、特別区民税のほうなのですけれども、これは災害担当のところも含めて、こうした税金を

受けているということが、区の中で非常に認識が薄いのではないかと感じております。昨日も担当部署

の課長ともお話ししておりましたが、こうした税金を区民の皆さんからいただいているという意識、そ

してそれを何に使っているかということはしっかりと把握していただき、そして区民の方に説明してい

ただければと思います。法人税については、これは国は既にあっさりと廃止しております。そういった

意味では、自治体としても、これはもう廃止を働きかけてもいいのではないかと思っておりますが、こ

れは意見にとどめます。 

 それから文化スポーツ振興基金繰入金なのですけれども、この基金自体ができるときに、その目的で

すとか、どういうことに何を充てるのかということが非常に曖昧なまま行われたかと思います。今回

も９事業に６億円とありますけれども、９事業を足すとちょうど６億円になるわけでなし、この基金が

どのような形で使われていくのか。またご説明のときの、これができたときには５億円ずつ取り崩して

いって、余裕があればまた５億円ずつ足していくというようなご答弁もあったわけですけれども、必ず

しもそのような運営がなされているわけではなさそうです。この基金の運用のあり方、あるいはこれが

なければ本当に品川区のスポーツ振興はできないのか。わりと毎年行われている事業に使われている傾

向が高いように思うのですが、改めて、文化スポーツ振興基金の意義、なぜあるのかということ、そし

てどのように使っていくのか、ご説明ください。 

○品川財政課長  まず１点目の、均等割のほうの、復興関係の税でございますけれども、こちらの使

い道は、基本的には１０月の広報でお出ししているというところはあります。ただ、周知不足とか、そ

ういうところであれば、また今後もいろいろ工夫はしていきたいと考えております。 

 それから文化スポーツ振興基金のほうですけれども、設置の目的としましては、地域のにぎわいの創

出につながる区民等の主体的な文化、スポーツ、芸術活動、スポーツ活動等の振興および環境整備の財

源に充てるために、文化スポーツ振興基金というものを充てております。これも、これからのオリン

ピック等にも向けて、やはりこういうところも充実していこうというところで、基金も設けてやってい

るというものでございます。 

○大倉委員長  次に、こんの委員。 

○こんの委員  私からは、７６ページ、自転車駐車場使用料、９４ページ、地域生活支援事業費、こ

ころの健康づくり事業、そして１２６ページ、あるいは１２８ページ、事務処理特例交付金、３点お聞
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きしたいと思います。 

 まず自転車駐車場使用料ですけれども、現状をお聞きしたいと思います。この自転車駐車場使用料の

定期利用、そして一時利用と台数と使用料が記載されておりますけれども、その中の内訳として、大森

駅水神口の周辺の駐輪場の現状をお聞きしたいと思います。周辺の駐輪場の定期利用と一時利用の台数

と使用料と、それぞれの稼働率の現状を教えていただきたいと思います。あわせて、可能でしたらば、

推移、過去３年の定期利用、そして一時利用、それぞれ稼働率を教えてください。 

○古郡交通安全担当課長  大森駅の周辺の駐輪場の関係ですが、推移からいきますと、平成２８年度

定期利用の台数が２,８５９台、使用料が６４９万２,０００円、当日の利用というのが１８

万９,３７０台、使用料が２,８４０万５,２００円となります。平成２９年度になりますと、定期利用

が４,９３３台、使用料が１,２２８万５,７００円、当日については１５万６,５９３台、使用料につき

ましては２,３４８万１,９５０円となります。昨年度、平成３０年度につきましては、定期利用

が５,０１０台で、使用料が１,２４８万７,８００円、当日につきましては１５万６,２３６台でござい

ます。使用料につきましては２,３４３万５,４００円となっております。稼働率ですが、これも経年で

いきますと、平成２８年については定期利用が９７％、当日が１０５％となっております。平成２９年

度につきましては定期利用が５４％、当日が１２７％、平成３０年度につきましては定期利用が６０％、

当日で１０２％となっております。本年では、現在では定期利用が６５.２％で、当日につきまして

は９０％でございます。 

○こんの委員  平成２８年にオープンして２年が経ちます、定期利用の地下機械式駐輪場ですけれど

も、今の稼働率でお聞きしますと、設置された当時は稼働率が大変よろしいのですが、それから一旦が

くんと落ちて、そして平成３０年度６０％、現在６５％という状況を、今お答えいただきました。この

稼働率が下がってしまっている要因はどのように捉えていらっしゃいますでしょうか。また、この稼働

率を上げていくために何か方策を考えていらっしゃいますでしょうか。 

○古郡交通安全担当課長  平成２８年につきましては、定期利用、地下駐輪場につきましては平

成２９年４月から稼働しております。平成２９年度につきましては、なぜ下がったのかといいますと、

区民優先制を導入しまして入れかえを始めたときということで、他区の方が結構使用していたという状

況で、それから平成３０年にかけて徐々に区民の方が利用していただいているということで、本年につ

いては６５.２％というような状況でございます。 

 稼働率を上げる方策につきましては、やはり一時利用ですとか、そういった方にチラシを配る等の啓

発活動をするということで、今後も引き続きやってまいりたいと考えております。 

○こんの委員  今お伺いしたように、平成２９年度から始まった地下機械式駐輪場、こちらの稼働率

を上げていく方策としては、周知が足りなかったという、これを強化していくというご答弁だと思うの

ですが、確かに周知は大事なことで、これがまず第一だと思います。そのほかに、やはりニーズをちゃ

んと把握して、どのようにここを使っていったらいいのかということもあわせて考えていくべきではな

いかと思っております。例えば、定期利用のいわゆる地下機械式駐輪場が、今、６５％強ですので、こ

れを何とか稼働率を上げていくためには、ここの駅の周辺の駐輪場が、一時利用も含めてどういうニー

ズで、一時利用のニーズが高いのか、それとも定期利用のニーズが高いのか。その辺もきちんと押さえ

た上で、この駐輪場をきちんと適正に使っていただく。こうした体制が必要ではないかと考えます。 

 そこで、定期利用でしている機械式の駐輪場ですけれども、現時点では定期利用しかできませんが、

いわゆるカード式で、機械式ですから、定期利用としているわけですけれども、ちなみに港区とか荒川
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区とか世田谷区にも、こうした地下の機械式駐輪場が設置されていて、そこでは定期利用も一時利用も

どちらも可能とする駐輪場になっております。こうした駐輪場の使い方も出てきているわけですので、

この駐輪場を、空いているところを一時利用という形をとれたら。私は、ここのニーズは一時利用がと

ても多いと感じております。そうしたニーズの分析もしていただきながら、稼働率を上げていく。何の

ためにこれをつけたのかというところをしっかり使っていただくためにも、稼働率を上げる方策として、

私は一時利用も可能とする駐輪場にしていくのもいいのではないかと要望したいと思いますが、その点、

いかがでしょうか。 

○古郡交通安全担当課長  当日の受け入れには、今、定期利用になっていますので、そこの改良工事

とか、多分その技術面、そして利用者の誤作動というのがありまして、運用面で課題が多々あるという

ことで、メーカーにも話しておりますが、現段階では非常に難しいというようなことを伺っているので

すけれども、今後、メーカー等と協議を引き続きやっていきたいと考えております。 

○こんの委員  ぜひメーカーとの調整をお願いしたいと思います。 

 次の質問にまいります。ページ数は順不同になりますけれども、１２６ページ、１２８ページにあり

ます事務処理特例交付金。この特例交付金は都からの委託金で、この委託金の中に東京都屋外広告物条

例の規定によって、区における違反広告物の除去事業が含まれていると認識しております。その点につ

いて確認と、参考まで、交付金額のうち、違反広告物の除去事業分の決算額がどれぐらいなのか、わか

りましたら教えてください。 

○今井土木管理課長  初めに１２６ページの事務処理特例交付金ですけれども、こちらは総務局の区

政課の取りまとめの１８項目の中の一つとなっておりますので、総務費の中で計上されているものでご

ざいます。こちらは、今、委員がご指摘の屋外広告物につきまして、違反広告物を取り去った枚数に応

じまして１枚当たり２４８円という形で、約５万枚、平成３０年度、取り下げましたので、東京都か

ら１,２４０万円余が一般財源として歳入されているということになっております。 

○こんの委員  かなり撤去がされている。違反広告物が区内にあるのだという思いです。実際に違反

広告物について、先日、不動産業者の広告と思われる、住宅売り出しのチラシが入った、社名の記載の

ない封筒が、大井四丁目の住宅の壁や電柱に張られているということで、違反広告物の被害を受けた区

民の方からご相談を受けました。こうした違反広告物について、現在、しながわ景観美化隊というボラ

ンティアの方々による除去事業が実施されているとお聞きしておりますけれども、この除去事業の活動

状況をお聞きしたいのと、また毎月報告される違反広告物の状況から、広告物の種類、あるいは発見さ

れる場所の傾向性はどのように捉えていますでしょうか。 

○今井土木管理課長  今お話がありました、しながわ景観美化隊、違反広告物の除却のボランティア

でございますが、現在、協会も多うございますが、２４団体が登録されていまして、総員で２７２名と

いう形になっております。現在、こちらは電柱に、ほぼ不動産の広告のチラシが多い形になっておりま

して、特に駅から住宅街に向かうところの電柱等についているという状況でございます。 

○こんの委員  まさに今ご答弁いただいた、駅から住宅に向かう、被害に遭った大井四丁目もそうい

う状況ですので、やはりそういったところに多く違反広告物があるということですが、こうしたボラン

ティアの方々によって、まちの中の違反広告物を取り除くことによって、きれいなまちを保っていただ

けているというのは、大変にありがたい事業であると思います。引き続き、この事業を、皆さんにご協

力いただきながらしていただきたいと思いますが、１つ、細かく提案を申し上げると、この違反広告物

の協力をしたいと思う人が、例えば区のホームページでお知らせをされていると思うのですが、すぐに
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検索できない状態、検索がわかりづらい状態ですので、ここをもう少し工夫されたらどうかと思います

が、いかがでしょうか。 

○今井土木管理課長  今、区のホームページのご紹介もありました。また、転入者にお渡しするしな

がわガイド、そして高齢者向けの、しながわいきいきガイド等でも周知しておりますが、やはり区の

ホームページが情報の入手には一番適切だと思いますので、これは工夫したいと思っております。 

○こんの委員  来年の東京２０２０大会に向けても、品川区のまちをきれいにして、訪れる外国人観

光客の方をお迎えできるように、多くの人に作業をお手伝いしてもらいながら、すばらしいまち、景観

を保っていっていただきたい。このように要望して終わります。 

 次の質問にまいります。こころの健康づくり事業ですけれども、こちらは、国庫支出金のほうではメ

ンタルチームサポートを強化するために、専門の精神保健相談員を配置して、精神疾患に関わる支援事

業を展開するものと理解しております。この事業は大変にありがたい事業でございますので、まずはこ

の事業の概要をご紹介ください。 

○榎本荏原保健センター所長  メンタルチームサポート事業ですけれども、病状不安定な精神疾患の

患者でありますとか、措置入院など入院されている患者に対して、医療機関、福祉機関、保健の機関な

どが多職種チームで連携いたしまして、その方の病状不安定な状況でありますとか、ご家族も含めて、

非常に困っていらっしゃる状況について検討を進め、その方が安心して生活できるようにということで

続けている事業で、病状を安定させて、暮らしやすく過ごすということを目的にしております。 

○こんの委員  精神疾患の患者を抱えるご家族にとっても大変にありがたい事業であると思います。

治療を終えて、そして自宅に戻ってきて、社会の中で患者も過ごしていきたい、生活していきたい。ご

家族の方も見守っていきたい。だけれども、それだけではなかなか守り切れないというところを、専門

員の方も通じてサポートしてくださる大事な事業ですので、今後、この辺の事業に期待したいと思いま

す。 

 以上です。 

○大倉委員長  次に、せお委員。 

○せお委員  私からは、５０ページの特別区民税、１５１ページの生活支援型一時保育についてお聞

きいたします。 

 まず５０ページの特別区民税です。平成３０年度の区民税の歳入額は４５１億円ですが、品川区民が

品川区以外にふるさと納税をしたことで、本来入るはずだった税額が１６億５,０００万円だと伺って

います。これは年々増えています。品川区の財政は黒字で健全会計だということは理解しておりますが、

これから１０年以上、品川区の人口は増えると予測されています。ということは、当然、区民の方への

サービスに対する歳出は増えるわけです。少子化対策、高齢者福祉、障害者福祉にさらに予算を使わな

いと、品川区民の生活の安定はありません。そして、品川区に納税している個人や企業は、もちろん健

全に節税したいわけです。 

 さて、この、他の自治体へのふるさと納税においての流出を防ぐのは少し難しいとしたら、単純に品

川区の歳入を増やしたいと考えます。それに対して２点提案いたします。まず１つ目は、品川区内外か

ら品川区にふるさと納税をしていただけるようにしたいのですが、例えば品川マラソン。ランナーの方

からは、品川区はよいところがたくさんあるので走りたいというお声をいただいています。天王洲アイ

ルなど、マラソンマニアの一部では、走っていてとても気持ちがいいと人気があるそうです。品川マラ

ソンをぜひ開催していただいて、品川区に納税してくださった方は必ず出場できるようにするなど、他
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の自治体もそういったことを行っておりますが、体験型の返礼品を多く取りそろえて、品川区の魅力を

お伝えしつつ歳入を増やしていってはどうでしょうか。このように、品川区にふるさと納税をしていた

だけるような新しい取り組みをするお考えはありますでしょうか。お聞かせください。 

○伊東税務課長  ふるさと納税のご質問でございます。確かに、平成３０年度で１６億５,０００万

円ということで、ふるさと納税制度というのは、地方にすれば、地元、自分の住所地が控除されるとい

うことで、控除された分が、そのまま寄附という形で相手方の団体にいくものでございます。この間、

制度が知られて増加傾向にあるというのはご指摘のとおりでございまして、平成２９年で言えば１１

億９,０００万円で、平成３０年度では１６億５,０００万円という形で、増加という形でございます。 

 国がこういう形で制度をつくった以上、控除という制度でございますので、その点については、こち

らとしてはしっかり、こういう制度だということは伝えていかなければいけない。それを伝えることに

よって、制度に乗ってしまう方も増える状況になるのかというところでございます。そういうことで、

我々から、ふるさと納税はしないで地元だけにしてくださいという形での周知はなかなかできないよう

な状況でございます。ただ、こういう、流出しているという実態をやはり区民の皆様に知らせるという

ことは必要だということで、この間、ホームページですとかチラシ等を用いまして周知しているところ

でございます。しかしながら、現実はそういう形でございます。 

 あと、体験型というようなお話だったかと思いますけれども、他自治体でもさまざまな形で、乗馬体

験とかイルカウォッチングというようなものをつくったりしまして、個人的にはおもしろいという感想

を持っているところでございます。ご提案のところでございますけれども、私どももできれば取り入れ

たいという思いは持っているところでございます。しかしながら、どの事業も、マラソンを創設すると

いうことはなかなかハードルが高いかという思いもございます。そういう意味からして、これからさま

ざまな形で研究してまいりたいと思っているところでございます。 

○せお委員  品川マラソン、ぜひ前向きに検討していただきたいと思います。 

 歳入を増やす２点目のご提案として、区民の財産である区有施設を民間企業などにお貸しして、その

賃料を得るということがあると思います。例えばスクエア荏原のカフェなどは、コミュニティ型という

ものをとっていて、とてもよい取り組みだと思います。このような区有施設の活用をどんどん進めて

いってほしいのですが、今後検討している取り組みはありますでしょうか。お聞かせください。 

○柏原企画調整課長  税外収入を増やす方策の一つとして、貸付をしながらというところのご質問で

あろうかと思います。今、事例をいただきました、スクエア荏原のそういった形でもありますし、施設

の目的というのがもともとございます。ですので、それにうまく合致するようなというところの視点は

なくてはいけないのと、営利目的というのをどこまで判断するかというのはあるかと思いますけれども、

他方で税外収入を増やすという意味では、民間事業者の活用というのも大きな視点だとは思います。具

体的にどこというのは、いろいろそれぞれの所管の施設の特性上のところもありますので、ただ必要な

視点ということでは捉えておりますので、今後さまざま検討していきたいと思っております。 

○せお委員  制度的に難しい部分などもあると思うのですが、品川区には魅力的な土地もたくさんあ

りますし、世界に誇れる企業などもたくさんありますので、広くそういった事業を周知させていってい

ただくのも必要だと思いますので、それで効率的な歳入につなげていただきますよう要望いたします。 

 次に、１５１ページの生活支援型一時保育についてお聞きいたします。これはオアシスルームでの歳

入になりますが、去年は３,２８６万円、今回は４,１８４万円と増加していて、品川区のママ、パパた

ちの心の支えとなっているのだとうれしく思います。そして、利用料は１時間５００円と安く、在宅子
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育て支援も品川区は充実していると思います。そこで、今、オアシスルームの課題などがもしありまし

