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○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会いたします。 

 本日の予定に入ります前に、理事者より発言を求められておりますので、お願いいたします。 

○中島防災課長  私から、台風１９号の区内の被害状況および区の対応状況について報告いたします。

経過等詳細につきましては、別途、建設委員会で報告いたしますが、現時点における報告をさせていた

だきます。 

 最初に区内の被害状況ですが、死傷者および浸水被害は報告されてございません。倒木が２２本のほ

か、屋根・看板・外壁等の損傷が１３件、計３５件が報告されております。区有施設については、道

路・公園は引き続き集計中でございますが、現状、倒木９件、屋根・外壁・塀で数件の被害がありまし

た。 

 続きまして、区の対応状況ですが、１０月１０日夕方に対応会議を開催し、翌１１日１０時４５分に、

約１００名をもって災害対策本部を設置いたしました。同日１６時には自主避難施設を５カ所、翌１２

日８時３０分には６カ所、合計で１１カ所の自主避難施設を開設いたしました。１２日には、土砂災害

対象地域に避難準備・高齢者等避難開始、また立会川の対象地域に避難勧告を、そして目黒川の対象地

域に避難準備・高齢者等避難開始の周知を行いました。これらに伴いまして新たに避難場所を７カ所設

置し、自主避難施設と合わせ合計１８カ所で、最大３３７世帯、５８４名の避難者を受け入れまし

た。１３日未明にピークが過ぎまして、警報が逐次解除されたため、避難勧告などを解除いたしました。

また、天候が回復し、避難者が帰宅したため、避難場所と自主避難施設を閉鎖するとともに、災害対策

本部を縮小し、問い合わせや現地調査のための体制といたしました。１３日午後、全ての注意報が解除

され、また問い合わせもほとんどなくなったため、１７時３０分に災害対策本部を閉鎖いたしました。 

○大倉委員長  それでは、本日の審査に先立ちまして、ご案内申し上げます。本日の総括質疑は、

ケーブルテレビ品川において、１０月２３日および１０月２７日に録画放送される予定でございます。 

 委員ならびに理事者の方々の協力と真摯なご討議を賜り、成果の多い審査ができますよう、心からお

願い申し上げます。 

 それでは、本日の予定に入ります。本日は、総括質疑、意見表明、そして表決の順に運営してまいり

たいと思いますので、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。 

 それでは、これより総括質疑に入りますが、総括質疑の運営につきまして若干の説明をいたします。

総括質疑は、運営方針の説明のとおり、各会派の持ち時間内でお願いいたします。持ち時間の中には答

弁時間は含みません。質疑の順は、自民・無所属・子ども未来、品川区議会自民党、品川区議会公明党、

日本共産党品川区議団、品川改革連合、品川・生活者ネットワークの順でございます。経過時間のお知

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。 

 なお、質問の際は一問一答形式にならないよう、また、理事者の答弁も質問に対して的確かつ簡潔に

していただけるよう、委員会運営に特段のご配慮とご協力をお願い申し上げます。質問者は委員長より

順次ご指名申し上げます。 

 それでは、総括質疑を行います。最初に、鈴木博委員。 

○鈴木（博）委員  今、ご説明がありましたように、今台風１９号で被災された方にお見舞い申し上

げます。 

 自民・無所属・子ども未来を代表して、前半は私、鈴木博、後半は高橋伸明委員が総括質疑を行いま

す。よろしくお願いいたします。 
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 本日は、私は、若い女性の健康を脅かす子宮頸がんについて質問いたします。委員長の許可を得られ

ましたので、途中、スライドを３枚、供覧させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 現在、若い女性の間で子宮頸がんが増えています。まず子宮頸がんとはどのような病気なのか、ご説

明をお願いいたします。 

○福内健康推進部長  子宮頸がんは、子宮の入り口の子宮頸部と呼ばれる部分から発生します。正常

な状態からすぐにがんになるのではなく、異形成と言われる、がんになる前の状態を何年か経てから、

がんとなります。子宮頸がんの発生には、その奥に、ＨＰＶ、ヒトパピローマウイルスの感染が関連し

ております。 

○鈴木（博）委員  子宮頸がんは、子宮の入り口である子宮頸部に発生するがんで、原因はヒトパピ

ローマウイルス（ＨＰＶ）の感染です。発病は３０代から４０代がピークで、２０代から３０代でも増

加しています。初期にはほとんど自覚症状がなく、進行すると、性交時の出血、悪臭を伴うおりもの、

不正性器出血などが見られるようになります。ヒトパピローマウイルス（ＨＰＶ）は２００種類以上の

種類があり、そのうち約４０種類は性行為で感染します。梅毒などのように特定の少数者が感染を広め

る性感染症とは異なり、ＨＰＶは、性交渉を持った女性の５０から８０％が生涯に一度は感染すると言

われているほど、ありふれたウイルスです。このうち、遺伝子型１６、１８型など１５種類のＨＰＶは、

子宮頸がんを引き起こすことがわかっています。そのため、この１５種類のＨＰＶは、発がん性高リス

ク型ＨＰＶと呼ばれています。特に子宮頸がんでは、１６型、１８型が圧倒的に多く見られます。ＮＴ

Ｔ東日本関東病院、近藤一成産婦人科医長より提供されたスライドを供覧いたします。 

 しかも、ＨＰＶに感染したとしても、大体９０％は、侵入したＨＰＶは排除され、子宮にとどまる時

間は短期間です。いつ感染したかわからないうちに感染し、治ってしまうことが多いのです。しかし、

ごくまれに、何らかの条件で、子宮上部に潜り込んだＨＰＶが排除されずにそのまま子宮内にとどまる

ことがあります。この子宮内にとどまったＨＰＶは、長期間にわたり、周囲の正常細胞を攻撃し続けま

す。その結果、正常な子宮頸部上皮細胞は、次第におどろおどろしいＣＩＮ、子宮頸部上皮内腫瘍と呼

ばれる異形の細胞に変質していき、１０年以上の長いスパンの後に、最終的に凶暴ながん細胞に変身し、

転移していきます。そして最終的に、がんに侵された人の命を奪うことになるのです。 

 子宮頸がんは、我が国では年間１万９００人が発病し、２,９００人が亡くなっています。しかも、

死亡を免れても、ごく初期のがんでなければ子宮を全摘出しなければならず、子宮や卵巣を失うという、

女性にとって耐えがたい犠牲が必要になります。命は助かったが子どもが産めなくなった。赤ちゃんは

助かったが母親が死亡したなどという悲劇が後を絶たない、悲惨で恐ろしい、マザーキラーと呼ばれる

がんが、子宮頸がんなのです。この子宮頸がんの現在の治療とその成績はいかがでしょうか。 

○福内健康推進部長  子宮頸がんの治療には、手術、放射線治療、薬物療法があり、組み合わせて行

われることがあります。早期の場合、子宮の入り口付近を手術で取り除き、子宮を残すことが可能です

が、進行すると、子宮はもとより、卵巣やリンパ節まで広い範囲を全て切除する手術が必要となりま

す。２００９年から２０１０年の診断例の５年生存率で治療成績を見ますと、早期のがん１期で

は９３.２％、進行期４期では２３.９％でございます。 

○鈴木（博）委員  子宮頸がんの治療は、がんの進行ぐあいによって異なります。がん細胞までには

悪化していないが異形な細胞の集まった前がん状態や、超早期のがんならば、子宮頸部の円錐切除とい

う手術で子宮を温存することも可能です。しかし、円錐切除術といっても、手術によって子宮の一部を

切り取ることには変わりありません。手術後、子宮頸管粘液の分泌が減少したり、子宮頸管が閉じてし
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まうなど、手術のリスクは厳然として存在しています。この円錐切除術を、現在、我が国では、年

間９,０００人を超える女性が受けているのです。がんがこれ以上、広がっている場合は、子宮、卵巣、

リンパ節など広範に取り出す根治手術や、放射線治療、抗がん剤の治療が行われます。 

 治療法の進歩によって、子宮頸がんを発病した患者のうち、かなりの人が救命できるようになったの

はとても喜ばしいことです。しかし、がん治療によって妊娠・出産ができなくなったり、性交時の痛み、

排尿・排便障害、足が異常にむくむリンパ浮腫、ホルモンの不足の症状、ほてり、肩凝り、いらいら、

動悸など、さまざまな後遺症や、女性としてつらい気持ち、がん再発への恐怖など、身体的・肉体的な

苦痛に苦しむ患者が少なくないのです。そのため、子宮頸がんも、ほかのがんと同様、予防が極めて大

切です。品川区の子宮頸がん検診の目的と方法、検診の受診率・受診者数をお示しください。あわせて、

低迷する子宮がん検診に対する国および品川区の認識をご説明ください。 

○福内健康推進部長  子宮がん検診の目的は、早期発見・早期治療により、子宮がんによる死亡者数

を減らすことにあります。方法は、二十歳以上の偶数年齢の女性区民を対象として、問診、視診、細胞

診検査を無料で実施しております。検診の受診率は、平成２８年度２７.２％、平成２９年度２７.４％、

平成３０年度２７.４％と、ほぼ横ばいであり、受診者数は、平成２８年度１万５,１６１人、平成２９

年度１万５,３５４人、平成３０年度１万５,６２７人と微増でございます。がん検診受診に対する取り

組みは、国においては、がん検診のあり方に関する検討会において、受診率向上について議論されてお

ります。区では、対象者に、誕生日の前月に個別通知を送ることで受診意識を高めてもらうほか、わか

りやすいチラシを同封して受診を勧奨しております。また、成人式の配布物として、二十からの子宮が

ん検診のご案内により若年層の啓発にも取り組むほか、毎年、女性の健康習慣、これは３月１日から３

月８日でございますが、これにあわせてスマートフォンのアプリ、「しながわパパママ応援アプリ」を

活用し、がん検診のご案内を発信しているところでございます。 

○鈴木（博）委員  残念ながら、今ご説明があったように、子宮がん検診の受診率は、国や品川区の

懸命な勧奨にもかかわらず、２０％台と低迷しています。子宮がん検診は、１次検診として、問診、内

診、さらに細胞診が行われます。細胞診は、子宮頸部をブラシなどでこすって細胞を採取し、顕微鏡で

観察し、がんかどうか判定します。簡単で痛みもなく、結果も比較的信頼できると評価されていますが、

前がん状態や、がんを診断できる感度は５０から７０％と言われており、５人に１人は見逃されている

可能性があります。もしもこの１次検診で異常の疑いがあった場合は、精密な組織検査が行われ、子宮

の浸潤がんと診断されれば、がんの進行度を調べることになります。子宮がん検診は大切ながん対策で

すが、その効果と限界について、区はどのようにご認識されているのでしょうか。 

○福内健康推進部長  子宮がん検診の効果としては、定期的に検診を受けることで死亡率を最

大８０％まで減少させるとのエビデンスがあり、早期に発見することにより高い確率で治癒が可能とな

ります。検診の限界としては、検査の精度は１００％ではなく、がんが見逃される場合もあります。そ

のため、定期的に検診を受診することで、見逃しをできるだけ減らすことが重要です。検診では、前が

ん病変や初期のがんも見つかりますが、この中には、病変が進行せず、死亡に至らないものも含まれて

おり、こうした病変を見つけてしまうことで、結果的に必要以上の検査や治療が行われることもあり得

ます。 

○鈴木（博）委員  子宮がん検診は大切ながん対策ですが、その効果には限界があるということが、

今のご答弁で認識されました。 

 子宮がん対策は、子宮頸がんの原因であるＨＰＶ感染をワクチンによって防ぐ１次予防、検診による
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スクリーニングで前がん病変のうちに発見し、浸潤がんになる前に治療してしまう２次予防が、世界的