たらお聞かせください。 

○大澤保育支援課長  オアシスルームにつきましては、今年度４月にも１施設開設いたしまして、い

わゆる区の西側は大分充実していると思っております。ただ、いわゆる海側には、まだ空いている地域

がありまして、特に近年、乳幼児が増えております勝島地区からは、以前よりも開設のご要望をいただ

いているところでございますので、そちらは今後、既存施設・新規施設を含めまして、開設の方向性を

探ってまいりたいと考えているところでございます。 

○せお委員  どんどん施設も増やしていただけるとありがたいと思います。 

 オアシスルームの今の利用の方法なのですが、利用の予約は今現在、インターネット予約もあり、と

ても便利になっています。しかし登録ですが、利用施設ごとに事前登録、つまり子どもを連れて面接に

行きます。私の周りの利用者からは、「利用施設ごとの登録は大変。いろんな施設を気軽に使いたい」

との声をいただきます。私からは、１回の登録で全ての施設を利用可能にできないかと提案いたします

が、このことについてご見解をお聞かせいただきたいと思います。 

○大澤保育支援課長  登録面談をしていない施設でお子様をお預かりする場合、保護者と保育士の信

頼の構築ですとか、保育士同士のお子様に関する情報の共有、また初めての場所でお預かりされるお子

様の負担など、いろいろ課題があると思いますので、そのあたりは総合的に判断して検討してまいりた

いと思います。 

○大倉委員長  会議の運営上、暫時休憩いたします。 

○午後３時１９分休憩 

 

○午後３時３５分再開 

○大倉委員長  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。西村委員。 

○西村委員  私からは、歳入、国庫支出金、９０ページ、子ども・子育て支援交付金より２点伺いま

す。 

 品川区の産後ケア事業を利用する方の人数が年々増えていると感じます。妊産婦は初回面談後にお祝

いカタログがもらえます。私もいただき、うれしかったのですが、欲しいものがないかと思いながら選

んだ方もいらっしゃると聞きます。そこで、せっかくのお祝い品ですから、このカタログを見直し、物

から事への転換、カタログの商品の一つとして、ドゥーラ体験クーポンなど、行政サービスを提供する

子育て応援チケットとしての提供の可能性について伺います。まずは契約の現状について、お祝いカタ

ログを受け取っている妊産婦の人数、現状を教えてください。 

○仁平品川保健センター所長  まず育児カタログを受け取っている妊産婦の現状ですけれども、平

成３０年度は３,６８１婦ということで、購入は３,６００冊なのですが、前年から繰り越しになりまし

たので、実数は３,６８１冊ということで、これは双子も含めての数になっております。今年度につき

ましては、月に大体３００件ほどの面談と交付になっておりますので、約半年経っておりますの

で、１,８００冊弱になっております。 

○西村委員  こちらはせっかくですので、品川区の利活用、認知拡大にも広げていきたいと思ってい

るのですが、具体的なご提案としまして、区が現在実施している産後ケア事業で、日帰り・宿泊・訪問

型家事育児サービスはドゥーラ、オアシスルームなどネウボラネットワーク子育て支援の取り組みを、
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より多くの皆様に知っていただき、利用していただくことを目的に、お子さんが生まれたご家庭に子育

て応援チケットをお送りする、もしくは出生届提出時に区のサポートシステム利用券としてお渡しする。

こういったことができれば、利用への促進ですとか認知拡大にも大きく寄与すると思いますが、いかが

でしょうか。伺います。 

○仁平品川保健センター所長  いわゆる子育て応援券のご質問かと思います。まず、保健センターで

産後ケアをやらせていただいておりますけれども、当然、自己負担が発生しております。例えば宿泊型

ですと、ケアサービスは各１万円という形になります。そこの自己負担の考え方なのですけれど、これ

は全員を対象にしているわけではなくて、ケアの必要な方にサービスを提供する内容になっております

ので、一律にお配りした部分が、ここに全員が使えるかというと、ちょっと難しいところがありますの

で、今後、負担のあり方も含めまして考えていく必要があるかと思っております。その他のサービスに

つきましては、品川区は子育て支援事業をかなり拡充してまいりました。いろいろと、その面でも経費

をかけてきておりますので、それらの助成サービスの需要と供給を考えながら、引き続き、利用券につ

きましては検討していくといいますか、様子を見ていく必要があるかと捉えております。 

○西村委員  ドゥーラを含めまして、お母さん方からの評判もとてもよくて、一般質問でも申し上げ

たのですが、品川区だから、産んで安心して育てられるという、お父さん、お母さんの気持ちにつな

がっていると感じます。百貨店などのカタログギフトでも、体験型のギフトブックが人気になっており

ますし、例えば将来的には、品川区内の整体や鍼灸、お母さんの産後の体のケアができるなど、体験型

も織りまぜることができますと、みずから動けない産後期間の欝々とした状態に対してのサポート支援

にもつながります。また、物品であれば、区内の江戸切子、桐たんすなどの技能品も掲載することで、

地域振興に寄与し、波及効果も期待できると考えます。こちらは要望ではございますが、もし実現でき

た際には、ネーミングは、ぜひ品川区はパパママ子育て応援チケットと、なかなかほかの自治体は記載

しておりませんが、ぜひパパも入れていただきたく、まずはカタログの見直しのご検討をお願い申し上

げます。 

 続きまして、ファミリー・サポートについて伺います。需要と供給のバランス、また提供単位を増や

す課題改善の方法について伺います。現在、提供会員と依頼会員はどれほどの開きがあるでしょうか。

課題の認識、現状の取り組みをお聞かせください。 

○三ッ橋子ども家庭支援課長  ファミリー・サポート・センター事業でございます。こちらは提供会

員が４４０名、そして依頼会員が４,６００名ございます。こちらでございますけれども、提供会員が

依頼会員に対して非常に少ないということが課題と考えております。こちらにつきましては、やはり提

供会員を増やす工夫というものが必須の課題と捉えております。 

○西村委員  まさに１０分の１ぐらいの開きがありまして、私も課題だと感じております。例えばタ

スカジですとかキッズラインといった、保護者みずからがシッターを探すサービスの利用者が年々増加

しております。住まいの近くにシッターが新規登録されますと、保護者のメールに連絡が届きます。し

かしながら、民間は費用が高く、ここに対しての行政ニーズの必要性を強く感じます。ドゥーラ支援は

生後半年で終わります。ファミリー・サポート登録の簡素化およびデジタル化、個人情報はもちろん保

護しながら、住まいの近くのファミリー・サポートを探せる仕組みを検討したいと思いますが、いかが

でしょうか。 

○三ッ橋子ども家庭支援課長  ファミリー・サポート・センター事業では、提供会員の方と依頼会員

の方のまず顔合わせを行ってから、実際にマッチングというものを行いますけれども、そちらを実施し
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てから活動を行っているところでございます。デジタル化、簡素化に関しましては、やはり顔と顔を合

わせてからということを、ファミリー・サポート・センター事業としては考えております。 

○西村委員  確かに個人情報には大変気をつけたいと思うのですが、「近くにファミリー・サポート

が新しく登録されましたよ」というようなご連絡だけでも来ると、ずっと待っている保護者の方が多い

ものですから、地域のつながりのきっかけにもなるといいなと、一母親としましても思います。 

 次にですが、サービス提供側の年齢層について伺いたいのですけれども、登録のみならず、なかなか

実際に稼働している提供会員のご年齢までは把握しづらいとは思うのですけれども、シニアの方々で、

お仕事というほどは働けないのだけれども、年齢も高くなってきまして、何か収入につなげる活動がし

たいというようなシニアの声もたくさん聞かれますので、より近いところで、そういった活動をしたい

といった希望もある中で、ファミリー・サポートは、あくまで有償ボランティアですけれども、子育て

世帯とシニアの双方のニーズが合致しているように感じるのですが、なかなか登録者は増えない。ここ

に対して、実際に稼働している方の年齢層まではわかりませんが、そういった傾向、動向がありました

ら教えてください。 

○三ッ橋子ども家庭支援課長  こちらで把握しております年齢層でございますが、４０代から５０代

が半数以上を占めているという年齢層の区分がございます。 

○西村委員  最後になりますが、先ほど申し上げましたように、提供会員と依頼会員、１０分の１の

開きがありますから、マッチングの強化は、地域内の孤立を防ぐためにも大変重要な取り組みだと思っ

ております。ぜひ力を入れていただきたいポイントだと思っておりますので、引き続きよろしくお願い

申し上げます。以上です。 

○大倉委員長  次に、西本委員。 

○西本委員  私からは、主要施策の成果報告と、まず全般的なお話、そして、ふるさと納税について、

次に６０ページの保育料について、ご質問いたします。 

 まず主要施策の成果報告書は、新公会計制度になって私は非常に期待しておりました。より細かいこ

と、品川区の事業がどういう事業になっているのか、評価を含めて今回出されたということは評価して

おります。しかし、これをざっと見ますと、目標値の根拠があまり、「必要ではないのかな。不明瞭な

ところがあるな」ということがありました。評価の方法をしっかり、どういう方法があるのか。やはり

定量的・定性的に、いろいろな形で評価の方法があるかと思います。もちろん、企業などであれば売上

という形になるでしょうが、やはりこういう行政需要というのは、必ずそれで測り切れないというとこ

ろがあると思うのです。なので、品川区としてはどこに目標値をとって、それに対してどういう動きを

して、どういう結果が得られたのかということは非常に大切な視点だと思うのですが、それの見直し。

それから、主要という形になっておりますけれども、主要だけではなくて全ての事業に対してこういう

形で評価すべきだと私は思いますが、今後の展開について。それから、区民への報告はこれからどうさ

れるのか。わかりやすく示していっていただきたいと思いますが、その部分についてお聞きします。 

 質問を先に全部、言ってしまいます。次にふるさと納税です。これは、先ほどもありましたが、寄附

額９７１万円に対して１６億５,０００万円が流出しているということで、これは今後の推移をどう考

えているのか。また、品川区の水辺千本桜計画などもありますけれども、それをどのように評価されて、

進めようとしているのか。そしてまた今年度は、クラウドファンディングという形で、子ども食堂にな

りますけれども、そちらのほうの、ふるさと納税の寄附という形ですけれども、そういう手法も考えら

れている。これらの考え方についてお聞きしたいと思います。 
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 そして保育料についてですが、無償化になるわけですけれども、先ほど６億円がプラスされるのだと

いう話を聞きました。なぜ６億円なのでしょうか。その仕組みを教えていただきたい。 

 そして、給食費というのがあると思いますけれども、給食費は個人の負担になって、品川区はそれも

含めての助成をするということになっておりますが、そのあたりのお金。そしてもう一つ、不納欠損額、

収入未済額というのがあります。これは何歳ぐらいが多いのかと思っているのですが、年齢別でわかれ

ば教えていただきたいと思います。 

○品川財政課長  私から、成果報告書と、あとふるさと納税の関係についてお答えいたします。 

 成果報告書につきましては、まず、ページに出ている３の指標のところかと思います。こちらは基本

的に、今、長期基本計画に合わせた形で指標を今回は出させていただいております。また、今後、どう

いった形で指標を出したらいいかというのは、正直なところ、やはり非常に難しいところではあります。

今後、長期基本計画、それから総合実施計画等も位置づいてまいります。そういうところとも整合性を

合わせながら、今後考えていきたいと考えます。 

 それから事業数なのですけれども、確かに理想を言えば全事業を出せばいいというところはあるとは

思うのですが、やはりどこまでやるかというところは、今後もやはり課題にしたいと思っております。

今回は一応、３６事業という形で出しておりますが、今後ここに出す事業についてはどういうふうにす

るかというのは、また今後の課題としたいと考えております。 

 それから区民への報告ですけれども、この成果報告書自体、公表しているものですので、そこで１つ

は区民への報告というものは足りるかとも思います。また今後、行政評価等、どういう形で区民に報告

していくかというところも、今後、検討していきたいと思っております。 

 それから、ふるさと納税のほうでございますが、現在、委員からもお話があったように、目黒川の千

本桜、それから子ども食堂関係のガバメントクラウドファンディング等をやってございます。両方とも、

事業を開始して、非常に人気があるというような効果が出ているのかと思います。子ども食堂について

も、数週間ぐらい前に出したのですけれども、もう寄附の金額も数百万円という形で集まっているとい

うことで、実に効果があるのかとは思っておりますが、今後、長く続けていくために、これがまた続く

かどうかというところもありますし、そういったところについては、いろいろな自治体の動きなども見

ながら、ふるさと納税の減額にまで対抗できるかというのは非常に難しいところはあるとは思うのです

が、少しでもやはり歳入を増やすという意味では、今後も努力していきたいと思っております。 

○佐藤保育課長  保育園保育料に関わるご質問を３点いただきました。 

 まず１点目が、先ほどの６億円増えるというところでございますが、こちらに関しましては、３歳児

から５歳児に関しまして、大体、国が定める保育料の６５％程度を一般財源で負担しておりましたので、

その部分も含めて、国が２分の１、都が４分の１、あと区が４分の１負担する関係で、６億円、国・都

の負担金が増えるというところでございます。 

 また、給食の食材費に関しましては、これまでも区で、保護者負担の軽減等を考えて負担しておりま

して、一応、５億円程度、これまでもかかっておりましたけれど、その予算は当初予算から見込んでお

りますので、そのままの金額で今後も区でお出しするというところでございます。 

 最後に、不納欠損の年齢別というところでございますが、例えば０歳で入園して５歳まで滞納される

という方はほとんどいませんので、例えば４歳で入ったタイミングで、例えば外国の方で外国に戻られ

たとか、生活保護受給世帯になってしまったとか、急遽の事由で滞納されていますので、年齢別という

のは特に把握はしておりません。一方で、保育園保育料、９９.３７％の収納率で、２３区で言えば２
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位とか３位の状態で取っていますので、今後も引き続き努力してまいります。 

○西本委員  成果報告書は、どこまでやるかということは非常に難しいと思うのです。ただ、やはり

税金を使ってのことなので、全ての事業を評価するというのは、当たり前だと思います。それに対して、

どう評価をして今後見直しを図っていくのかというベースになっていきますから、非常に大変だとはわ

かっておりますけれども、ぜひ工夫していただいて、そちらも前に進めていただきたいと思ってござい

ます。 

 そして、長計に絡んでくると思いますので、今、これは総務費でやるかと思いますけれど、長計の中

での目標値というのも、本当に今回、明確に書かれるようになっておりますので、これを含めますと、

非常に難しいけれども必要であって、期待もしたいと思っておりますので、よろしくお願いします。 

 それから、ふるさと納税の件ですけれども、なかなか流出に対して、手を出されてもなかなか出せな

いということはよくわかります。水辺千本桜計画にしても、子ども食堂のクラウドファンディングにし

ても、それだけ多くなるということなのですが、ここで、子ども食堂については、やはり開催している

人たちの思いがあると思うのです。なので、その思いの中で、クラウドファンディングをすることに

よって、その思いと違うという動きがあってはいけないと思うのです。そういう動きにならないような

形でサポートというのがありますので、その辺をどう考えているのかということ。そして、今、子ども

食堂というと、何でもかんでもありきという方向が見えてきている部分があって、例えば高齢者も含め

てのコミュニティのための食堂をするのだったら、地域コミュニティ食堂とか、そういう名前がふさわ

しいのかと。何でもかんでも、子ども食堂だから寄附もどうぞ、参加してくださいと言って、何か違う、

付加されたものが、あたかもそれがそういう状況で使われている状況であるならば、それはかなり是正

していかないといけないのではないかと思いますが、その辺はいかがですか。 

○三ッ橋子ども家庭支援課長  子どもの食の支援事業の中の子ども食堂につきましては、こちらはや

はり寄附が目標３００万円でございますけれども、そちらの一部を子ども食堂関係、そしてもう一部を

しあわせ食卓事業という、２事業に対して今回のガバメントクラウドファンディングは実施しているも

のでございます。今回、今、委員ご質問の部分の子ども食堂につきましては、やはり社会福祉協議会の

しながわ子ども食堂ネットワーク事務局とよく調整をとりながら、そして子ども食堂の運営者の皆様方

のご意見を伺いながら対応してまいります。 

○大倉委員長  次に、鈴木ひろ子委員。 

○鈴木（ひ）委員  ８４ページと１０２ページ、国民健康保険についての国庫負担金・都負担金につ

いて伺いたいと思います。あと、６９ページのしながわ区民公園の屋外水泳場の使用料についても伺い

たいと思います。 

 まず国民健康保険についてなのですが、平成３０年度が国民健康保険の都道府県単位化がされた年で

す。高過ぎる国民健康保険料というのが構造的問題であり、１兆円の国費を投入して解決こそすべきだ

と全国知事会も訴えてきたにもかかわらず、法定外繰入を削減して、さらに国民健康保険料が値上がり

する仕組みになりました。組合健康保険よりも協会健康保険よりも、圧倒的に高い国民健康保険料が問

題だと言われてきたにもかかわらず、さらにこの年は１人平均６,７１２円もの値上げがされた年です。

それに対して、払えない人には容赦ない取り立てということに対して指摘もしてきたところですけれど

も、改めて、東京都からの収納率向上に関わる取り組み成績別交付金が幾らになったのか。そして、そ

の中で、差し押さえ件数が多いほど交付金が増えるという仕組みもありましたけれども、その差し押さ

え件数による交付金がなくなったとお聞きしました。その点がどうなったのかについてもお聞かせいた
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だきたいと思います。 

 それから、数年前は、品川区の差し押さえ件数が２３区の中で２位の多さだということで、差し押さ

えられた方々や予告通知を受けた方々からの相談が相次いで寄せられて、議会でも取り上げてきました

けれども、改めて平成２８年度、平成２９年度、平成３０年度、それぞれの差し押さえ件数が何件に

なっているのか、それから今年度は途中ですけれども、現在までの差し押さえ件数が幾つかについても

お聞かせください。それともう一つ、滞納世帯数と滞納率についてもお聞かせください。 

○池田国保医療年金課長  私から、国民健康保険のまず収納率に関します取り組みでの、成績での交

付金についてお答えさせていただきます。委員からご指摘のございました、収納率に関します取り組み

によって、成績ということでの交付金でございますけれども、こちらは平成２９年度に改正になりまし

て、これまでは差し押さえの件数とか資格証明書の件数などの発行によって交付金をいただくことに

なっておりましたけれども、平成３０年度からはそれが廃止という形になってございます。そこにより

まして、平成３０年度に入っておるお金につきましては、平成２９年度の実績分ということで交付金を

得ているところでございます。また、差し押さえの件数についてのほうのご質問でございますけれど、

こちらは平成２８年度につきましては８３１件、平成２９年度につきましては８５３件、平成３０年度

については２９１件という形になりまして、ただいまの令和元年度ですけれども、こちらは８月現

在、４６件という形になっているところでございます。 

 あと、滞納率のところでございますが、こちらは平成２８年度が、滞納世帯の割合につきましてはお

よそ１４％、平成２９年度についてもおよそ１４％、平成３０年度についてもおよそ１４％という形に

なっているところでございます。 

○鈴木（ひ）委員  収納率の成績別交付金が幾らか、総額で結構ですので、額についてもお聞かせい

ただきたいと思います。 

 差し押さえ件数が、平成２９年に８５３件あったのが、平成３０年には２９１件ということで、約３

分の１に減っていますし、今年度は４６件と、本当に激減という形で減っていることに対しては、本当

によかったと思っているところです。件数がこれだけ減った理由、国保医療年金課としても意識的に取

り組まれてこれだけ減ったのかということについてもお聞かせください。それから、東京都でも交付金

を出さないというところは、こういうやり方に対しての反省から、こういう交付金もなくなったという

ことで捉えていいのでしょうか。その点についてもお聞かせください。 

 そしてもう一つ、差し押さえ件数が減ったことが、収納率にどう影響しているのか、また影響してい

ないのか。その点についてもお聞かせいただきたいと思います。それで、どうしても払えない方に対し

ては、滞納処分の執行停止というやり方があると思うのですけれども、滞納処分の執行停止の要件とい

うのは、どういうときに執行停止ができるのか、平成３０年度の件数と総額についてもお聞かせくださ

い。 

○池田国保医療年金課長  まず差し押さえの件数でございますけれども、意識してなくしたというと

ころでのお尋ねでございますけれども、こちらは特に意識はしていないところでございまして、私ども

の保険料の収納に当たりまして、区民の皆様、加入している皆様にご協力いただいて、保険料を納めて

いただいたということで、おのずと差し押さえという滞納処分の件数が減ってきているのではないかと

推測しているところでございます。 

 また、東京都でこのような差し押さえ件数での交付金をなくした理由についてということでございま

すけれども、こちらについては、実際に差し押さえというところでやっているところとやっていないと
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ころ、実際に市町村によっては把握できないところというのがございまして、市町村によってのアンバ

ランスが出てくるのではないかというところで、平成２９年度で、差し押さえ件数に対する交付金とい

うものをなくしまして、こちらにつきましては、なくなった分につきましては、例えば収納率の向上し

たことによるポイントということや、口座引き落としでの加入率の向上といった形での、ほかの面での

収納率の向上というところでやっているところでございます。平成３０年度の交付金でございますけれ

ども、そういった意味では、差し押さえということでの交付金は受けておりませんで、収納率の数字

で、１億３,０００万円ほど交付金を受けているところでございます。ただ、実際に平成２８年度の差

し押さえ等の実績がございまして、こちらが今の特例経過措置ということで、その実績の分を多少、交

付金を受けているところでございます。 

 それと、執行停止についてでございます。まず執行停止の件数についてお話しさせていただきますと、

平成２９年度につきましては３,１８０件、金額につきましては２億２,１９２万円余となります。平

成３０年度につきましては１億９,９３５万円余で、件数については２,９３０件ということになってご

ざいます。こういった執行停止をするに当たっての理由でございます。まず１つ考えられるのは、生活

保護による収入が全くない方、それで借り入れが多くなってしまったり、失業や事業廃止、破産という

ような形で、溜まった保険料の支払いが大変難しい方ということを実情で把握しながら、執行停止とい

うことでの滞納処分をかけているところでございます。 

○鈴木（ひ）委員  滞納処分の執行停止というやり方で収納率も上げることができますので、どうし

ても払えないという方に対しては、こういう形で、窓口で丁寧な対応をしていただくということで、ぜ

ひお願いしたいと思いますし、差し押さえも収納率を上げるというところで、それほど影響はしていな

いというお話だったと思います。そういう点では、本当に差し押さえは、これだけ減らしてきたわけで

すから、先ほど自治体によってもということでお話がありましたけれど、ほとんど差し押さえはやって

いないという自治体もありますので、差し押さえについてはこれからも、連絡がついて、なおかつ悪質

だということで確認できない限りは、差し押さえはしないようにということでお願いしたいと思います。 

 それから、丁寧な対応というところでは、払えない区民、生活で本当に困っている区民を追い詰める

というやり方はぜひやめていただきたいということで、１つお願いしたいのが、滞納者への真っ赤な封

筒はやめていただきたい。このことをお聞かせいただきたいと思います。それともう一つ、昨年暮

れ、１２月に、庁舎に垂れ幕が掲げられて、「滞納は させない 放置しない 逃がさない」という垂

れ幕がかかりましたけれども、これも暮れに本当に区民を追い詰めることになると私は思いますので、

これは税務課がかけたということでしたけれども、これは今年はぜひかけないでいただきたいと思うの

ですけれど、この２点をお聞かせください。 

○池田国保医療年金課長  今、お話のありました、赤い封筒でございます。こちらは催告書というも

のに使わせていただいている封筒でございますけれども、こちらは、どうしても手紙が来たことに気づ

かない世帯の方が多くいるところでございます。そういったことで、赤い封筒ということで、今、使わ

せていただいているところでございます。色につきましては、私どももいつまでも赤ではなく、違う封

筒ということも考えているところではございますけれども、当面、申しわけないのですけれども、様式

は赤い封筒を使わせていただくことでご理解いただければと思います。 

 あと、垂れ幕でございます。そちらは税務課でかけたということでございますけれども、実際、税も

そうですし、国民健康保険料もそうですけれども、公平性ということと、それから皆様のご負担がない

と私どものやっていることが成り立つものではございませんので、そういったことで、皆様に意識して
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いただくということで掲示させていただいているということで、またこちらもご理解いただければと思

います。 

○鈴木（ひ）委員  赤い封筒については見直しているということですので、ぜひやめていただきたい。

改めてお願いしておきたいと思います。 

 では、「滞納は させない 放置しない 逃がさない」という垂れ幕は、今年もまたかけるという考

えなのか。このことについて改めて伺いたいと思います。時間もなくなってきましたので、もう一つの

ほうに移りたいと思います。そのことは後で答弁をお願いします。 

 しながわ区民公園の区民プールの更衣室のロッカー代が１０円かかるのですけれども、私も今年、孫

を連れてプールに行きまして、１０円かかって、ちょっと忘れ物をして、行くと、またそれを開けると、

もう一回１０円かかって、お財布に１０円がないと、それを両替に行かなくてはいけなくてというふう

なことで、すごく使い勝手が悪い。１０円だけなのですけれど、使い勝手が悪いという思いをしたので

す。それで、続けて大田区立平和島公園プールに行きましたら、大田区は全然ロッカー代を取らなくて、

利用料の中に入っているという考え方なのかもしれないのですけれども、全くロッカーにお金がかから

なくて済むので、すごく気持ちよく使えたのです。その上に、区民プールは、着替えをするところにす

のこもなければ、床がすごくびしょびしょに濡れていて、着がえもすごくやりにくいという状況だった

のに比べて、平和島のほうは、すのこは敷いてある、しょっちゅうモップで拭き取られているので、す

ごく快適に気持ちよく使えたのです。お金の面と両方あったのですけれど、私はそういうふうに気分よ

く使うためにも、ロッカー代の１０円をぜひやめ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。 

○中元スポーツ推進課長  こちらのロッカー代でございますが、やはり現段階では、こちらは区とい

たしましては、利用者の方の受益者負担ということで総合的に考えて徴収させていただいているもので

ございます。実際、しながわ区民公園のプールの管理運営委託等の費用に１,０００万円余のお金がか

かっているものでございます。そのうち歳入等で入ってくるものが４００万円程度でございますので、

やはりそこは広く区民の方の、プールを使われない方のご理解も求める上からも、このところの考えは

維持したいと思っているところでございます。 

 また、床の件につきましては、現場の状況を調査いたしまして改善してまいりたいと思います。 

○鈴木（ひ）委員  何でもお金という感じがするのです。やはり気分よく使えるためにも、ぜひこれ

は見直していただきたいと思います。 

○大倉委員長  次に、横山委員。 

○横山委員  私からは、２４ページ、国民健康保険料について、９５ページ、省エネルギー対策事業

について、お伺いいたします。 

 １点目は、省エネルギー対策事業についてお伺いいたします。品川区における省エネルギー対策にお

いて、どのような効果が出ているのかお聞かせください。区全体の電気代、また電力量等で見ているの

でしょうか。 

○小林環境課長  区の取り組みでございますが、ハード面・ソフト面、さまざま対策に取り組んでい

るところでございます。ハード面におきましては、区有施設や、あるいは街路灯における計画的なＬＥ

Ｄ化などを行っております。また、ソフト面につきましても、サマールックキャンペーン、あるいは

ウォームビズキャンペーンの実施などを行っているところでございまして、直接的な電気量というとこ

ろの効果というところでございますが、これで副次的な効果として減らされます温室効果ガスの排出量
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で換算しますと、平成２５年との比較になりますが、最新の数値であります平成３０年度でありますと、