に認められた２つの柱とされています。ところが、定期接種であるはずのＨＰＶワクチン接種が、我が

国では現状、ほとんど行われておりません。子宮頸がんが、ウイルス感染によって発病する病気ならば、

その発がんウイルスに対する免疫を獲得し子宮頸がんの発病を阻止すること、１次予防は、非常に合理

的な治療戦略です。ＨＰＶワクチンは、発がんウイルスであるＨＰＶの１６型と１８型に対する感染予

防効果が非常に高い、すぐれたワクチンです。既にＨＰＶワクチンのすばらしい効果を示す研究報告、

論文が、世界中で多数発表されています。さらに、ＨＰＶワクチンが接種され始めて１０年が経過し、

ＨＰＶワクチン接種によって、前がん状態の減少だけでなく、浸潤がん、子宮頸がんそのものも減少す

るという報告も発表されています。フィンランドでは、比較対象の結果、ＨＰＶワクチンを接種してい

ないグループからは子宮頸がんが発生したのに対し、ＨＰＶワクチンを接種したグループからは子宮頸

がんが見られなかったという報告が今回発表されています。平成２９年１１月に開かれた、第３１回厚

生労働省副反応検討部会では、ＨＰＶワクチン接種により期待される子宮頸がん罹患者数の減少は１０

万人当たり８５９人から５９５人、子宮頸がん死亡者数の減少は１０万人当たり２０９人から１４４人

であり、接種により多くの子宮頸がんの罹患や死亡の回避が期待できることが報告されています。新し

い９価のＨＰＶワクチンであるガーダシル９の接種を、既に公的接種として行っているオーストラリア

では、子宮頸がんの発病は激減しており、子宮頸がんの診断を受ける女性が、２０２８年までに１０万

人当たり４例未満、ちなみに我が国では１６例です、まで減り、２０６６年には１０万人当たり１例未

満と、先進国の中で最初に子宮頸がんを撲滅する国になると言われています。このようなすぐれた効果

が報告されているＨＰＶワクチンの定期接種の勧奨がなぜ停止されたのか、また現在のＨＰＶワクチン

の接種数と最近の傾向についてお知らせください。 

○福内健康推進部長  平成２５年から、小学校６年生から高校１年生の女子を対象に定期接種が開始

されました。しかし接種後に、持続的な疼痛や運動障害などの症状が報告されたことを受けて、平

成２５年６月１４日、国において積極的勧奨を差し控えることを決定したものでございます。 

 品川区のここ３年の接種者数は、８人、１９人、９３人と、非常に少数でございます。少しは増えて

いるような状況でございます。 

○鈴木（博）委員  見るも無残な状態ですが、それでも最近は認識が進み、少しずつ希望者が増えて

いることは喜ばしいことだと思います。ＨＰＶワクチンは平成２５年４月より定期接種となりましたが、

ワクチンを接種した後に広い範囲に広がる激しい痛みや、手足の動かしにくさ、身体の一部が勝手に動

く不随意運動など多様な症状が、ＨＰＶワクチン接種の副反応の疑いがあるとして報告され、この多様

な症状がＨＰＶワクチン接種に関連するかどうかを検討するために、厚生労働省はＨＰＶワクチンの定

期接種としての積極的勧奨を６カ月をめどに一時停止しました。子宮頸がんワクチンが、副作用が強い

から接種が中止になったというのは全くの誤解です。この多様な症状に対するその後の国の取り組みに

ついてご説明ください、また、この症状に対する国際的な評価はいかがなものか、ご説明をお願いいた

します。 

○福内健康推進部長  国においては、厚生科学審議会（予防接種・ワクチン分科会）で検討が続いて

おります。また国際的には、ＷＨＯ、世界保健機関が、ワクチン接種者における慢性疼痛等の症状は、

ワクチン製剤そのものには関連しないと結論づけているところでございます。 

○鈴木（博）委員  平成２９年１１月の厚生労働省専門部会において、慢性疼痛や運動障害など、Ｈ

ＰＶ接種以降に報告された多様な症状と、ＨＰＶワクチンとの因果関係を示す根拠は報告されず、これ
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ら多様な症状は機能的身体症状と考えられるという見解が公表されました。平成２８年１２月の厚生労

働省第２３回副反応検討部会において、厚生労働省研究班、祖父江班による全国調査結果が発表され、

ＨＰＶワクチンの接種歴のない女性においても、ＨＰＶワクチン接種歴のある女性と同様の多様な症状

が多数存在することが報告されました。また、名古屋市で行われた、約３万人に及ぶ大規模な疫学調査

では、ワクチン接種後に報告された多様な症状とワクチン接種との間に有意な関連が認められなかった

ことがわかりました。その一方で、ワクチンとの関連性ははっきりしないものの、多様な症状に苦しむ

患者への治療体制の整備も進み、現在、１９施設が、運動療法、教育認知行動療法を行っており、接種

後に何らかの症状があらわれた方のための診療相談窓口が、全国８５施設に開設されています。 

 ＨＰＶワクチンを長期にわたり中断している日本に対し、国際的な視線は厳しいものがあります。Ｗ

ＨＯはたびたび日本の保健当局に対し、若い女性の命を守るよう警告を発してきました。ＨＰＶワクチ

ン安全性に関する諮問委員会、ＧＡＣＶＳは、平成２７年１２月１７日の声明で、結果として若い女性

たちは、ワクチン接種によって予防し得るＨＰＶ関連のがんに対して無防備になっている。ＧＡＣＶＳ

が以前、指摘したように、弱いエビデンスに基づく政策決定は、安全かつ有効なワクチンを接種しない

ことにつながり、実害をもたらし得ると述べています。ＧＡＣＶＳはその後もたびたび、ＨＰＶワクチ

ンが安全であること、接種を中断していることは日本人女性を危険にさらしていることだということを

声明しています。また、平成２８年４月に、小児科学会、小児保健学会、産婦人科学会、小児科医会、

保育保健協議会、感染症学会、呼吸器学会、渡航医学会、耳鼻咽喉科学会、プライマリ・ケア連合学会、

環境感染学会、ワクチン学会、ウイルス学会、細菌学会、臨床ウイルス学会の１５団体が、ＨＰＶワク

チンの積極的な接種を勧奨しています。しかし、ＨＰＶワクチンの積極的な勧奨は再開されていないま

ま、ずるずると今日まで引き延ばされているのが現状です。 

 このような国の不作為に対し、若い女性に子宮頸がんの啓発をしっかり行おうとする自治体があらわ

れました。岡山県が令和元年に、中学生・高校生の保護者向けに作成したリーフレットを供覧いたしま

す。このリーフレットは、子宮頸がんの病気の深刻さ、ＨＰＶワクチンの効果、その副反応をバランス

よく述べたすばらしい内容です。千葉県いすみ市も令和元年、同様の内容のＨＰＶワクチン啓発のリー

フレットを独自に作成して保護者の方に配布しています。このように、現在のＨＰＶワクチンの中断に

危機感を持ち、若い女性の生命と未来のために積極的な広報を始めた自治体もあるのです。品川区もこ

れまでワクチンの先進区として、２３区の保健予防行政をリードしてきました。ＨＰＶワクチンについ

て、全ての品川区民、特に若い女性の区民に必要な情報を届けてほしい。副反応を極度に強調し、子宮

頸がんの怖さと重さを過小評価するような偏った情報提供ではなく、有効性とリスクについて公平な正

しい情報と、対象者は無料接種ができるという事実に基づく客観的な情報を、区民に積極的に提供する

ことを切に望みますが、区のご見解はいかがでしょうか。 

○福内健康推進部長  ＨＰＶワクチン接種に関する正しい情報を発信することは重要と考えておりま

す。まずＨＰＶワクチンを無料で接種できることにつきましては、区のホームページに掲載しておりま

す。また、ワクチンの有効性とリスクについては、厚生労働省が作成いたしました、「ＨＰＶワクチン

接種の意義と効果」と題するパンフレットへリンクを張るなど、区民への啓発に努めているところでご

ざいます。 

○鈴木（博）委員  ＨＰＶワクチンの積極的勧奨が中断してから既に６年がたってしまいました。平

成２５年、ＨＰＶワクチンが定期接種になったときに接種対象だった１２歳から１６歳の少女は、既に

現在では１８歳から２２歳に成長しています。そして彼女たちは、ＨＰＶワクチンに対する十分な情報
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提供がない中で、ＨＰＶワクチンの大切さも知らず、今、接種漏れとして、定期接種の時期が過ぎよう

としています。かつて日本脳炎ワクチンも、積極的勧奨停止とその後の救済措置がありました。しかし、

今回の勧奨停止は全く深刻度が異なります。なぜならば、彼女たちは既にＨＰＶワクチンに感染してい

る可能性が高く、今、ＨＰＶワクチンを追加で接種しても、既に感染しているＨＰＶを排除したり、進

行したがん化を阻止することは、もはや期待できないのです。ＨＰＶワクチンを接種することは、次の

ＨＰＶ感染を防ぐ働きを期待するということになります。 

 しかし、もしも接種時期を逃した人がＨＰＶワクチンの大切さに気づき、接種を希望されても、任意

接種の扱いとなり、無料で接種を受けることも、法に基づく副反応の救済措置を受けることももはやで

きないのです。品川区として最大限の措置として、これらの接種漏れの人々に、ＨＰＶワクチン接種費

用の助成を検討すべきと考えますが、区のお考えはいかがでしょうか。また、これらの人々は、既にワ

クチンによる第１次予防が期待できないとするならば、第２次予防として、子宮頸がん検診は特に重要

と思われます。これらの接種漏れの人々への子宮がん検診の勧奨について、区はどのようにお考えで

しょうか。 

○福内健康推進部長  ＨＰＶワクチンの積極的な接種勧奨につきましては、国で慎重に検討するとし

ており、今後の動向を見守ってまいります。また、接種費用の助成についても、この中で考えていきた

いと考えております。 

 また、子宮頸がん検診につきましては、特に若い方たちにも情報が行き届くよう、これまで以上に普

及啓発に努めてまいります。 

○鈴木（博）委員  最後に、若い女性の命と未来を奪う子宮頸がんを予防するために、ＨＰＶワクチ

ンの接種と子宮がん検診の重要性を中学生、義務教育学校後期の生徒に学習させることこそ、学習を行

うことこそ、真のがん教育だと確信いたしますが、区のご見解はいかがでしょうか。 

○本城教育次長  区立学校生徒への子宮頸がん検診とワクチンに関する学習についてお答えいたしま

す。 

 子どもたちがみずからの健康について考え、学ぶ機会は、大切であると認識しているところでござい

ます。現在、区立学校９年生は保健体育の教科書を活用して、健康な生活と病気の予防を学ぶ際に感染

症と予防について学んでいるところでございます。子宮頸がんに特化した内容の扱いは、今後の研究課

題の一つとなりますが、区の保健所とも連携するとともに、これからも医学の進展や社会の動向等を注

視してまいりたいと考えております。 

○鈴木（博）委員  ＨＰＶワクチンの大切さ、区民への正確な情報提供の必要性を強く訴えて、私の

質問を終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。 

○大倉委員長  以上で、鈴木博委員の質疑を終わります。 

 次に、高橋伸明委員。 

○高橋（伸）委員  鈴木博委員に続きまして質問をさせていただきます。 

 私から、まず最初に防災対策、その中で私立保育園・幼稚園の防災体制整備についてお伺いさせてい

ただきます。区では、区立保育園・幼稚園の安全確保の避難計画においては、年１回、避難計画を見直

しまして、避難計画をもとに、保育園の実情に合わせた避難訓練を月に１回実施するよう努めていると

のことです。各保育園の備蓄庫に、離乳食、アレルギー対応食品、おむつを含む園児３日分の備蓄、各

園付近の危険物置き場、ガソリンスタンド等の把握、そして園児の名簿、災害時家庭連絡票を搬出でき

るようになっております。火災・震災避難心得を作成、常時見やすい場所に掲示して、さまざまなとこ
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ろで周知しているところです。一方、私立保育園では発災時の対応がどのように決められているので

しょうか。園の中で初動体制や役割分担などはどのようになっているのか、お伺いいたします。 

○福島子ども未来部長  私立保育園の防災対策についてお答えいたします。各私立保育園では、災害

発生に備えまして、それぞれマニュアルを整備しているところでございます。そのマニュアルには、初

動体制から避難所への移動方法など、きめ細かく定めてありますので、それに沿って、また月に１度、

避難訓練を行っているところでございます。また、持ち出し品等も一覧表に従いましてリュックに入れ

る等、準備を進めているところでございます。 

○高橋（伸）委員  また、保育園で避難することになった場合には、どこに行けばいいのか。そして、

保育士の方たちは把握しておられるのでしょうか。そして、保護者の方たちには、ご自身のお子さんが

どこに避難しているのか、どのようにしてわかるのでしょうか。教えてください。 

○福島子ども未来部長  基本的に、保育園につきましては全て耐震になっておりますので、また水や

食糧の備蓄もございますので、施設の著しい損壊や火災が発生していない場合は、園での待機を原則と

しております。避難する場合ですけれども、園が所在する町会に割り振られた避難場所に行くことに

なっておりまして、もちろん園の保育士もそのように認識しております。また、避難経路につきまして

も、安全性を考慮し、決めているところでございます。また、それらの避難場所について、保護者への

周知でございますけれども、当初の段階で保護者に重要事項説明書というものをお渡ししておりますし、

また実際に避難が起きたときには、園の状況を、一斉メールなどを使いまして、保護者に知らせること

になっております。 

○高橋（伸）委員  理解はしました。ただ、発災時に迅速な対応ができるかどうかは、日々の、日ご

ろの訓練によるところが当然大きいと考えております。保育園における避難訓練が確実に行われている

かどうか、区は確認されているのでしょうか。また、関連しますけれども、区ではＡＥＤの設置助成を

行っていますが、全ての園に設置されていますか。万が一のとき、保育園の先生方はＡＥＤの適切な使

用ができるのかどうかもお伺いさせていただきます。 

○福島子ども未来部長  避難訓練でございますが、各園で必ず月１回以上行っております。地震や火

災、不審者侵入などを想定した避難訓練を行っております。また、消防署と連携しまして、保護者も参

加したり、そういった訓練や防災教育もしています。また、していない園が万が一ございましたら、指

導検査の際、区から指導に入っているところでございます。 

 また、ＡＥＤにつきましては、区として補助金を交付しておりまして、私立園６６園中、６４園が設

置済みでございます。ただ、残りの２園は、園内にはないのですが、同じ敷地内にＡＥＤを設置してご

ざいます。ＡＥＤも設置時に操作研修も行っておりますし、また定期的な研修を行っております。また、

それも行っていない場合は、指導検査の際、指摘事項となることになります。このように、園としまし

ては、ＡＥＤの研修を十分行っていると見ております。 

○高橋（伸）委員  災害のときは、保育園にいる子どもたちの命を守れるよう、区の支援、そして指

導をしっかりとやっていただけるよう要望させていただきます。ありがとうございました。 

 続きまして、児童の安全、ゾーン３０についてお伺いさせていただきます。まず最初に、通学路にお

ける児童の安心安全を確保するため、区では本年３月、交通安全協議会において、通学路安全・安心プ

ログラムを作成いたしました。本年度は、品川学園、鈴ヶ森小学校、日野学園、小山小学校の４校を指

定し、モデル実施をして、来年、令和２年度から、区立小学校・義務教育学校を３グループに分けまし

て、それぞれ３年に１回、定期的に安全・安心点検を実施して、通学路の交通安全・防犯の観点からも
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安全確保することですが、具体的な取り組みをお知らせください。 