約４％削減につながったというところでございます。 

○横山委員  平成３０年、４％の温室効果ガスの削減につながったということで、効果が出ていると

いうことをお伺いいたしました。 

 委員長の許可をいただきましたので、タブレットに資料を提示いたします。引用は、経済産業省の

ディマンドリスポンスハンドブックです。１ページ目、表紙の次のページになります。国では２０３０

年度までに、電力における再生可能エネルギー比率を２２％から２４％程度、水力発電を除い

て１３.２％から１４.８％とする目標があります。品川区環境基本計画でも、重点プロジェクトとして、

低炭素なエネルギーの活用があります。電気を安定して使うためには、常に発電量・供給と消費量・需

要を同じにする必要があります。バランスが崩れると大規模な停電などが発生するおそれがあるためで

す。最近では、昨年９月６日に発生した、北海道での地震を原因とする発電所停止、北海道全域が停電

するという事象がありました。しかし、電源にはそれぞれの特性があり、火力や水力、原子力などは安

定して発電ができますが、太陽光や風力などの再生可能エネルギーは、季節や天候によって発電量が変

動するため、再生可能エネルギーを大量に導入する際には、再生可能エネルギーの出力変動に対応して

出力調整ができる火力発電などをバックアップとして準備し、発電量と消費量のバランスをとる必要が

あります。これまでの供給側を変化させて、発電量と消費量のバランスをとるのではなく、電気の需要

量を賢く制御すること。これがディマンドリスポンス、ＤＲで、需要と供給のバランスをとる取り組み

が普及しています。特に、需要のピークが発生しそうなタイミングで、皆が協力して一斉に需要量を抑

制すること、下げＤＲ、ネガワット取引によって、そのピーク需要のために用意していた発電機、例え

ば燃料費が高価な火力発電所の建設コストや維持管理コストを削減することができます。また、事業家

の方々は、この取り組みに参加することにより、需要抑制の対価として報酬を手にすることができます。 

 ２ページ目、オレンジの下げＤＲの部分をご覧ください。ＤＲ発動により電気の需要を減らします。

電気のピーク需要のタイミングで、需要機器の出力を落とし、需要と供給のバランスをとります。例え

ば、雲が隠れたときに太陽光の出力が落ちますが、いつ雲ができるのかを事前に予測するということは

難しいです。太陽光の出力が落ちたとき、つまり電力が足りない瞬間に使用する、燃料費が高く、環境

負荷の大きい火力発電を抑制することによって、電力は安定的に供給され、ＣＯ２の削減として、削減

した側の増収につながる可能性があります。 

 ３ページ目は、ディマンドリスポンスの取引の全体図となっています。 

 こうした最新技術を、今後、区全体で取り入れることによって、大きなエネルギー削減効果などが期

待できると考えます。現在、経済産業省にて、ディマンドリスポンスの効果が高まる市場である需給調

整市場の開設を２０２１年に予定しています。ディマンドリスポンスという新たな取り組みが、区が目

指す環境への貢献と、電力削減による税収アップ、そして積極的な省エネルギーによりエネルギーをよ

り深く知る機会となります。区における検討も今から始めていただく時期かと考えますが、区のご見解

をお聞かせください。 

○小林環境課長  委員ご紹介のディマンドリスポンスの件でございますが、電力の需要と供給のバラ

ンスを保つための、新たなエネルギーの取り組みの仕組みでございます。インセンティブを与えるとい

う視点と、再生可能エネルギーの効率的な活用という、２点の視点があると捉えているところでござい

ます。委員からご紹介がありましたように、電力の需要と供給のバランスが崩れますと、大規模な停電

が起こる可能性があるというところで、昨年度、九州においてもそのようなことが懸念されたというと



－64－ 

ころが、把握したところでございます。こういったことを防ぐためにも、ディマンドリスポンスは非常

に有効であるというところで、国もさまざまな計画の中で導入を推進していくとしているところでござ

います。これらの導入については、例えば空調設備あるいは照明機器など活用しやすい設備があるかと

思っておりますが、作動効率の低下あるいは外気などにより左右されやすい点もあると聞いているとこ

ろでございます。新たな収入面あるいは設備の活用面等、さまざまな検討が現在行われている最中でご

ざいまして、区としましても新たな技術について、さまざまな機会を捉えてアンテナを張りまして情報

収集をしようと思いまして、さまざま継続して研究を進めてまいりたいと考えているところでございま

す。 

○横山委員  まだ始まったばかりというか、導入が九州でされているというところで、最新技術にな

りますので、ぜひアンテナを張っていただいて、研究を前向きに進めていただければと思います。 

 ２点目ですけれども、国民健康保険料についてお伺いいたします。不納欠損額４万５,１３１件、２

億１,７６９万２,０９８円です。対前年度マイナス４,３２８万５９０円ということで、区役所のお仕

事の中にはクレーム対応や怖い思いをするなど厳しい環境に置かれている業務がありますが、徴収担当

の職員の方々の日々のご努力に感謝するとともに、大きく評価いたします。督促の手続はどのように

行っているのでしょうか。個々の時効である２年の範囲内で、督促、催告、差し押さえ処分、執行停止

など、滞納整理の流れを、時系列で簡単で構いませんのでご紹介ください。 

○池田国保医療年金課長  まず納期限が過ぎたものにつきまして督促状を出しまして、それで督促状

によってお支払いいただければ一番よろしいのですけれども、督促状でもまだお支払いのない方に対し

まして、定期的な形で催告書というものをお出ししています。私どものほうで、お支払いができないよ

うな方たちの電話をお待ちしたり、窓口へ来ることをお待ちしまして、内容と実情とを確認しながら、

納付についてのご相談を受けているところでございます。 

○横山委員  今ご説明をいただきました。滞納１件当たりの徴税費用というのはどのぐらいなので

しょうか。もしわかりましたら、簡単で構いませんので。また、滞納者の方は、支払い意欲のない方、

払いたくでも払えない方、そしてそれが不明の方ということで、大きく３つに分類できると思います。

生活状況によって、払いたくても払えない方については、滞納期間が長期化しないうちに、暮らし・し

ごと応援センターでの相談などの福祉サービスにつなげるなど、生活困窮状態からの早期自立に向けて

支援をいただきたいのですが、福祉部門との連携について現在の状況を教えてください。また、不明の

方については早い段階で現状把握していただきたいと思いますが、同様に払いたくても払えない方につ

いては、生活困窮状態であるとか健康状態、家庭の事情等で働くことができないなど、最低限の生活状

況に近い状況にある方へリーチできる可能性があると考えますが、どのような配慮、対応、連携をして

いるのかお聞かせください。 

○池田国保医療年金課長  ただいまの委員のお話にありましたように、生活に困窮されている方につ

きましては、私ども窓口に来てご相談、もしくは電話でのご相談でもあるのですけれども、生活に困窮

されているような方に対しましては、生活福祉課へもご案内させていただいたり、もしくは借入金が多

くなってしまって困っているというような方につきましては、私どもが法テラス等のご案内もさせてい

ただいているところでございます。そういった形のほかに、私どもで皆様の話を聞いた後に、財産の調

査などをさせていただいて、実際に生活が困難であるか、財産がないかというようなことを、お話を聞

きながら調査をさせていただいた上で、実際にお支払いが困難な方については執行停止というような滞

納処分のものがございまして、こちらで徴収を停止というような形をさせていただいているところでご
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ざいます。 

 実際に保険料を支払う意欲はあるけれども能力がない方に対してそのような形でさせていただきまし

て、実際に資産はあるけれども払いたくないという方につきましては、私どもではかなり強く催告をさ

せていただいた上で滞納処分というような、違う形の滞納処分をさせていただいて、保険料を納めてい

ただくというふうな形をとらせていただいているところでございます。 

○横山委員  引き続き、徴収の努力と同時に不納欠損額を増やさないようお願いいたします。 

○大倉委員長  次に、若林委員。 

○若林委員  成果報告書５４ページからの、いわゆる財務４表について伺いたいと思います。 

 これまでの単式簿記・現金主義では、ストックとコストの把握が困難であったということが大きな特

色で、今回、平成３０年度の予算から、複式簿記・発生主義による新公会計制度が導入されて、今回初

めて平成３０年度の決算ということで、この形式で出たということでございます。確かにメリット、い

わゆるこれまでの会計のデメリットから今回の新しい制度になって、特に貸借対照表の数字を見ると、

数字が大きく異なっております。そういうメリット面から、この数字についてのご説明をまずお聞きし

たいと思います。平成２９年度品川区公会計レポートから引きますと、貸借対照表の資産で

は９,８８９億円、負債が２９３億円で、区の純資産と言っておりますが正味財産が９,５９６億円。今

回の平成３０年度の決算では資産が２兆２,９６６億円等々ということで、資産の部分が大変大きく数

字が変化している。この数字をお聞きしたいと思います。 

 それから、貸借対照表の性格はバランスシートというご説明がありましたけれども、この資産と負債

と正味財産の３つの関係の、この表の中でのバランスも非常に大事かと思います。そういう観点で、今

回の新しい貸借対照表の説明をいただきたいと思います。 

○品川財政課長  財務４表の関係でございますが、貸借対照表のところでございます。まず昨年と大

きく変わっている部分ですけれども、基本的には資産の部分を、以前は普通建設費の積み上げでやって

いたものを、固定資産台帳によりまして、それをもとにしてしっかりと評価しているという部分。この

辺が大きく変わっております。それで、先ほど委員からお話があったとおり、金額の部分は大幅に伸び

ているという部分がございますが、ここは貸借対照表の中のⅡの固定資産の中で、４のインフラ資産と

いうものがあります。これが大きく伸びているというところで、これは中身としては何かというと、道

路の部分。今までは道路の部分については資産に入れていなかったのですけれども、この道路の部分の

土地の評価を資産という形で入れておりまして、この部分が大きく伸びているということでございます。 

○若林委員  全体のバランスという観点からの評価をお聞きしたいのと、引き続き、そうしますと、

平成２９年度の公会計レポートでは、こういう評価をしているのです。今回の正味財産の部分を指して、

「前年度に対して８３億６千万円増加しており、区の財政の健全性はより高まっていると言えます」と

いう評価をされています。今回、新公会計制度のメリットの面から、今後の行財政運営に当たり、また

区民への説明という、もう一つ大きなメリットもあると思います。こういった観点から、同じような質

問になるかもしれませんけれども、資産・負債。それからもう一点、少し飛びますけれども行政コスト

計算書の観点の各項目を踏まえながら、今後、私たち区民がどのような項目、数字に着目していけばい

いのか。また、区としてどのようにそれを捉えていらっしゃるか。どういう項目、数字をもって区民に

説明されようとしているか。こういったことをお聞きしておきたいと思います。具体的には、前年度と

今後を比較して評価されるべきもの、項目について、具体的にもしあればお知らせいただきたいと思い

ます。 
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○品川財政課長  答弁漏れがありました。申しわけございませんでした。貸借対照表のバランスの部

分です。ここの部分での評価がどうかというところでございますが、ご覧いただくとおり、資産としま

して約２兆２,９６６億円ございます。そこの中で、右側の負債の部と、それから正味財産の部を足し

たもので、資産の部とのバランスを合わせるというものになっております。そのうちの負債という部分

については、現時点で２７８億円となっておりまして、その残る部分についてが実際の正味財産。結局、

区としての本当の純粋の財産がこの部分という形になります。これが金額として２兆２,６８７億円余

という形になっておりますので、資産としてはかなりの額を有するという形になっておりますので、区

の財産としては非常に安定した状況であるということが評価できると考えております。 

 それから、どこの部分に着目すればいいかという部分なのですけれども、簡単な概略を説明しますと、

貸借対照表というのは基本的には、資産の部分でどういうふうに管理しているかという部分になってい

ます。それで、次のページの行政コスト計算書については、いわゆる平成３０年度の部分について、資

金としてどういうふうに動いているかというものをあらわしているものであります。続くキャッシュ・

フロー計算書の部分が実際のお金の動きになりますので、わりとこの部分が決算の歳入・歳出の部分と

似ている部分になると考えております。それで、その次の正味財産変動計算書は、いわゆる、先ほどご

説明しました純粋な資産の前年度に対して今年度どれだけ増えたかというところを示しているものでご

ざいます。ですので、実際どういう目で見ていただければという面で見れば、資産という面で見ていた

だければ、貸借対照表と正味財産変動計算書の部分に着目していただきまして、それでお金の実際の流

れとしては、キャッシュ・フロー計算書、それから平成３０年度に本来どう動くべきかというところで

見ていただくのが、行政コスト計算書というふうに、すごく簡単な説明になりますけれど、そうなると

思います。 

 それから区民への説明につきましては、今後またホームページ等で周知していくということになって

います。 

○若林委員  では１つだけ。この中で貸借対照表にしか出てこないのかと思ったのが、ソフトウェア

のところです。これが、足し込みますと、開発経費が１億円以上のものが入っているということで、

約１３億６,０００万円。ソフトウェア仮勘定で約１億５,０００万円ということで、相当の額であった

と。今後、情報の所管で職員の育成に取り組むということでございますが、このシステム開発経費の削

減の観点からどのような成果を、この職員育成で取り組まれるか、１点お聞きします。 

○品川財政課長  ソフトウェアにつきましては、基本的にいろいろな耐用年数から金額は出している

というところになりますが、今後、こういうソフトウェアを導入することによりまして、作業の効率性

というところを重視しながら進めていきたいと考えております。 

○大倉委員長  次に、高橋しんじ委員。 

○高橋（し）委員  ５０ページの歳入、特別区民税と、あと決算審査意見書の４０ページの普通会計

による目的別、性質別歳出状況というところです。 

 先に歳入のところで特別区民税です。特別区民税に関しては、全体の収入率が９８.９８％という高

い数字であり、決算審査意見書においても、税務部門の努力に負うところが極めて大きいと考えられる

と記述があります。私も、区民税徴収部門の大変な努力の賜物だと思っております。 

 ところで、現年課税分の徴収方法で普通徴収と特別徴収を比較した場合、数字で大ざっぱに言う

と、２７％対７３％となっています。こちらは、以前に平成２７年度決算特別委員会で関連して質問さ

せていただいたときには、平成２７年度の決算ベースで普通徴収は２９.３％、特別徴収は７０.７％と
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いう数字でした。このとき、課長の答弁では、平成２９年度から東京都と区、市町村が一体となって、

徹底して給与所得者の特別徴収化を進めていくというふうなご答弁を伺いました。徴収金額の上では特

別徴収が増えて普通徴収が減っております。品川区においては、オール東京という言い方で取り組みを

お話しされていましたが、成果がどのぐらいあったのでしょうか。具体的な取り組みとその成果につい

てお話しいただきたいと思います。 

○伊東税務課長  まず特別徴収推進というところでございますけれども、今、具体的に数字は持って

いないところですけれども、あと普通徴収者が減って特別徴収者がぐっと増えたという年でございまし

たというところで、その推進の成果ということでは効果があらわれて、普通徴収から特別徴収にそれな

りの該当するところは適正に、特別徴収に移行していったということが言えるのかと思います。そうい

うことで、特別徴収のほうが当然ながら９９.９４％という率になりますので、そのことによって、利

用者も支払いの手間が省けるというところで、収納率にも関係するのかというところで、成果が上がっ

ているかというところでございます。 

○高橋（し）委員  特別徴収が増えると、今お話があったように収納率とも密接に関係してくるとい

うことです。それで、私が伺ったのは、例えば普通徴収の事業主などに、特別徴収のほうがというよう

な、具体的にどのような形で働きかけなどをして特別徴収を増やされたのかということです。チラシな

どだけで増えたわけではないかと思うので、どのような取り組みの成果がこのような形になったかとい

うのをお尋ねします。 

○伊東税務課長  特別徴収推進のときには、２３区だけではなくて、関東近県を含めたところでの実

演の形でやらせていただいたところです。ということで、直接的な対応としては、会社側に通知を送る

際にチラシを送ってご協力を求めたというところがございます。それと、あとはほかのところでさまざ

まな形で、ダイレクトではないのですけれども、ＰＲをしたという状況でございます。 

○高橋（し）委員  事業主からすると、特別徴収にすると、今度は中小企業でいらっしゃると、なか

なか難しい点があるので、そういったところでのフォローなどはどのようにされたかということをお尋

ねします。それから、メリットがあるわけですけれど、そのあたりをどのようにＰＲされたのかという

ことをお尋ねします。そして、今、７３％という形なのですが、これがどのぐらいまでを目標とされて

いるのかという、今後の取り組みと見込みについてお尋ねします。 

○伊東税務課長  特別徴収ということで、メリット、デメリットということでございますけれども、

中小企業というか、小さなところでは、なかなか手間が大変だというようなお話も聞いたところではご

ざいますけれども、法的な部分では基本的に、従業員２人以上というところでは特別徴収をしなさいと

いうようなこともございましたので、それを示させていただいたというところでございます。今言った

ように、中小企業の方に関しては、その辺をしっかり聞き取りまして、なるべく、それに合致している

ところであれば協力を求めたというところでございますけれども、中には微妙なところがあった企業に

対しては、普通徴収を継続したということもあったとは聞いているところでございます。 

 メリットのＰＲということでございますけれども、普通徴収の流れや特別徴収の流れというのをしっ

かり事業主にご理解いただくことによって、メリットを見出していただくといいますか、そういうこと

を正しく伝えていただいてご協力いただくというところで、つながっていくと思います。 

○高橋（し）委員  非常に取り組まれたということなのですが、目立たなくて地味な取り組みなので

すけれども、こういった形は非常に税収のアップにつながっていくので、ぜひこのまま、さらに徹底し

て取り組んでいただきたいと思います。ただ、ホームページの説明が、他の区に比べると、従業員の方
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へのメリットや事業主へのメリットという点が、杉並区や江戸川区だと、それがホームページの案内の