○藤田防災まちづくり部長  通学路安全・安心プログラムでございますが、これまでも通学路の安

全・安心については、さまざまな面で配慮してまいりましたが、平成２４年度より、各小学校において

通学路の緊急合同点検といったものを実施するなど、さらなる通学路の安全・安心の確保に努めてきた

ところでございます。これに加えまして平成３０年には、通学路における安全・安心をさらにもう一歩

進めて確保するために、交通安全と防犯の両面でさまざまな対策を講じていこうということで、このプ

ログラムを策定したものでございます。 

 具体的な取り組みでございますが、各小学校・義務教育学校や地域の特性といったものを踏まえまし

て、学校、教育委員会、ＰＴＡ、道路管理者、警察、町会・自治会などが立ち会いまして、それぞれの

点検箇所を抽出した場所について、実際に歩いて点検するものでございます。こういった点検の中で、

交通標識や道路標識の見にくい場所はないか、あるいは交差点の見通しが悪くないか、交通事故の防止

に加えまして、死角がないかなどの防犯上の視点も含めて点検するものでございます。この点検結果を

踏まえまして、交差点の改良や路面標示、防犯カメラの設置など、具体的に実施メニューについて検討

し、対策を講じて、通学路の安全・安心を確保していこうというものでございます。 

○高橋（伸）委員  今ご答弁いただいたように、区内でも地域性が当然いろいろありますので、ぜひ

地域性を含めた、学校、そしてＰＴＡを含めた、町会もそうなのですけれども、ぜひよろしくお願いい

たします。 

 続きまして、今度は私の地域の声から、歩行者道路が整備されていない道路が通学路になっている場

合が多いです。車の往来が多い際に危険も感じることがあります。ゾーン３０の整備効果についてお聞

きいたします。ゾーン３０は、生活道路における歩行者等の安全な走行・通行を確保することを目的と

しています。区域を定め、最高速度３０キロメートルの速度規制を実施いたしまして、ゾーン内におけ

る速度抑制、ゾーン内を抜け道として通行する車両の抑制を図る生活道路対策だと思われます。区内の

ゾーン３０の指定箇所の数と、ゾーン３０の効果をお知らせいただきたいと思います。 

○藤田防災まちづくり部長  ゾーン３０でございますが、生活道路における歩行者などの安全な通行

を確保することを目的に、地域を点あるいは線といったものではなく、面、ゾーンを定めることで、最

高速度３０キロの速度規制を、ゾーンとして定めていくものでございます。また、これに加えまして、

その他の安全対策を組み合わせて、速度抑制や、抜け道としての通行の抑制を図る、生活道路における

対策でございます。 

 まず指定の数でございますが、区内では平成２５年度から順次導入しており、平成３０年度末で１４

カ所の指定となってございます。また、ゾーン３０の効果でございますが、警視庁の統計を確認いたし

ますと、ゾーン３０の指定の前後を交通事故発生件数で比較しますと、全事故件数は指定後に

は２３.５％の減少となってございます。また、歩行者や自転車に対する事故は１８.６％の減少となっ

てございます。このうち、死亡や重傷事故の発生件数も２６.８％の減少、死亡事故において

は３８.９％の減少というような形での効果があると認識してございます。また、速度につきまして

も、１２.２％の速度の抑制の効果があったという報告もございまして、品川区内でも、同様な事故発

生、それから速度の抑制について、効果があると認識してございます。 

○高橋（伸）委員  ゾーン３０に指定するのは、公安委員会が決めると私は認識しているのですけれ

ども、ヒヤリハットを含めたゾーン３０を、ぜひとも区から公安委員会に対して地区を要望して、安全

に取り組んでいただきたいと思います。ありがとうございました。 
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 続きまして、空き家対策について質問させていただきます。空き家等は、維持管理が行き届いていな

い、火災、犯罪、倒壊、生活環境の悪化など、さまざまな問題を引き起こす要因でもあります。区は、

空き家等の維持管理が行き届かない状態の予防・解消・再発防止に向けて、日々の対策に取り組んでい

ただいていることは私も存じ上げております。また、空き家等の適正な管理・措置・支援を通じて、空

き家および空き地の有効活用と発生予防を推進し、取り組んでもいただいております。私の地域でも、

空き家になっている家屋の塀が、劣化により倒壊の危険があります。周辺住民も不安に思っています。

以前には、チャドクガの幼虫が多量に発生した際には、周辺住民が個人的に負担し、対応したこともあ

ります。 

 区の取り組みは一定あるものの、いまだに多くの空き家が存在しているのも事実でございます。中に

は、状態もよく、活用が可能な空き家も多くあるようにも感じております。また、地域からの声として

も、区民の文化活動、そして若い世代の居場所や交流の場所、地域活動の場として活用したいという声

も多く聞かれます。質問させていただきます。空き家の現状と成果、有効活用に対する取り組みをお知

らせください。 

○中村都市環境部長  まず空き家の現状でございますけれども、現在、区が認識しております空き家

としましては、６４４戸でございます。そして、その中で、不適正管理と捉えているものが１０１戸、

また適正に管理されていると見られるものが５４３戸でございます。現在、令和元年に入りまして、８

月末時点の数値としましては、地域の皆様からいろいろと相談、あるいは空き家の所有者の方からも相

談を受けて、その相談件数といたしましては１０８件でございます。そして、現地の調査１３７件、ま

た適正に管理されていない空き家に対しては、管理促進のための通知を４９件、発送しているところで

ございます。 

 そして、この空き家の対応についてですけれども、まず情報提供あるいは区が認知しているものにつ

きまして現地調査を行います。そして、現地の調査を行った後に所有者も調査いたしまして、具体的な

改善項目について所有者に通知をするとともに、ともに考えて、解消に向けて取り組みを行っていると

ころでございます。 

 そして成果でございますけれども、平成２７年から具体的に区として取り組みを行い、４年間の成果

といたしまして、相談や情報提供が８４６件ございました。この中で、区から管理促進に関する通知を

お送りさせていただきまして適正管理がなされたものが、７９件ということでございます。また、除却

が確認されたものが３４０件。こうしたところで、引き続き、区内の生活環境の改善に向けて取り組ん

でまいりたいと思います。 

 また、有効活用についてでございますけれども、有効活用につきましては、子どもの学習支援、ある

いは町会等から集会機能の要望といったものもございます。そういったものを目的としまして、現在、

空き家を活用できそうなものとして把握しているものが数件ございます。具体的な位置や場所について

は申し上げることはできませんけれども、実際に所有者と、今、交渉・調整を続けているというものが

ございます。 

 ただ、中には、交渉が途中までいったものの、やはり見ず知らずの人に貸すことに抵抗があるという

ような、さまざま理由はございますけれども、そういった理由で、途中でだめになるケースもございま

す。今現在、実績はゼロでございますけれども、実績をつくるというところで頑張っているところでご

ざいます。 

○高橋（伸）委員  今ご答弁いただいたように、取り組みは私も了解いたしましたが、いまだ実績が
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ないですけれども、空き家は個人の所有の財産でもあります。そのため所有者の意向が第一ではあるも

のの、区の活動に理解をいただいて、眠っている資産を少しでも活用できるように取り組みを進めるべ

きだと私は思っております。空き家の活用に対する今後の課題、今後の見込みについてお知らせくださ

い。 

○中村都市環境部長  空き家の有効活用に向けての課題といたしましてですが、現在、やはり空き家

の全てが活用できるというところではなくて、耐震性あるいは適切な管理がなされていないものがあり

ます。こういったものを除いて、活用できそうなものについて、いろいろと有効活用に向けた検討を進

めているというところでございますけれども、また先ほど申し上げました、人に貸すことに対する抵抗

感といったものも、やはり所有者とともに利用・活用の方法について考えて、調整に当たっているとい

うところでございます。 

 また、空き家の所有者の中には、活用してほしいという申し出があるというところもございます。先

日も職員が内覧をさせていただいたところでございます。こういった機会を捉えまして、区の関係各課

と連携しながら、具体的に進めていきたいと考えております。利用の方法についてはさまざまあると思

いますけれども、所有者の意向と、それからニーズといったものについて、マッチングがうまくできる

ように、引き続き取り組んでまいりたいと考えております。 

○高橋（伸）委員  有効活用と一言で言っても、簡単にできるようで簡単にできないと私は思ってお

ります。ご答弁いただいたように、所有者との交渉を引き続きやっていただいて、ぜひとも有効活用し

ていただければと思います。ありがとうございました。 

 続きまして、品川区の町会・自治会の活動活性化に関する取り組みについてお聞きいたします。我が

会派の松澤委員も、総務費で、町会・自治会の支援に関する質問をさせていただきましたけれども、で

きるだけ重複を避けて質問させていただきたいと思います。 

 さて、私の所属する町会においても、近年、マンションの建設が多く見られます。転入される方は増

えていますが、なかなか若い方に町会に入っていただけない実態がございます。町会でも、イベントや

活動状況を掲載したパンフレットを作成したり、若者を引きつけるような努力も続けていますが、なか

なか結果としてあらわれておりません。また、どこの町会・自治会でも同様の問題を抱えていると思い

ますが、役員の高齢化や役員の担い手不足も悩ましい問題でもあります。そこで、今回、改めて、品川

区の町会・自治会の活動活性化に関する取り組みをお聞きいたします。品川区は、これまでもさまざま

な形で町会・自治会支援に力を入れてこられましたけれども、平成２８年度、それを区民にも対外的に

もはっきりと宣言する画期的な条例を制定いたしました。まず、品川区町会および自治会の活動活性化

の推進に関する条例を制定するきっかけは何だったのか、制定の経緯と検討の経過などを教えてくださ

い。 

○久保田地域振興部長  条例制定の経緯と検討経過についてお答えいたします。 

 町会・自治会は、古くから地域コミュニティーの中心的な役割を担い、地域社会の発展に重要な役割

を果たしているにもかかわらず、法的な位置づけは明確ではなかったというところがございます。その

ため、平成２６年度に、町会・自治会のあり方と区との協働に関する調査研究委員会を立ち上げまして、

地域代表委員として５名の町会長にもご参加いただきまして、町会・自治会のあり方等について調査研

究を進めてまいりました。この２年間の調査研究の中で、町会・自治会の役割の重要性を再認識する一

方で、担い手不足や、区民に活動があまり知られていないことなど、課題を抱えていることも判明いた

しました。品川区の地域コミュニティーのさらなる発展に向けては、今後も区のまちづくりの最大の
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パートナーとして町会・自治会が活躍することが不可欠であり、より力を発揮しやすい仕組みをつくる

ことが重要であるとの結論に達しました。この２年間の調査研究の集大成として、町会・自治会の位置

づけ・役割を明らかにするとともに、区の支援策の再構築や区民・事業者のそれぞれの役割を明記した、

品川区町会および自治会の活動活性化の推進に関する条例を制定したものであります。 

 なお、経過といたしましては、調査研究委員会を全７回開催し、また１３地区の町会・自治会長会議

にもご意見を伺いまして、平成２８年第１回区議会定例会で議決をいただき、平成２８年４月１日に施

行したものでございます。 

○高橋（伸）委員  平成２６年度から、町会・自治会長５名を加えた委員会を立ち上げたということ

で、２年にわたって検討を加えてきた集大成がこの条例であることを、私、再認識いたしました。 

 次に、この条例の特徴と、この条令制定によって目に見えた効果はあったのか、なかったのか。効果

があったとすれば、どのようなものがあったのか、教えてください。 

○久保田地域振興部長  まず、条例の特徴については大きく３点あります。１点目は、地域コミュニ

ティーの維持と形成に重要な役割を果たしてきました町会・自治会の位置づけや役割を明確にしたこと

であります。また、町会・自治会は区と協働する最大の相手方、パートナーであるということも前文で

宣言しているところであります。２点目としましては、区民・事業者に対して、活動への参加・協力を

求めたことがあります。３点目としましては、区の責務を明確にしまして、活動活性化や加入促進およ

び財政的な支援を行うということを明記したところであります。 

 条例制定による効果としましては、区の責務を明確にしまして、活動や運営に関する支援策を積極的

に進めてきたところが挙げられるところであります。また、町会・自治会からも、条例制定のおかげで

活動がしやすくなったとの声もいただいているところであります。また、これまで課題でありましたマ

ンション管理者等に対しましても、町会の加入促進活動や行事の周知などの協力を求め、マンションの

新築工事等の事業者に対しましても、地域連絡調整員の選任と区への届け出を求めたことなどもありま

す。なお、自主的な活動に対する支援策や補助制度としましては、条例の制定前、平成２７年度まで

は６事業でしたが、条例制定後は１６事業となり、約３倍近くに増えたところであり、活動がより活性

化するよう、支援策の充実を今も進めているところであります。 

○高橋（伸）委員  条例の制定により、町会・自治会が区の協働の最大のパートナーであると宣言し

ていただいたことがすばらしく画期的なことであると評価しました。 

 次に、条例制定を契機に品川区ではさまざまな新規施策を始めております。例えばシナモロールの加

入促進はがき等の活用といった具体的な取り組みについても教えてください。 

○久保田地域振興部長  条例制定を契機に、町会・自治会の活動の活性化のために新たな支援策を創

設するなど、これまで以上に積極的に取り組んできたところであります。各種補助制度につきましては、

平成２８年度から平成３０年度までには、新規事業応援補助金、またコミュニティー用品を購入する際

の補助金、さらには加入促進用の物品に対する補助金など、町会・自治会の自主的活動に対する支援を

充実させてまいりました。また今年度は、新規需要が定着するための事業補助金や、オリンピック・パ

ラリンピック啓発事業に対する支援、さらには活動物品を保管する場所の賃借料に対する補助金なども

開始したところであります。 

 次に加入促進の支援としましては、参加者増加につなげるために、加入申し込みはがきや活動事例紹

介のリーフレットなどの作成もしてきたところでございます。また、ご質問にありましたシナモロール

の加入促進はがきにつきましては、町会・自治会への配布のほかにも、転入手続の際、戸籍住民課や各
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地域センターに配置しているところであります。さらには、成人式や子育てメッセなどのイベントでも

配布しております。今後もこうした取り組みを有効に活用いたしまして、加入促進支援をはじめ、活動

の活性化に向けた支援を積極的に進めてまいります。 

○高橋（伸）委員  今ご答弁いただいたオリンピック・パラリンピック啓発支援ということで、大井

ふ頭中央海浜公園、ホッケー競技場が、先日、テストイベントが行われました。そんな中、町会・自治

会に対して、町会から２名という枠を区からいただき、私の町会でも２名参加しました。この２名とい

う枠の中で、そういったテストイベント、オリンピック・パラリンピックに向けた支援ということで、

今後そういったオリンピック・パラリンピック関係の、町会に対しての人数の増強というのもご検討も

していただきたい。２名だと、テストイベントのとき、行きたかったという町会の方もいましたので、

ぜひとも、それは要望とさせていただきたいと思います。ご説明ありがとうございました。 

 町会・自治会の活動の活性化は、地域の元気の源です。品川区の補助メニューの大幅な拡大やきめ細

やかな取り組みを再認識いたしましたけれども、メニューは豊富でも活用し切れていない町会もあると

思います。また、申請作業も大変ということで、今年度から運営事務サポート事業が開始されておりま

すが、補助メニューのわかりやすさといった観点からの見直しや、申請作業の支援といったことも、引

き続きご検討をお願いしたいと思います。また、役員の高齢化や若者の加入促進といった課題も常に頭

の隅に置いていただきまして施策を進めていただきたいという要望を述べまして、この質問を終わらせ

ていただきます。 

 以上で、自民・無所属・子ども未来の総括質疑を終了させていただきます。ありがとうございました。 

○大倉委員長  以上で、高橋伸明委員の質疑を終わります。 

 次に、芹澤裕次郎副委員長。 

○芹澤副委員長  品川区議会自民党を代表して、鈴木真澄委員とともに総括質疑を行います。 

 私からは、区内の人材、働き手の確保について、２点目、オリンピック・パラリンピックのレガシー

について、そして３点目、シティプロモーションについて、順次お伺いさせていただきます。よろしく

お願いいたします。 

 １点目、区内の働き手の確保についてお伺いいたします。今、日本経済は売り手市場と言われて、若

い世代からすれば、さまざまな職業を選択することができる大変すばらしい状況である一方で、なかな

か選ばれづらい業界というものもあるのも事実でございます。さまざまな業界があることは認識してお

りますが、本日は時間の関係上、介護業界に特化して幾つか質問をさせていただきます。 

 まず初めに、品川区内の介護事業者の働き手の確保について、人材の需要と供給の現在のバランスの

分析をお聞かせいただくとともに、今後の予想についてお聞かせください。 

○伊﨑福祉部長  介護人材の区内の現状と今後の動向の見込みでございます。全国的には介護人材に

ついて不足が言われ、国も確保方策をさまざま挙げた取り組みを進めているところでございますが、品

川区内におきましては、区内法人・事業所の話といたしましては、人材を募集して多くは集まらない状

況ではあるということですが、人材が不足し、事業に差しさわりがあるという状況までにはなっていな

いということでございます。品川区をはじめ２３区については同様な状況と聞いておりますが、全国的

には、他の自治体では、不足のために事業の継続が困難という話も聞いております。 

 今後につきましては、やはり都内でも同様の傾向があらわれると予測しておりますので、深刻な人材

不足が来るのではないかと想定しているところでございます。 

○芹澤副委員長  今、これから人材不足がさらに厳しくなっていくというようなお話をいただきまし
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た。そういった意味で、他の自治体と争うことなく、事前に品川区内で人材を育成して事業者に届けて