ところにすぐ出ているので、東京都に飛ぶ前にあるので、その辺のホームページの形式も工夫していた

だけるとよろしいかと思います。これは要望です。 

 では次ですが、決算審査意見書の４０ページで、普通会計（決算統計）による目的別、性質別歳出状

況のところなのですが、財源を伺うので、この款でお尋ねします。ここで前年度の増減率を見ると、人

件費と消費的経費については増となっているのですが、投資的経費については５８.７％の減となって

います。その投資的経費においては、民生費と土木費の減が目立つ。これはご説明いただいたのですが、

その特定財源を見てみると、そのほかのところが１８億円減額です。ご説明にあったように、国・都の

支出金が減額しているというお話はあったのですが、そのほかという部分はどのようなものなのかお知

らせください。 

○品川財政課長  歳入の部分で、その他の部分というところでございますが、全体的に、特定財源の

部分に当たるところでございますが、１つ、減になっているところといえば、財産収入の部分、それか

ら諸収入という部分です。こちらが減少しているところでございます。内容としましては、下水道工事

関係といった部分が前年度比と比べて減になっているというところが大きいということになってござい

ます。 

○高橋（し）委員  すみません。数字のことですから、事前にお尋ねしておけばよかったのですが、

特定財源のところなので、ちょっとわかりにくかったのでお尋ねしました。またこの件は関連があると

きにお尋ねしたいと思います。以上です。ありがとうございました。 

○大倉委員長  次に、小芝委員。 

○小芝委員  私からは、歳入の５０ページ、特別区たばこ税、１４６ページの競馬組合配分金につい

てお聞きします。 

 まず、５０ページの特別区たばこ税についてですが、紙たばこに占める税の負担割合はおよそ６０％

とされています。その中でも区の税収となる区内たばこ税の割合は２３％に及びます。決算書を見ます

と、区内たばこ税の収入は３２億円が計上されています。もっとも、改正健康増進法および東京都受動

喫煙防止条例によりまして、愛煙家が喫煙を楽しむ場が減っていくばかりというのも現実でございます。

区内たばこ税の収入は一般財源として区の事業に使われる大変貴重な税収入でございます。２３区では

おのおのホームページなどで税負担の割合などを説明しているところもございます。例えば練馬区では、

区のホームページで、たばこを買うなら区内で買ってくださいという広告を出すなどして、税収アップ

を図っているところもございます。そこでお聞きします。品川区でも、このような広告を出していくと

いう検討はされていますでしょうか。 

○伊東税務課長  たばこ税のお尋ねということでございますけれども、先ほど委員からご指摘のとお

り、たばこに関しては２３％の比率だということ。その中で特別区たばこ税は一応、定価に占める割合

としては２３％的なところでございます。地元に入る税ということで、我々も税収アップに努めている

面はあるのですけれども、なかなか売りづらいというか、難しい状況がございます。ただ、１つ、区内

のたばこ商業協同組合と協力しまして、販促品になるのですけれども、“たばこは区内で購入しましょ

う”という、一言入れているものを配ったりしているところでございます。それとともに店頭で、この

ような広報活動を、たばこ商業協同組合と協力して、掲示等をしているという程度のことをしていると

ころでございます。 

○小芝委員  歩行喫煙による健康被害を避けるためにも、喫煙所の整備、そして促進を図っていただ
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きたいと思っておりますが、同時に、たすきをしまして、毎朝、指定地域の喫煙所で清掃活動をされて

いる方とよく会うわけでございますが、その方からは、日本語を理解できない、路上喫煙をする、外国

人への対応を不安視する声が上がっているのも事実でございます。来年に迫りました東京オリンピッ

ク・パラリンピック大会に向けまして、今後さらに増えます訪日外国人の路上喫煙の対策をどのように

捉えているでしょうか。ご所見をお聞かせ願います。 

○黛生活安全担当課長  私どものところで、いわゆる指定喫煙所、いわゆる屋外の喫煙対策等をさせ

ていただいているところでございますが、委員ご指摘のとおり、来年、東京２０２０大会の開催に向け

まして、外国人の方がたくさん我が品川区を訪れるということが予想されるところは十分認識しており

まして、これに備えまして、当課といたしましても、多言語による広報啓発活動を実施するなどして、

外国人の方にも分煙、受動喫煙防止等についてご理解いただくように、これから検討を進めてまいりた

いと考えております。 

○小芝委員  喫煙対策については、また明日の総務費のところでお伺いしたいと思います。 

 続きまして１４６ページの競馬組合配分金に関連しまして、大井競馬場との連携についてお聞きしま

す。まず競馬場が区内にあります関係で、この配分金というのは、ほかの区に比べて差があるのでしょ

うか。 

○立川総務課長  競馬組合配分金についてお答えします。まず、いわゆる競馬場の所在区ということ

で、品川区だけでございますけれども、３億円の歳入がございます。それから、いわゆる大井競馬場以

外の地方競馬が場外発売をしているということで、そういった関係での歳入、また大井競馬場の場外発

売所が所在して、中央競馬の場外発売を受けた年間の売得金というのが品川区には入ってくるものでご

ざいます。それから、いわゆる２３区一律の配分金というのが約１億円でございます。 

○小芝委員  来年、大井競馬場の近くの大井ふ頭中央海浜公園にあります大井ホッケー競技場にて、

オリンピックのホッケー競技が開催されます。先般行われました本会議では、区は来年のオリンピック

に向けて大井競馬場との連携を積極的に検討する前向きな姿勢であることを示されましたことを踏まえ

て質問いたします。前向きな方向性の中で、品川区に関連したレースの前後に、例えば品川区独自の文

化を披露するような、例えば、お囃子や太鼓といった伝統文化を披露できるような環境があれば、品川

区の魅力をお伝えできるかと考えますし、また新しい文化を披露するのはここではないかと考えており

ます。大井競馬場は、所有者が東京都競馬株式会社で、借主が特別区競馬組合ですので、あくまで要望

という形で、大井競馬場との連携を積極的に行っていただきたいと考えますが、区として何か具体的な

イメージがあれば教えてください。 

○古巻文化観光課長  来年の東京２０２０大会に向けての大井競馬場との連携、特にホッケー競技が

行われます大井ホッケー競技場との関連もありまして、競馬場との連携でございますけれども、今のと

ころ、まだ具体的なものについてはございませんが、いろいろな形で周辺の地域との連携のことは考え

ていきたいと考えておりますので、その中で、どんな形ができるのか、ここは少し考えさせていただけ

ればと思っています。 

○小芝委員  地域との連携というお答えをいただいましたが、連携をしっかりと持ち、オリンピック

に向けて地域が一丸となって、機運が醸成される環境を担うことを期待いたします。 

 次に、大井競馬場と周辺の地域、商店街とのつながりについてお聞きします。競馬場近くには、立会

川駅を中心にしました、立会川龍馬通り繁栄会がございます。毎年８月には大井競馬場にて、立会川龍

馬通り繁栄会りょうくん特別レースが開催されていまして、商店街の認知度の向上につながっていると
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考えております。そういう意味では、このレースを通じた商店街振興の取り組みは今後も継続していっ

ていただきたいと考えます。しかし、もっとも、大井町駅から競馬場までシャトルバスが運行されてお

ります。競馬のレースが終わりました後は、そのまま大井町に戻る方が大半かと思います。大井町には、

大井町駅を中心にしまして、大小さまざまな飲食店がございます。商店街と大井競馬場との連携を立会

川のように取り組んでいくのは難しいと考えますが、少しでも飲食店に足を運ぶような環境になれば、

振興策の一助になると考えております。区のお考えがありましたら、ぜひともお聞かせ願います。 

○山崎商業・ものづくり課長  大井町が競馬場への１つのアクセスのポイントになっている。こうい

う流れを、大井町の例えば商店街のにぎわいにつなげたい。こうした視点は、非常に有効な視点かとは

思います。ただ、地元商店街の意向ですとか、そうしたアイデアが鍵になるかと考えるところでござい

ます。 

○大倉委員長  次に、鈴木博委員。 

○鈴木（博）委員  本日は６０ページ、分担金及び負担金、２目民生費負担金、保育園保育料に関連

して、災害時における保育園の対応についてお伺いいたします。 

 ２０１９年８月３０日、マーシャル諸島付近で発生した熱帯低気圧は発達しながら北上し、９月５日、

南鳥島近海で台風１５号になりました。そのまま９月９日には千葉市に上陸し、茨城県を通り、太平洋

に抜けていきました。この台風の被害は甚大で、現在も千葉県などで復旧作業が続けられていることは

周知のとおりです。改めて被災者の皆様にお見舞いを申し上げます。また、厚生労働省の９月３０日発

の「令和元年台風第１５号による被害状況等について（第２６報）によれば、児童関係施設等の被害状

況は、児童厚生施設２５か所、放課後児童クラブ９７か所、保育所１５３か所、乳児院２か所、児童養

護施設６か所、児童相談所一時保護施設５か所、婦人保護施設２か所、児童自立生活援助事業所１か所、

児童自立支援施設１か所、助産施設１か所が、倒木による壁の亀裂、床上浸水、漏水、窓ガラスの破損

等の被害を受けたそうです。今回の台風１５号による品川区の保育園等の被害状況はいかがだったで

しょうか。 

○佐藤保育課長  今回の台風に伴う品川区の公立保育園等の被害状況でございますが、特に大きな被

害はございませんでしたが、窓ガラスが１枚割れた園が１園、エアコン等の不具合が１０園、多少、雨

漏りがあった園が１１園ありましたが、当日すぐに対応し、復旧しております。 

○鈴木（博）委員  大きな被害がなかったというご答弁をお聞きしてとりあえず安心しました。とこ

ろで、この間の報道によりますと、台風１５号によって、ＪＲなど主要な鉄道がとまり、学校など教育

機関の休校も相次いだということですが、品川区の保育園は開園していたとお聞きしました。今回、品

川区の保育園はなぜ休園にしなかったのか、その理由をお聞かせください。 

○佐藤保育課長  保育園の休園の関係のご質問でございますが、保育園につきましては臨時休園に関

する国の法律や政令などが存在しませんので、それに加えて区でも休園に関わるルールを特に策定はし

ておりませんので、今回は休園にする措置はとりませんでした。一方、学校のほうは法令によって規定

がございまして、授業を行わないことができるとか、学校の全部または一部の休校を行うことができる

と理解しております。 

○鈴木（博）委員  学校の休校に関しては法的根拠があるが、保育園の休園に関しては法律・政令な

ど法的な根拠が存在しないということも驚きですが、品川区の対応については後ほどお聞きすることに

して、まず当日９月９日の品川区の公立保育園の開園状況や園児の登園状況はいかがだったのでしょう

か。ご報告をお願いします。 
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○佐藤保育課長  台風当日の公立保育園の開園に関しましては、全て通常どおり、朝から開園いたし

ました。登園状況に関しましては、在園児４,８００名に対して約７５％の３,６００人が当日登園して

おります。朝、午前７時半から開園しているのですけれども、７時半から８時半までの１時間の間に

約３割の１,０００人が登園いたしまして、その１時間後、９時半までの間に、約５割の１,７００人が

元気に登園したというところでございます。 

○鈴木（博）委員  台風一過ということもあって、時間差はあるものの、多くの園児が登園されたよ

うです。また、保育園でもトラブルもなく、無事に運営できてよかったと思います。逆に、今回の台

風１５号の影響で保育園等を休園にした自治体などは存在したのでしょうか。 

○佐藤保育課長  新聞等のマスコミ報道でございますが、千葉市が全園休園し、ホームページ等で保

護者に周知したと聞いております。 

○鈴木（博）委員  千葉市を含む千葉県は今回かなりの被害が出たということを聞いておりますが、

千葉市では保育園の休園基準等はもともと存在したのでしょうか。また、今回どのように休園の周知と

いうのがされたのでしょうか。ご説明をお願いします。 

○佐藤保育課長  千葉県の休園基準でございますが、まずＪＲの運転見合わせ、また特別警報や避難

情報に当たる警戒レベル３が発令する等の基準を事前に定めておりまして、保育園を利用する保護者の

方に事前に説明していたと聞いております。 

○鈴木（博）委員  それでは、先ほどの続きでありますが、品川区では、千葉市と同じような同様の

登園基準等が策定されているのでしょうか。 

○佐藤保育課長  保育課では、業務継続計画と防災マニュアルというのが一体化したマニュアルを

持っておりまして、その中では有事の際の対応を明記しているところなのでございますが、今回のよう

な場合の休園に関しては特に基準は設けておりません。 

○鈴木（博）委員  今後、台風など災害時の休園基準の策定を検討するお考えは一応あるというお話

なのですが、どのようにされるのでしょうか。例えば警報や、避難などが必要になるような天候の状態、

水道や電気や交通などの社会インフラの運営状況などの条件も加味して検討していくべきだと考えます

が、いかがお考えなのか、お伺いしたいと思います。 

○佐藤保育課長  まず保育園は児童福祉法で定められている福祉施設でございまして、当然、災害時

の場合は、保護者の方が例えば警察や消防、企業等の関係者の場合は、そのお子さんを預かるという使

命があると考えております。この辺、公立の保育士によく浸透しておりまして、今回のような状況でも

速やかに体制をとって保育を行ったという事実は一応ございます。一方で、今回、朝、かなり危ない状

況もありましたので、こういった危険を伴う場合は、ある程度長期間、休みをとらざるを得ないような

場合に関しては、ある程度の指針を決めなければいけないと考えております。今回のことをきっかけに、

国でもいろいろ検討するという動きもありますので、区でも検討してまいりたいと考えております。 

○鈴木（博）委員  教育機関とは異なりまして、保育園には、災害時に活動する関係者のお子様、あ

るいは災害時でも就労せざるを得ない家庭のお子様などをお預かりしなければならないという社会的な

要請も一方ではあると思います。その一方で、勤務する保育園の職員や保護者の通園あるいは保育中の

安全性への配慮もしなければならない。そして何よりも、保育園に預けられる園児たちの通園や保育園

での施設内における安全性や保育の環境に最大限配慮した、災害時の保育園運営の基準の策定を、関係

する部署とも十分に協議しながら、ぜひお願いし、なるべく早い策定、指針の完成することをお願いし

て、私の質問を終わりたいと思います。 
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○大倉委員長  次に、須貝委員。 

○須貝委員  私は、１０８ページ、民生費補助金で、保育園の保育士についてお聞きしたいと思いま

す。また、同じく介護施設の介護ヘルパーについてお聞きしたいと思います。 

 品川区の健全財政は、私自身も本当に毎年すごく評価しております。しかしながら、例えば、保育課

で相当努力もされて、区でも努力されていて、保育園がたくさんできて、これは待機児を持っている親

御さんからすれば本当にありがたい話だと思います。しかし、実態として民間の保育園では、保育士が

やはり相当不足しているということで、派遣の保育士を頼んでというところも、私のほうには相当、耳

に入っております。実際、そういうふうに健全財政はいいのですが、一向に例えば保育士の処遇改善を

やはり対応しないといっても、もっとよく改善していかなければいけない。そういうことをやらなくて、

毎年黒字、黒字、健全財政はいいのですが、こういうところはどういうふうに考えているのでしょうか。

結局、保育士が足りない。そういう実態がどんどん増えている。でも、お金はこれだけしっかり残して

います。それでいいのでしょうか。そして、また介護施設もそうですが、どんどん高齢者が増えている

というのは、これも皆さんご存じのはずです。今後、高齢者が２割から３割、どんどん増えている。ま

すます認知症の方も増えていくのでしょう。そうすると、施設に入る方も増えていくのでしょう。しか

し、そこでその方たちを見守るような介護士がいない。実際、行ってみますと、もう何か月もすると人

が変わっている。そして、ぎりぎりの人数でやっている。これも、全員が結局その日にいなくても、休

んでいても、カウント数には入りますから、それは法律的には問題ないのかもしれない。だけど実態と

して、それだけ人数が足りない。これがどんどん増えているのです。片や黒字で、品川区は健全財政を

している。だけど、逆に実態として悪くなっている。そういう面に対してどのようにお考えなのでしょ

うか。お聞かせください。 

○大澤保育支援課長  私立の保育園の保育士の件でございますけれども、平成２９年度の保育士の給

与の調査を全部しまして、３５０万円以上の年収の方が全体の６割になっていて、かなり給料は上がっ

てきております。平均年齢で言いますと３１歳で、経験年数５年で、給与の平均が今、３６３万円に

なっておりまして、区の保育士の場合は３７０万円になっていますので、区の保育士と私立の保育士の

場合、さほど差がないような状況まで上がってきているということでございます。 

 保育士の数でございますけれども、現在やはり募集をかけてもなかなかつらい状況だという話は聞い

ておりますけれども、品川区につきましては、かなり人気のある地域でございまして、今までのところ、

保育士が集まらなくて開園できないとか、定員まで預かれないというような状況にはなってございませ

ん。保育士全体の中で、８５％は常勤の保育士を私立は抱えておりますので、残りの１５％は非常勤と

いう状況ではございますけれども、今、常勤でやはり雇わないとなかなか保育士が集まらないというこ

とで、事業者も努力はしておりますので、それに対して区も処遇改善をバックアップしていきたいと考

えております。 

○寺嶋高齢者福祉課長  介護事業所における介護人材の確保等々のご質問かと思いますけれども、ま

ず品川区、首都圏におきましては、今現在、人が足りなくて例えば営業ができなくなるとか、運営がで

きなくなるといったところまでの人材不足ではまだないのですけれども、確実に人材が不足していくと

いう実感は、区も、それから各事業所も持っているところでございます。他県におきましては、既に欠

員が出ているとか、人が足りなくて例えば利用定員を減らすなどという事態にもなっているという話も

聞いておりまして、そういったところも我々は視察に行って確認したり等もしているところでございま

す。それで、実際には、区の今後につきましては、まず各法人が実際には行っているというところなの



－73－ 

で、各法人の方、それから施設の施設長クラスの方など、定期的に意見交換をして、区として例えばど

ういった支援が必要かといったあたりを、ご意見を聞きながら対策に取り組んでいるというのが現状で

ございます。 

○須貝委員  今、保育士の年収をお聞きしましたが、実際、平均勤労者所得というのは、今、４４０

万円、４５０万円に上がったか、少し上がったと思います。では、課長はこれでいいと思いますか。こ

れで人が集まると思いますか。どんな人でも、幾らかでも……、それは子どものためにはなる、人のた

めに役立つというのは生きがいとしてありますが、ではその人たちのきちんとした保証は、やはり人件

費が高くなっても、そういう方向に持っていって処遇を改善してやらなかったら、今、民間では３５０

万円と言っていましたが、その方たちはずっと、もう最初、初任給、手取りで１８万円、１９万円でし

ばらく上がらないという現状だそうです。それで、実際、ではほとんどの方を常勤にしたら、人件費が

上がってやっていけないという現状が保育園にあるそうです。そこのところを、もう一回ご見解をお聞

かせください。 

 そして介護施設ですが、いろいろ話し合ってやっていくということを今おっしゃいましたが、本当に

人数も少ない中で、若い人が、やはり年収、こちらも保育士より安いのでしょうが、もう３００万円以

下で、そして１週間に２日、深夜勤務があるという話を聞いています。その中で、その方たちの給与が

上がるかというと、上がっていない。そういうところをやはり品川区で、身近な施策をしている、事業

をしている品川区が、何とか手助けをしてやるということは大事だと私は思うのです。それで、借り上

げ住宅が保育士にはあるのですが、ヘルパーにも住宅の支援、そういうこともやはりやっていかなけれ

ば、どんどん高齢者が増えていく、そういう施設にお世話になる人も増えていくわけですから、そうい

うことを考えたら、先の将来を見越して、品川区は進んで処遇改善をやっていかなければいけないので

はないですか。もう一回見解をお聞かせください。そして、今、事業消滅型の介護施設の破産が全国で

増えている。少しずつ出ています。ということは、皆さん経営も、それぞれ民間の施設はやはり大変な

状況に置かれているということが、やはり実態として今出てきているわけです。その辺についてどのよ

うにお考えでしょうか。 

○大澤保育支援課長  保育士の給与の他職種との比較でございますけれども、今、新しい園がどんど

んできている関係で、どうしても平均年齢や経験年数が平均として低くなりますので、他職種の場合は

平均年齢が４０歳、４１歳で、勤続年数が１１年という数字が出ていますので、単純に経験の平均が５

年の保育士との比較はできないと考えております。平成３１年４月に開設した区内の保育園の初任給は、

一番安いところで２０万５,０００円、高いところですと２３万５,０００円になっていますので、一定

の初任給の保証はできていると考えております。キャリアアップや補助金等も含めまして、区としまし

ては、先ほど委員からもお話がありましたけれど、宿舎借り上げですとか資格の取得支援ですとかイン

フルエンザの予防接種費用等、いろいろな支援を行っておりますので、今後とも総合的に保育士に対し

ては支援をしてまいりたいと思っております。 

○寺嶋高齢者福祉課長  まず介護職員の処遇、いわゆる給与体系等につきましては、なかなか一概に

比較をするのは難しいと思いますけれども、それが高いのか安いのかといったところは、なかなかコメ

ントしづらいところではあるのですけれども、１つ言えることは、数字的な話で言うと、確かに定着率

が低いということで、そもそも勤続年数が短いので、給与的には、数値としては低く出てしまうという

実態はあろうかと思います。それから、制度全体の問題としては、例えば処遇改善加算といったような

ものがありまして、各法人のほうでそういった加算をとって、処遇改善につなげられるような取り組み
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については積極的に行っている。９割以上の事業所が取得しているといった話も聞いておりますので、

かような手は法人としても打っているというところは確認できているところでございます。 

 それから、あとは例えば品川区のほうからの支援につきましても、具体的に給与面での支援というこ

とに関しては、例えば小規模多機能型の事業所に関しましては、生活相談員１名分の金額をそのまま各

事業所に支援させていただいているといった取り組みも既に行っているところでございます。それから、

先ほど委員ご指摘の住宅につきましても、区の職員が使っているような住宅、それから法人専用の職員

の住宅といったものも、安価な値段で使っていただけるように、法人住宅ということでの事業も打って

いるところでございます。それから、法人から要望があったものにつきましては、なるべく予算化して、

いわゆる人材確保につながるような取り組みもしているのですけれども、やはりなかなか、すぐに採用

して人が集まるかと言われると、これがなかなか難しいところでありまして、実際に実績がたくさん出

ているかというとそうではない面もありますけれども、引き続き各法人がどういった支援が必要かとい

うところにつきましては、意見交換をさせて、可能な限り支援はしていきたいと思っております。 

○須貝委員  長期基本計画で、品川区の将来を見越して施策を立てて案をつくっているはずです。そ

の中で、やはり私は、特に企画調整課の方、財政課の方、課長がいらっしゃいますけれど、やはり身近

な、そこに生涯、１０年後、２０年後、３０年後、我々はどうやって生きていくのだと考えたら、やは

りそれを真剣にやっていかなければまずいと私は思うのです。今後、やはり今、我々の町会でも、独居、

ひとり住まいの方も増えている。それもおそらく高齢者福祉課では把握されていると思います。そして、

どんどん品川区にまだ建設ラッシュ、品川区もタワーマンションが建っていくでしょうから、やはり子

どもたちもどんどん増えていく。増えていけば行政需要も増えていくわけですから、ではどのように対

応していくのかということもあります。そういうところを今、品川区の企画調整課でどのように考えて

いるのですか。いや、とりあえず今後はいいのだと考えているのですか。財政が５０億円も黒字になっ

て、基金も積み立てられている中で、こういうことを先延ばししているというのはいかがなものかと私

は思うのですが、ご見解をお聞かせください。 

○柏原企画調整課長  今、長期基本計画の策定ということで、委員からもご案内がありましたけれど

も、まさに策定中の長期基本計画の中でも、例えば外部人材の大切さについて、質の高い介護保険事業

を運営するという、今後、活用して、そういったところにも注力していくということも、長期基本計画

の素案の中には入れさせていただいています。それで、関係の皆様方からもご意見をいただきながらつ

くっていくところでございます。決してそういったところをやらないとか、後にしているということで

はなくて、現実に見えている課題、将来、出てくるであろう課題を含めて、積極的な施策の展開という

ことを品川区としても考えていくといったところでございます。 

○須貝委員  本当に身近で、これからますますこういう需要が増えていく。そして、困っている人も

増えていく。やはりそこを踏まえて、私は財源もある程度、投入する必要はあるのかと考えます。 

 では次の質問にいかせていただきます。５８ページ、交通安全対策特別交付金で、今、高齢者が、ア

クセルとブレーキペダルの踏み間違えで、さまざまな事故を起こしております。そして、今、運転免許

証の返納ということもあります。私としたら、オートマチック車で運転するということは、右足でアク

セルとブレーキを両方やるのですよね。そうすると、基本的に考えたら、同じペダルで逆の作用の動き

を車に与えるわけですから、実際に考えたら、そもそもこの車が欠陥だと私は思うのです。私は、どの

ように交通安全担当が考えられているかわからないですけれど、オートマチック車はそういう危険を

持っています。昔のマニュアル車はクラッチがありましたから、アクセルペダル、それからブレーキペ
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ダルが別々でした。それで、危ないと思ったらみんなクラッチを踏んだから、車は制御できた。その辺

について免許返納という話で進んでいますが、どうお考えなのでしょうか。お聞かせください。 

○古郡交通安全担当課長  踏み間違えに関しては、今、防止策について都から補助が出るということ

でして、広報等を進めております。車については、マニュアル車でもクラッチを踏んだらそのままずっ

と行ってしまいますので、ブレーキを踏まなければいけませんので、間違えないようにやはりしっかり

として、運転免許証の返納の際や更新の際といったところで実施していくということで考えております。 

○須貝委員  我々、製造業なのですが、製造業は危険な機械が動いています。そこで、誰かがその領

域に手でも足でも体でも、例えばセンサーがあるところに入れば自動的に制御されて、止まるように

なっています。それが一般的な普通の機械です。車というのは、人を殺すまでの怖い機械なのです。

だったら、制御装置というのをやはりまずメーカーに義務づけさせるというのが基本ではないかと私は

思います。だって、こんな危ないものを、あの人は高齢者だから、踏み間違えたのだからどうのこうの

ではないでしょう。危ないものを動かしているのだから、前に誰か異常な、例えば車でもいい、人でも

いい、そこにいたらやはり止まるような、減速するような装置を先につけさせるというのが、先の仕事

だと私は思うのです。その辺についてご見解をお聞かせください。 

○古郡交通安全担当課長  都でも、高齢者の運転支援装置ということで、支援をしていっていま

す。９０％の補助ということで、当然それについては補助で、取り付ける動機づけになりますので、そ

れについては区としても広報していきたいと考えております。 

○須貝委員  ちゃんと答えていただけないようですが、ある交通事故、自動車事故鑑定人の方がこう

いうふうに述べています。「このような２つのペダルを踏み分けて真逆の動きをさせる構造を今さら変

えれば、今まで何をしていたのかという批判や、運転ミスとされていた人から構造欠陥と訴訟を起こさ

れるのをメーカーは恐れているのです」と、自動車事故鑑定人が言っています。「コンピューターなど

を使う開発なら、産官学に広がるため、国は歓迎するのでしょう」と言っています。本来、これは危険

なものなのです。安全なものではないです。ましてや若いときにオートマチック車で運転していたら、

ある程度、制御はできると思います。人間の頭で、運動神経もまだ進んでいる。だけど高齢化したら、

そういう対応ができにくくなっているということは、この車が欠陥だという証拠ではないですか。私は

やはり、そっちのほうをしっかり国土交通省に訴えるべきだと思いますが、いかがでしょうか。 

○古郡交通安全担当課長  運転免許に関しては、公安委員会において、運転しているいいですという

許可が出ているということで、それで、認知症だとか、そういったものに関しては、じっくり国が主体

でやっております。 

○大倉委員長  次に、石田ちひろ委員。 

○石田（ち）委員  私からは、決算書の７６ページ、区営住宅使用料、また９３ページの高齢者住宅

対策事業など、公的住宅と関わって、住宅支援、困窮する方への対策について伺いたいと思います。 

 今、格差と貧困が広がる中で、安全で安心して住み続けられる住まいを失う方たちが後を絶たない状

況です。私たちも、多くの区民の皆さんから、住宅確保の相談は多く受けますけれども、断られるとい

うことも多々あります。こうした状況から、私たち共産党は、公的な住宅を増やすよう繰り返し求めて

きましたし、家賃助成等も求めてきました。国のほうでは、低所得者、高齢者、障害者など住宅確保要

配慮者に低家賃の賃貸住宅を供給するとして、全国に８２０万戸ある空き家の一部を活用する住宅登録

制度を盛り込んで、安く貸し出すことを目指した住宅セーフティネット法を制定しています。この流れ

を受けて、各自治体で居住支援協議会の設置が進んでいるかと思うのですけれども、品川区でも設置さ
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れるとのことです。いつ、どのような体制で何が話されて、どういう支援につながっていくのか教えて