いくという品川介護福祉専門学校の制度は、大変すばらしいものだと思っています。まず品川介護福祉

専門学校のこれまでの卒業者の就職状況、あとは離職状況をお聞かせください。 

○伊﨑福祉部長  品川介護福祉専門学校の卒業生の就職状況と離職状況でございます。就職状況につ

きましては、区内の福祉施設に就職する割合が、前年度の卒業生で９５％となっておりまして、学校開

設以来、高い水準を維持しております。離職状況につきましては、区としまして把握している数字とい

たしましては、奨学金の返還の免除についての数字でございますが、区内施設に就職した場合に、貸し

付けています奨学金の返済が、３年間の就職期間で免除となります。言いかえると、３年以内に離職し

た場合は返還していただくこととなります。この返還している人数が、平成２５年度以降、指定施設に

就職した１２４人中８人ということで、離職率としてはかなり低い数字と認識しております。 

○芹澤副委員長  今、就職状況、離職状況は大変にすばらしい実績があるというお話をいただきまし

た。通常、事業者が人材を募集する場合には、広告費をかけて、数十万円もしくは数百万円以上のお金

がかかり、せっかく人を集めてもすぐにやめてしまうというような実態があります。そういった意味で

は、この品川介護福祉専門学校の卒業者というのは、事業者からすれば喉から手が出るほど欲しい人材

であると認識しています。定員が４０名と伺っていますが、昨今、なかなか定員４０名まで集められな

いというようなお話も伺っています。まず、そこの現状の推移をお聞かせいただきたいと思います。 

 そして、続けて、定員がなかなか割れてしまうというお話であります。これは当然、売り手市場とい

うお話をさせていただきましたので、国の動向というのがたくさんあると思います。国の動向を踏まえ

た上で、実際に入っている方が、２０名程度だと思いますが、いらっしゃるとも思いますので、こ

の２０名の方の入学時もしくは卒業の際に、なぜ介護に興味を持ったのか、そして、なぜ品川介護福祉

専門学校に入校を決めたのかというところを、アンケートという形で分析をしていくべきだと思います

が、お考えをお聞かせください。 

 そして、あわせて、本委員会の中で石田秀男委員からも、営業職の採用というものがありました。い

ろいろな営業に回っていらっしゃるというお話も伺っていますが、営業に特化して、定員の４０名まで

は品川区の責任として必ず人材を募集していくというような強い意気込みを持って、特化した役職の方

をつけていただきたいと思いますが、改めてこちらもご答弁をお願いいたします。 

○伊﨑福祉部長  ３点ご質問をいただきました。 

 まず、入学者の推移でございますけれども、平成７年度の開設当初は１０年間４０人を超える入学者

がおりましたけれども、徐々に減少しておりまして、ここ４年間は、定員４０人に対し、２０人台で推

移しているところでございます。今年度の４月の入学者は２２名でございました。 

 ２点目の、なぜ品川介護福祉専門学校を選択したかという、入学者の方たちへの理由の確認ですが、

アンケートということではございませんが、入学後のディスカッションの中などで学校が聞き取ってお

りまして、もちろん、介護福祉に強い意思がある、興味がある、小さいころに高齢者の方に世話になっ

たから恩返しをしたいなどという、精神的な気持ちの面、意思の面もありますけれども、加えて、一番

やはり強いのが、区の奨学金制度が充実しているということでございまして、この理由を挙げる学生が

圧倒的に多いと聞いております。 

 ３点目の、営業職の採用につきましては、委員ご指摘のとおり、今後も１８歳人口が減っていく中で、

品川介護福祉専門学校の魅力を十分に高校あるいは高校生に伝えていく必要があると考えております。

これまでも、学校長をはじめ事務長などが各高校を回り、営業活動を行ってきておりますので、そう
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いった体制を強化して、これからも全国各地の高校生が利用してくださるように努力していきたいと考