ください。 

○森住宅課長  居住支援協議会のお話でございます。今現在、区の中で、さまざまな課と連携しまし

て、居住支援協議会の設置を進めているところでございます。予定としましては、来年２月に設立して

いきたいということで進んでおるところです。体制につきましては、子ども未来部、福祉部といったと

ころの各それぞれの課が協力して、それぞれの住宅確保要配慮者に対して住宅の提供については後押し

していきたいと考えております。 

○石田（ち）委員  来年の２月に設置されるということで、区だけの中での話になるのでしょうか。

学識経験者とか、そういった方々は入られないのか。そういったメンバーも教えていただきたいと思い

ます。 

○森住宅課長  メンバーにつきましては、学識経験者の方、それから不動産関係団体の方々、居住支

援関係として社会福祉協議会等の方々、それから東京都でも居住支援協議会の設置を後押ししていると

いうところもございますので、東京都の担当課長クラスにもオブザーバーとして入っていただけるよう

に、今、調整しているところでございます。 

○石田（ち）委員  居住支援協議会の大もとは、国の２０１７年に改正された住宅セーフティネット

法だと思うのですけれども、まず２０１７年に制定されているのですけれども、その間、登録住宅への

補助の実績はわずか４９戸、補助額は１,０００万円ということで、そのうちの国庫負担は５００万円

です。また、この支援に、年間６億円としていた当初の想定は全く機能していないし、住宅セーフティ

ネットにもなっていない状況だということが、有識者等々からも指摘されていますし、最も問題なのは、

家賃低廉化に関する条文が、改正された法律には見当たらないということだそうです。当初、国土交通

省は、公的な補助を行うことで、低家賃の住宅を供給するという点を最大に強調して、この法律をつ

くったのですけれども、でき上がった法律の中には、家賃低廉化に関する条文が抜け落ち、家賃低廉化

は予算措置によって実施するということになっているそうです。だから、法律に明記されずに予算措置

にとどまるということは、いつでもやめられるということにほかならないということで、ここも指摘が

されていまして、本当に支援ができるのか、救えるものになるのかという不安が私もあります。やはり

民間任せにせずに、困窮している人の実態に合わせた公的な支援が必要だと改めて思うのですけれども、

居住支援協議会の中で、住宅に困窮される方々の実態の把握はされるのでしょうか。実態を把握されて

こそ対策が打てると思うのですけれども、また潜在的な要求もあると思います。そうした把握もすべき

だと思うのですけれども、いかがでしょうか。 

○森住宅課長  住宅確保要配慮者への実態把握ということでございますけれども、現在、委託もかけ

まして、それぞれ住宅・土地統計調査であったり、そういった公的な調査結果をまとめているところで

ございます。また、実際の各それぞれの要配慮者がどういったことで困られているかということにつき

ましても、関係各課の窓口にヒアリングをしたり、社会福祉協議会から情報を得たりということを、今、

進めているところでございます。また、今後、設立に向けましては、逆に貸す側、オーナー側の不安で

あったり、そういったことについてもヒアリングをして、区としてできること、あるいは協議会として

それぞれが役割分担をしてやっていくべきことを、協議の中で進めていきたいと考えております。 

○石田（ち）委員  やはりさまざまな状況で、断られないようにというところも大事だと思うのです

けれども、高齢だからという理由だったり、障害があるから、こういう理由で、やはり入居を断られる

というのは実際にありますので、そうした理解を広げていくということも大事だとは思うのですけれど、
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理解を進めていくというのは、とても時間のかかることですし、やっていくことは必要だと思うのです

けれども、やはり公的住宅を建てていく、新たにつくっていくということが、いち早くこうした困窮者

を救うことになっていくのではないかと思います。国は公的住宅を増やすどころか減らしている状況で

すので、こうした民間任せにせず、公的住宅をさらに建てていく。こういう考えも必要になってくると

思うのですけれども、そうした協議会での話し合い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。 

○森住宅課長  区営住宅等を増やしたらどうかというお話でございますけれども、居住支援協議会に

つきましては、民間賃貸住宅等への円滑な入居というところを目的としているところでございます。ま

た、区でも、今、委員がおっしゃられましたような、高齢であるとか障害を持っているといったことだ

けで、その方の特性だけで入居が断られることのないように、それぞれの協議会の中で、それぞれ民間

と協議して進めていきたいと考えております。 

○石田（ち）委員  理解を広げていただくということではいいのですけれども、やはり民間任せとい

う、そして自己責任という、これが基本の今の住宅政策はやはり見直していかないと、救われないので

はないかと思うのです。住まいは生活の基本であり、憲法第２５条が保障する生存権の土台となるべき

ものです。住まいが権利であることは、世界人権宣言や、日本政府も批准している国際人権規約も認め

ています。「住まいは人権」。こういう立場に立てば、民間任せでなく、公的な住宅が必要で、それを

建てていくという方針を掲げるべきだと思うのですけれども、区は、「住まいは人権」という立場に立

たれるのか、立っているのか、伺いたいと思います。 

○森住宅課長  民間に、あるいは自分で探してというお話でございますけれども、今までそういった

形でやられてきた部分があろうかと思いますが、そういった部分も、区も入りながら、あるいは貸すほ

うと借りるほうのそれぞれの代表が入りながら、支援していくというところが居住支援協議会でござい

ますので、各課協力しながら、それぞれのメンバーと協議を進めながら、検討を進めていきたいと考え

ております。 

○石田（ち）委員  「住まいは人権」という立場なのかという答弁はなかったのですけれども、こう

したマッチングさせていくという支援も必要ですし、これを実効性あるものにしていくことが必要だと

思います。だけど、やはりあわせて公的住宅、区営住宅や高齢者住宅などを建設して、一日も早く困窮

者を支援していくということが必要だと思います。よろしくお願いします。 

○大倉委員長  次に、たけうち委員。 

○たけうち委員  ５４ページ、地方消費税交付金、１４８ページ、雑入の私用光熱水費、２点お聞き

します。 

 地方消費税については、いろいろとお話が出て、国のほうの見直し等で大変に厳しくなっているとい

うお話ですが、関連しまして、１０月１日から消費税が上がりました。それで、品川区では、一応確認

ですけれども、使用料とか手数料とか、いわゆる区民の方に関連するところで、消費税が上がることで

料金が上がったものがあるのかどうかということを確認させてください。 

 それから雑入の私用光熱水費は、食堂の隣にある、障害者の雇用促進という意味合いもある、社会福

祉協議会が運営している売店の光熱水費がここに入っていると思うのですが、それぞれ電気料、ガス料、

水道料がどれぐらいになるのか教えてください。 

○品川財政課長  まず消費税になりますが、今回の消費税の税率が上がったことによりまして、区の

施設等の利用料については、基本的には今のところ変更はございません。 
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○立木経理課長  売店の部分に関しましては、庁舎の中で、使用料も含めて免除の形で、取っており

ませんので、今、どれぐらい使っているかというのはお答えできません。〔同日後刻に「徴収してい

た」と答弁訂正あり〕 

○たけうち委員  消費税のほうですけれど、わかりました。おそらくそうだと思っておるのですが。

それで、いろいろ、ちょっとだけしかまだ調べていないのですけれど、自治体によっては、２３区はわ

かりませんけれども、例えば千葉県の八街市とか仙台市とか、幾つかの自治体では、今回の消費税の改

定にあわせて、それがいいか悪いかはいろいろな議論があると思うのですけれど、各自治体の判断のも

とで、少し、１０円とか２０円ですけれども、使用料・手数料を上げている自治体もあるようですが、

品川区として今回そういうことにしなかった、あえてしなかった理由なのか、その辺のところを教えて

ください。 

 それから、今、売店については、売店の消費者使用料については免除ということであれなのですけれ

ど、私用光熱水費については、私のほうで事項別明細書で調べた中で言うと、電気料金が年間１２

万５,０００円、ガス料金が２,０００円、水道料金が１万３,０００円ということで、それについては

取っていらっしゃるのかと。それで、それが悪いと言っているわけではなくて。それで、当初のあれで

いくと、それも通常の半分取っているのではないかと思うので、そこはもし違いがあるようでしたら教

えていただきたいのですが、お聞きしたいのは、そのところではなくて、５年が経過したかと思うので

すけれども、それで、これについては私も当時、厚生委員会にいたときに、視察に九州に行ったりして、

そこでいろいろな自治体で、その自治体の、入ったら一番目立つところに、障害者の方のつくったもの

を置いたり、また売店をつくっていて、非常にいい取り組みだということで、当時の厚生委員会の中で

も全会一致でそういう話を提案した経緯もあって、それでまた議会の中でも多くの議員の方が、そうい

うのはぜひ必要ではないかということで、当時、ちょっと運営はできないからということで返された中

で、今、そういう形で売店ができているので、非常にいいと思うのですけれど、現状の、区の障害者雇

用についての成果でしょうか。また、いろいろな今の状況について、どういうふうに把握しているかと

いうのを教えていただきたいと思います。 

○品川財政課長  手数料の部分でございますけれども、実は消費税前のあたりで、２３区全体的な歳

入に対する使用料の割合などを参考にしました。その中で、２３区の大体平均が、歳入に対して使用料

が２.４％を占めているというのが２３区の部分です。品川区のほうが大体２.２％ということで、どち

らかというと２３区平均よりは使用料を取っているという形があります。それから、事前に２３区の調

査の中で、今回の消費税に当たって使用料を上げるのか、上げないのかというような調査もございまし

た。全体に言いますと、ほとんどの区が今回の消費税の関係では使用料は上げないというような方向も

ありまして、そういった部分を総合的に判断しまして、今回は使用料については上げないという判断を

してございます。 

○立木経理課長  先ほど答弁を間違えまして申しわけございませんでした。光熱水費は免除ではなく

いただいております。委員のご指摘のとおりでございます。申しわけございませんでした。 

○松山障害者福祉課長  私から、福祉ショップと売店ですけれども、これを通じて障害者理解という

ことで、雇用に結びつくということで、こちらは就労継続支援Ｂ型といいまして、必ず一般的な就労が

難しい方について、こちらで働いていただいているということで、かなり障害者の方も、区役所にい

らっしゃる方々等、来客数もかなり伸びておりまして、交流も深めまして、障害者理解の一助となって

いると考えております。 
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○たけうち委員  消費税については一応確認させていただいて、上げたらよかったのではないかとい

うことを言いたいわけではありませんので、そういう考えで。歳入ですから、自治体によっては上げた

ところもあるので。先ほどからあったとおり、消費税が、地方消費税の部分がなかなか入ってこないと

いう中で、そういったことも考えられた上で、品川区としては区民の方に対するいろいろな思いの中で

上げなかったということで理解させていただきます。 

 それで障害者のほうですけれども、先ほどは午前中に、我が会派の新妻委員がお話はさせていただい

たのですが、これから庁舎が新しくなったときに食堂をどうするのかというお話がありましたけれども、

これはいろいろな考えがあって、これから検討だと思うのですけれども、障害者の売店については、当

時も、もうちょっと、できれば、庁舎の目立つところという言い方はおかしいですけれど、この自治体

は障害者に対して非常に理解を持っているのだという、ある意味ではシンボル的な部分も含めて、やっ

たほうがいいのではないかという話が当時あった中で、なかなか適地がなくて今の場所になったという

ことがあるので、庁舎がこれから検討されると思うのですけれど、ぜひこれは積極的に、そういう方向

で考えていただけないかと思いますが、いかがでしょうか。 

○立木経理課長  今後、庁舎の機能検討を進める中で、どういった形で、そういう施設も組み立てて

いくのがいいのかということは、しっかり検討させていただきたいと考えております。 

○大倉委員長  次に、本多委員。 

○本多委員  ５８ページの庁舎管理費負担金と、１３２ページ、財産収入に関連して質問いたします。 

 初めに、庁舎管理費負担金の決算額、１億３,７００万円余が確定した後の見解をお聞かせください。 

○立木経理課長  庁舎管理費負担金、１億３,７００万円余ということになってございます。これは、

区に区分所有しております東京都品川都税事務所、それから東京都第二建設事務所、東京法務局品川出

張所等々、庁舎の維持管理をする中で負担していただいている費用ということになってございます。 

○本多委員  項目はわかっているので、その決算があって、確定して、何か考えがあるのかというの

を伺いました。それはいいです。それで続きは、この７月には人口も４０万人を超えまして、品川区の

行政需要も増え続けて、また事業の拡大ですとかサービスの拡大で仕事量も増えてくるのだと思うので

すけれども、そうした観点で、品川区国際友好協会が移動するという話がありました。聞いたところ、

国際友好協会もみずからいろいろな物件を探したけれども、なかなか移転の物件がうまく見つからな

かったというところで、区の今後の考え方をお聞かせいただきたいと思います。 

○立木経理課長  庁舎が大分、フロア、床面積のほうが苦しくなっておりまして、その中で第三庁舎

の一部を、今現在、国際友好協会でお使いいただいている部分に関しまして、少し区のほうに使わせて

いただけないかということで、これまで物件を探していたという経緯でございますが、結局、やはり大

井町近辺にいい物件がないというところで、今、会議室として使っていただいている部分を、区で使わ

せていただくということで、そこの部分を国際友好協会から区に戻していただくという形で、今後調整

をさせていただくということで、今、進めております。 

○本多委員  区もいろいろな事業でやりくりして床面積を考えるのだと思いますし、国際友好協会も

これからさらに役割が重要になってくるので、また、いい使い道というか、いい場所で仕事をしていた

だきたいと思います。 

 それで、新庁舎に関する質問は本会議で鈴木真澄委員からありました。新しい庁舎では、床面積の確

保、外郭団体との情報提供、意見交換をしていくとのことです。その新庁舎のできるまでの当分の間、

この一定の間、そこに至るまでの間、使途や考え方についてはどのような方針なのかお聞かせください。 
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○立木経理課長  建築、それから立ち上がりまして引っ越しするまでに、相当な期間がかかる中では、

今現在ある床面積を有効に使うという中では、引き続き維持管理をしながら、また窓口等のレイアウト

等も工夫しながら、また区分所有されている団体、それから外郭団体も含めまして、きっちり同じとこ

ろで、今いるところで、できるだけ機能をしっかり果たせるような形で当面は使わせていただくという

ことで、調整はさせていただきたいと思っております。 

○本多委員  その間、当分の間、うまくそれぞれの用途が回るようにお願いしたいと思います。 

 それで、庁舎の使い方にはいろいろあると思いますけれども、歳入の部分で、例えば今、みずほ銀行

のＡＴＭがいつも並んでいるので増設できないかとか、あと、ゆうちょ銀行のＡＴＭがまた復活できな

いかとか、限られた床面積ですから難しいとは思うのですが、そういった歳入に対する新たな動きがあ

るのかないのか、その点と、あと歳入には含まれませんが、庁舎の使い方としては、各種団体が相談会

などで使う場合があります。いろいろな各種の団体が使われていたと思うのですが、それで本庁舎を相

談会などで使った場合もありましたけれども、ただ、今、区役所に来る往来の数も伸びているので、な

かなか本庁舎は厳しいので、第二庁舎のほうのスペースで相談会を開くなどのケースがあるかと思うの

ですが、いろいろな団体の要望としては、本庁舎を使ったほうが相談件数が多い。第二庁舎のほうが広

いけれども相談件数が減るというような傾向があるのです。ただ、やはり庁舎管理の上で、人のなかな

か妨げになってはいけないと思いますので、その辺はいろいろ工夫をされて判断されているとは思うの

ですけれども、何が言いたいかというと、団体の公平性についてはいかがでしょうか。教えてください。 

○立木経理課長  床面積は、やはり今、余剰がないという中では、例えば新たな財源確保の面での目

的外使用という部分に関しましては、厳しい状況になっております。ですので、例えば一例で先ほどお

話しいただきました、ゆうちょ銀行のＡＴＭ等を新たに入れるというのは、そういう面では難しいかと

考えております。 

 あと、本庁舎ロビーに関しましては、やはり人の動線の関係で、大分、窓口も拡大してきている中で

は、動線が大分、混乱するような形になっておりまして、そこに相談コーナーを設けますと、やはり危

険も出るというところで、第二庁舎の３階ロビーに、今、集約させていただいているところでございま

す。公平性の部分に関しましても、不公平が出ないような形できちんと対処させていただきたいと考え

ております。 

○本多委員  よろしくお願いします。 

 次の質問です。１３２ページの財産収入に関連してお聞きします。平塚二丁目３番目１号、寄贈物件

がありますけれども、１３２ページの財産貸付収入の平成３０年度決算額について教えてください。 

○立木経理課長  平塚二丁目の決算額でございますが、こちらは月額家賃、これは借地料になります。

これは、平成２７年に、区に寄附でいただいた物件でございますが、こちらが都市再生機構、ＵＲに借

地権がついてございます。そちらの借地料としまして、月額４０万円６９０円の１２か月分ということ

で、年額４８０万円余という形になってございます。 

○本多委員  建物はたしか建築５０年が経過していると思うのですが、ＵＲとの契約がどうなってい

るのか、いつまでなのか。逆に期限が切れた後にどういうふうに考えるのか。お住まいの皆さんに配慮

しながら進めなければいけないとは思いますが、やはり建築年数もかなり経っているので、ある程度、

もう既に公表しながら進めてもいいかと思います。 

 それと、この中の使い方は、以前聞いたのが、地下の１階から３階までの備品保管庫などで使われて

いると思うのですが、この辺はもう従来どおりなのか、その辺を教えてください。 



－81－ 

○立木経理課長  建物でございますが、こちらがやはり昭和４１年から契約してございますので、や

はり築年数が大分進んでおりまして、契約期間が昭和４１年から６０年間ということで、令和８年まで

ということになってございます。その後は契約を更新するか、もしくは更新されない場合は区で買い取

るというような、買い取り請求権がＵＲに発生いたします。そこの部分に関しましては、要は令和８年

の契約満了に向けて、慎重にＵＲと交渉を進めていかなければいけないと考えております。 

 それで、今現在の使い方ですが、区分所有になっている部分の地下１階から３階まで区が所有してお

ります。そちらは、主に備品倉庫ですとか防災倉庫、それから文書庫にも使っております。それで、一

部、ただいま戸越台在宅介護支援センターが仮設中でございますので、そちらの仮事務所を、相談ス

ペース等で今のところ使わせていただいている状況でございます。 

○本多委員  令和８年までということなので、７年ぐらい、かなりあるのですね。わかりました。そ

の間、いろいろと今後の計画などはお考えになると思うのですが、現時点では、７年もあるので、なか

なかイメージがないかもしれませんけれども、この物件の今後の使い方、これはもう中長期になるかと

思うのですが、土地利用計画や、あと近隣の区有財産も、本当に隣接する区有財産も広くありますので、

そういったところとあわせて、７年もあるので現時点ではイメージがないかもしれませんが、その点に

ついてはいかがでしょうか。 

○柏原企画調整課長  ＵＲとの今の現状の関係、それから、実際に今お住みになっている方々がい

らっしゃるというところもございます。今、委員のご指摘もございましたけれども、近隣には区の施設

もあるというところがあります。相手のあるお話でもございますので、今後の検討・調整、それから、

いろいろなお話し合いというのがありますけれども、これだけの面積を持っている、動線のいいところ

ではあります。それで、区有施設が近くにあるところもありますので、有効に使うということで言えば、

有用な物件ではあると思っておりますので、さまざまな点から検討していきたいと思ってございます。 

○本多委員  目的をしっかり捉えて、目的に沿った公有地の活用をお願いしたいと思います。 

 すみません。最後に１点だけ質問させてください。オリンピック・パラリンピック開催周知事

業、１３７ページになりますけれども、お願いいたします。２０１９年の広島のアーバンスポーツでの

暑さ対策、我々会派で勉強いたしました。今、オリンピック・パラリンピック推進特別委員会でも暑さ

対策を取り上げて、我が会派からも、大井競馬場の前の道路の暑さ対策の提言をさせていただきました。

つる委員から、競馬場前の通りをオリンピック通りにするべきだとか、そういう提言もあったり、我々

の会派からも暑さ対策の提言をさせていただきました。品川区道ですので、ぜひそうしたことを実現で

きるような区政をお願いしたいと思います。 

 質問は、アーバンスポーツで暑さ対策、屋外に置く冷房機があるのですが、私はこんなものがあるの

だと思いました。送風機でもなければミストでもなくて、屋外に置く冷房機というのがありまして、ぜ

ひこれに着眼していただきたいと思います。オリンピック・パラリンピック推進特別委員会で取り上げ

た後に、勉強会で、こんなものがあるのだと知りましたので、ぜひその着眼点だけお願いしたい。それ

だけ質問します。 

○辻オリンピック・パラリンピック準備課長  ただいま委員からすばらしい機械のご提案がございま

した。暑さ対策という意味では、東京都と連携しながら、どのような形がいいのかということを今検討

しているところでございます。昨今の新聞でも、テストイベントの結果、暑さ対策の結果が出ておりま

して、日陰と送風がいいというようなことが出ておりましたので、引き続きいろいろ検討していきたい

と思っているところでございます。 
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○大倉委員長  最後に、高橋伸明委員。 

○高橋（伸）委員  本日最後です。よろしくお願いいたします。 

 ５９ページ、庁舎管理費負担金、株式会社日京クリエイト、６９ページ、八潮北公園スケートボード

場、午前中の委員からも質問がありましたけれども、なるべく重ならないように質問させていただきた

いと思います。それと９７ページ、密集住宅市街地整備促進事業に関連して質問させていただきます。 

 まず初めに５９ページ、庁舎管理費負担金、株式会社日京クリエイトについて質問させていただきま

す。これは、いわゆる食堂の件なのですけれども、予算が３１４万３,０００円余、決算３２０

万６,０００円余。これは、光熱水費の半額は区が負担しているということで、その金額だと思うので

すけれども、改めて、新しく今度事業者も変わった中、食堂のあり方というものをお聞きしたいと思い

ます。よろしくお願いします。 

○黒田人事課長  食堂に対する負担でございますけれども、食堂のあり方ということでございますが、

昨年度は、前運営事業者、株式会社日京クリエイトから、収支が厳しいというところで、いろいろ話し

合って、朝食の提供をやめたり、メニューの見直しというところも検討した中で、やはり厳しいという

ところで撤退というところに至りまして、その後、食堂をどうするかというところを庁内で検討しまし

て、やはり来庁されている方の、今、お食事していただくところであったり、休憩してお茶を飲んでい

ただくというところがある中では、現時点では、現在の仕組みでございますが、使用料は免除で、光熱

水費は２分の１負担という形で運営事業者を募集して、朝食の提供時間等は少し見直しをしまして、引

き続きそうした機能は提供していこうということで募集したところ、現在の事業者に決まったというと

ころでございますので、今のあり方としましては、庁舎にいらっしゃっていただける区民の方等の、お

食事をしたりお茶を飲んだりという場としては、かなり有効に使われているのではないかと考えている

ところでございます。 

○高橋（伸）委員  やはりこれは事業者が、区が場所を提供しているという中で、事業者の取り組み、

やり方が、すごく、もっと頑張ってもらいたいというのが、私の中での意識であります。新しい事業者

になっても、今、区の食堂を回る、例えばカレーライスがおいしいとか、カレーライスをめぐるような

方もいるわけです。それで、今度、新しい事業者になった、そのカレーライスも確かに量は多いのです

けれども、メニューを見ても、「これはおいしいかな」というような写真のやり方とか、その辺の広報

の仕方がすごく残念なのがあるのです。そこを含めて、区としては今後、新しい庁舎がいろいろこれか

らあり方があると思うのですけれども、例えば公金を投入してやっていくというお考えはあるのか、な

いのか、お聞かせをお願いします。 

○黒田人事課長  現在の事業者の食堂のメニューが写真で、前回は現物が置いてあったという方が、

少し事業者のほうでも、運営費がかからないということで工夫しているところもございますし、現在の

運営事業者は、飲食店をチェーン店で経営していたところという意味では、いわゆるメニュー開発能力

はあると思ってございますので、今ご指摘の部分も、今後、運営事業者と、さまざまなところは話し

合っていきたいと思ってございます。公金を投入するというところにつきましては、現在のスキームで

一度やろうというところで、今後、事業の運営の中で課題があれば、運営事業者とまたいろいろ話し合

いまして、今後、食堂としてどうしていくかというところにつきましては、その時点でまた考えていき

たいと思っておりますので、現時点で公金を投入して食堂を運営するという考えは持ってございません。 

○高橋（伸）委員  ぜひご検討をよろしくお願いしたいと思います。 

 続きまして６９ページ、八潮北公園スケートボード場についてお聞きしたいと思います。いよいよ東
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京２０２０大会が来年に迫りました。そんな中、本区ではないですけれども、本大会、スケートボード

競技もございます。区内でも、８年生になりますか、山下京之助さんがオリンピックの強化選手という

中で、確かにスケートボード競技、東京大会が終わって、次のパリ大会でもスケートボードがあるとい

う中、日本もメダル候補が、ストリートを含め、候補がいっぱいおります。オリンピックが終わった後

も、スケートボード場というのは、もっと活性化すると思います。ぜひともスケートボード場をもっと

広めていただきたい。啓発を含めてやっていただきたいと思っております。そんな中、先日、初心者対

象のスケートボード教室が、９月２８日にあったかと思います。定員２０名という中で、定員はオー

バーしたのですが、その２０名の中でやった中で、初心者の生の声を聞かせていただきたいと思います。

よろしくお願いします。 

○溝口公園課長  スケートボードの初心者対象の教室でございます。毎月第４土曜日に午前中、行っ

ているもので、最近でいきますと、委員お話しの９月２８日土曜日に開催しております。応募人数が、

定数２０名までを限度に応募しておりまして、応募者数は２３名の方が応募しておりまして、３名の方

はキャンセル待ちという形になっております。当日、参加者数はちょっと増やして２１名の方が参加し

てやっていただいたような形。利用者の方のお声を聞きますと、やはりこういった、なかなか体験でき

ないものを体験できたり、スケートボードを楽しむことができたとか、そういった声はいただいている

ところでございます。 

○高橋（伸）委員  八潮北公園は、荏原地区からだと、かなり自転車で行っても遠い。１０代

も、２０代の若い人たちにも、私なりに「スケートボード場があるよ」という話はさせてもらっている

のですけれども、いろいろ騒音の問題とか、いろいろあると思いますけれども、利用法なのですけれど

も、ぜひとも荏原地区にもスケートボード場があったらいいということも検討していただきたいと思い

ます。これは要望です。よろしくお願いいたします。 

 それと、次にいきます。９７ページ、密集住宅市街地整備促進事業に関連しまして質問させていただ

きたいと思います。先日、庁舎内で、豊町四・五・六丁目地区、二葉三・四丁目地区、西大井六丁目地

区対象のまちづくり相談会があったかと思うのですけれども、取り組み内容は大体把握しているのです

けれども、改めて質問させていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○髙梨木密整備推進課長  密集事業を行っている全５地区で、年１回から２回、地区によってばらつ

きはあるのですが、建て替え相談会という形で、庁舎もしくは近くの地域センター等に集まっていただ

いて、職員が出向いて、休日に会を開いています。目的といたしましては、やはり開庁日に区役所に来

られない方等が、建て替えの助成内容の確認であったり、あと自分はこういった課題を抱えているのだ

けどといった相談をお受けして、どういった処理ができるかといった相談に乗るという形で行っていま

す。今ご案内がありましたとおり、最初は今週の日曜日、２９日に、庁舎において開催させていただき

ました。 

○高橋（伸）委員  昨日、１０月１日の広報しながわに、品川区長期基本計画素案（案）が掲載され

ていました。これは、地域、人、安全の政策３分野で構成していまして、区民の皆さんにこれから意見

をいただくということになっております。そういった中、安全の中から、市街地の防災性を高める木密

地域における、老朽化した建物の除却についてお聞きしたいと思います。 

 私の地元の旗台小学校の前、旗の台四丁目になるのですけれども、これはハーモニカ通りで、一軒長

屋が相当数ある。そんな中、今まで区としてもいろいろ取り組んでやっていただいているのは承知して

おります。地区で火災になり、強風、風の頻度にもよりますけれども、南西時、南風時になると、旗台
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小学校の体育館の近くまで火が燃え移るという東京消防庁のシミュレーションがあるのです。私も以前、

バラックの危険長屋の工事をしたときに、一番奥から本当に屋根を伝って学校の前まで渡れるような、

本当に密集した地域なのです。当然ながら消防自動車も入れません。そうすると、旗の台四丁目防災組

織もそうですし、消防団もそうです。あそこには、ホースをつないで、２０メートルをつないで４０

メートルにしても、一度火災が起きたら本当に大変なことになると思うのです。それで、現在、あそこ

の地区は地権者が、いろいろな方がおられます。また、地権者がまた違う方に地権を貸している。あと、

上に住んでおられる方もいる。そういうところの整理整頓というのは、当然やっていらっしゃるという

のはわかっておりますけれども、今現在どこまでどういうふうに今後やっていくのか、お知らせをお願

いしたいと思います。 

○髙梨木密整備推進課長  今ご紹介のありました、旗台小学校の前の地区を含めた旗の台・中延地区

は、不燃化特区にも指定されておりまして、一般的には、燃えやすい木造住宅は助成制度を利用して建

て替えていただくということを軸に施策を推し進めているところではあるのですが、今ご紹介のありま

した旗台小学校前地区においては、接道状況が悪い、もしくは隣の家ともくっついてしまっていると

いった状況から、個別での建て替えが非常に困難な地域として、品川区も平成元年から、途中、一部中

断があったのですけれども、足かけ３０年間、まちづくりに取り組んでいるところでございます。非常

に危険性が高い地域として認識しているところでございます。 

 最近の状況といたしましては、なかなか見た目の改善は進んでいないところではあるのですが、地域

にお住まいの方、いろいろな権利状況はあるのですけれども、土地をお持ちの方、借家人として入って

いる方、いろいろな方にお声がけをして、このまちをどう変えたらいいのだろうというような話し合い

を継続して行っております。最新の状況といたしましては、なかなか皆様、やはり住んでいる家が小さ

いので、個別の建て替えが難しいという中で、今、ここに、では区役所が受け皿住宅を建てるとしたら、

皆さんどうお考えになりますかという案を、品川区からまず１つ投げて、それで今、議論させていただ

いているところです。ただ、なかなか皆さん、土地を持っている方にとっては、家賃があるような生活

は困る。さまざまなご意見をいただいている中で、昨年度は、そういいながらも、では皆さんがどの程

度権利があるかというのを調べさせてくださいということで、ご同意いただけるお宅の中を拝見させて

いただいて、皆さんの家はどのぐらいの価値があるのですかといったところをケーススタディーしま

しょうというような話し合いを進めています。そういった状況でございます。 

○高橋（伸）委員  本当に、あの地区は、あそこの地区だけではない、豊町・二葉の二丁目・三丁

目・四丁目もありますけれども、ぜひとも学校が前にある中、いつ来るかわからない。地震もそうです

し、１世帯の方、２世帯の方が火事になったら、そこに続いて延焼してしまう。そういった、本当に危

険な地域なので、全力で区もやっていただいていると思いますけれども、今後とも取り組んでいただき

たいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。 

○大倉委員長  以上をもちまして、本日予定の審査は、全て終了いたしました。 

 次の会議は、明日、午前１０時から開きます。 

 本日は、これをもって閉会いたします。 

○午後６時７分閉会 

                                              

委 員 長  大 倉 たかひろ 