えております。 

○芹澤副委員長  定員４０名ということで、なかなか４０名の確保が難しいのは理解していますが、

せっかく品川区の予算をつけて、施設もあって、４０名の定員を受け入れる体制はできているかと思い

ますので、ぜひ引き続き、４０名に向けてさまざまな努力を続けていただければと思います。 

 そして、関連して、日本の人材の確保というのが、今、なかなか厳しい状況の中で、国の政策として

入管法が改正されて、海外人材の受け入れというのがスタートしています。特に介護においては、特定

技能という資格ができて、さまざまな自治体の中で外国人の人材の確保の競争というのが既に始まって

いると思います。自治体間での外国人材の確保という意味では、品川区は、例えば大使館が１２個だっ

たと思いますが、領事館もあって、姉妹都市、友好都市もあるかと思います。さまざまな品川区独自の

パイプを使った国々へのアプローチをしていくべきだと思いますが、既に何かアプローチをされている

ところがあればお聞かせください。 

 続けて、大使館という意味では、品川区にインドネシア大使館というものがあります。インドネシア

については、送り出し機関といって、日本に人材を送り出すための機関がもう既に存在していると認識

しています。できれば、そういった大使館レベルでの国と自治体との協定というのが結べればベストだ

と私は思っていますが、それもなかなか難しいというのも現実問題あると思いますので、送り出し機関

との一定の契約を結ぶ。例えば、５年もしくは３年の中で何十人は、区内の介護事業者に人材を送り届

けますといった契約を結んでいくというのも、区内の人材の確保については非常に有効な施策になるか

と思います。インドネシアとの協定、契約について、またご意見をお聞かせください。 

○伊﨑福祉部長  外国人材の介護人材の確保につきましては、区といたしましても今年度、部内でＰ

Ｔを立ち上げて、どのような方策があるか、どのような形で取り組むのが適切かどうかということを、

今、検討しているところでございます。具体的に大使館等へのアプローチは現在のところは行ってはお

りませんが、今ご指摘のインドネシア大使館など、区内には１２の大使館、４つの領事館がございます

ので、こちらに対してどのような働きかけができるか、研究していきたいと考えております。 

 また、インドネシアにつきましては、防災協力等、関係が良好でございますので、連携のきっかけと

なる可能性が高いと考えているところでございます。日本で働く外国人の方につきましても、やはり身

近なところに大使館があるということは、働く上での安心材料となると考えておりますので、先ほどの

ＰＴでの検討も含め、いろいろな手法を考えていきたいと考えております。 

○芹澤副委員長  今は介護の業界についてさまざまな意見を言わせていただきました。介護に限らず、

今、さまざまな業界で人手不足というようなお話が、会派にも届いております。ぜひ、人材の確保につ

いて、各周辺の自治体に出おくれないように、さまざまな政策を行っていただければと思います。 

 続いて、オリンピック・パラリンピックのレガシーについてお伺いいたします。初めに、オリンピッ

ク・パラリンピック教育についてお伺いいたします。いよいよ来年にオリンピック・パラリンピックの

開催が迫りまして、さまざまな予算の中で、品川区はレガシーを残そうと行っていただいていると思い

ます。特に教育においては、トップアスリートの派遣をすることで、例えばオリンピアンと触れること

で、実際にトップレベルの技術に肌で触れることができる。そしてモチベーションの向上につながって

いく。これはもちろんですが、パラリンピアンとも触れることで、障害者スポーツの普及、それ以外に

も、障害者の方々への心のバリアフリーというのが本当に実現していくのではないかと、私の中では

思っています。オリンピック・パラリンピックが間もなく開催する、それで当然ながら終了していくわ
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けでありまして、これまで品川区がさまざまに進めてきた政策の中で、教育においては、特にオリン

ピック・パラリンピック教育を継続していただきたい。オリンピック・パラリンピック教育を継続とい

うか、トップアスリートの派遣を継続していただきたいと思っております。これまで、都の事業の中で、

各２３区の中でトップアスリートの派遣というのを、ある意味、都の計画の中で進めてきたと思います

が、オリンピック・パラリンピックが終了した以降は、逆に区が独自に動かせる事業になると思います。

区の強い思いを持って、これまでのトップアスリートの派遣というのを、例えばオリンピック・パラリ

ンピックの競技に限らず、さまざまなスポーツ団体の方々とコンタクトをとっていただいて、品川区の

学生たちに派遣していただければと思いますが、そのお考えをお聞かせください。 

 それと関連して、障害者スポーツ施設についてお伺いいたします。今、品川区内においては、パラア

リーナという大変すばらしい施設ができております。私の希望としては、パラアリーナをやはり継続し

ていただきたいというのが大前提にありますが、なかなか難しいというのも理解しています。そうする

と、現実問題、何ができるかと私の中で考えたときに、例えば、区長が以前、公約で挙げていた武道館

というものがあったと思います。その中にパラアリーナの機能を入れていただくということはできませ

んでしょうか。通常の施設のバリアフリー化ではなくて、例えば車椅子が通れるだけではなくて、競技

用の車椅子というのは、普通の車椅子よりも１.５倍ぐらい幅広になります。さまざまな、パラアリー

ナだからこそされてきた工夫というのがあると思います。今、現存するパラアリーナがあるからこそ学

べるものもたくさんあると思いますので、ぜひ前向きにご検討いただければと思います。ご意見をお聞

かせください。 

○本城教育次長  それでは私からは、オリンピック・パラリンピックに関して、アスリートの派遣に

ついてのご質問にお答えいたします。 

 これまでの、アスリートを招いた取り組みといたしましては、この３年間で、ホッケーや体操などの

オリンピアンを含みますアスリートは、１５競技３５名の選手を延べ４４校で、そして５人制サッカー

や車椅子テニスなどのパラリンピアンを含むパラアスリートにつきましては、１２競技２２名の選手を

延べ３１校で、体験や講演を行ってきたところでございます。これらの体験から、児童生徒は、障害者

を理解することや相手を思いやる気持ちを持つことなど、貴重な経験になっているものと考えていると

ころでございます。 

 東京２０２０大会終了後につきましては、これまでと同様にはいかないかもしれませんが、今後も引

き続き実施いたしまして、子どもたちに、アスリートとの直接体験を通しまして、障害者理解やスポー

ツ志向などの資質を高めることができるよう、進めてまいります。 

○安藤文化スポーツ振興部長  私からは、障害者スポーツ施設についてお答えいたします。品川区の

八潮において、ご指摘のとおり、日本財団パラリンピックサポートセンターが、パラリンピック競技の

普及と競技力の向上を目的に建設しました、パラリンピックスポーツ専用の体育館がございます。ご指

摘のように、この体育館は、館内のいたるところに選手のニーズを取り入れて、非常に工夫が施されて

いるところでございます。しかしながら、日本財団パラアリーナは２０２１年の秋までということで、

その後は取り壊されると聞いております。今後、財団の方針を注視しつつ、我々も継続の可能性を探っ

ていきたいと考えてございます。 

 そして、武道館の建設に伴う、障害者が利用しやすいような体育館でございますけれども、区では、

武道館をはじめ、将来、アリーナを計画する際には、パラアリーナを参考として、可能な限りどなたで

も利用できるような体育館を目指していきたいと考えてございます。 
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○芹澤副委員長  当然ながら、オリンピック・パラリンピックの予算については、国や都のさまざま

な補助金の中で、品川区もいろいろな事業をしてきたと思います。これからオリンピック・パラリン

ピックが閉幕すれば、当然ながらその予算もなくなっていくわけですから、今お話があったように、全

てこのまま継続というのは、もちろんできないと思っております。規模が縮小するのは当然のことであ

ると思いますが、今まで進めてきた方針・指針というのは見失わずに、ぜひ来年が終点ではなくて始点

になるような形で、さまざまな事業展開を考えていただければと思います。よろしくお願いします。 

 それでは最後にシティプロモーションについてお伺いいたします。今、シティプロモーションという

ことで、観光大使にシナモロールが任命されて、さまざまな場面でシナモロールを見るようになりまし

た。大変人気のキャラクターであると伺っております。大変にすばらしいものでありますが、私の希望

としては、先月、「つなごう品川」というものが発行されていると思います。この「つなごう品川」に

は、地元ゆかりの方々、偉人や遺跡などがさまざま載っております。今、品川区は、シナモロール一本

に絞って、観光大使を任命されていらっしゃると思います。当面の間はシナモロール一本に絞っていく

というのは、ある意味、仕方ないことかと思っております。全力投球をして認知度を上げる、定着させ

ていくというのは、ある意味、理解できるのですが、どこまでシナモロール一本にされるのかというの

が、ちょっと不安に思っているところであります。例えば「つなごう品川」には、坂本龍馬、大森貝塚、

伊藤博文など、さまざまな、皆さんが親しみやすい偉人たち、遺跡があります。例えばほかにも、ドク

ターイエローとか、電車が好きな方々には非常に喜ばしいようなもの、観光資源が、品川区にあると思

いますが、品川区の観光大使のあり方についてご意見をお聞かせください。 

○安藤文化スポーツ振興部長  今、品川区では、シナモロールが観光大使として活躍しています。し

かしながら、委員ご指摘のとおり、今、観光は、水辺を中心としてすごく盛り上がっていて、東京都に

おいても非常に注目されているところでございます。そんな中で、今後の観光大使を考えた場合には、

シナモロールに限らないで、今ご指摘の、品川区にゆかりの坂本龍馬等、勘案して検討していきたいと

考えてございます。 

○芹澤副委員長  シナモロールをもちろん否定するわけではありません。しかしながら、やはりシナ

モロールを非常に好きな方々というのは、例えば子どもたちや女性という、一定の層があると思うので

す。例えば坂本龍馬であれば、幕末好きの人は大体、坂本龍馬は当然知っていますし、大森貝塚や、先

ほどお話ししたような電車好きの方々など、さまざまな層を品川区に取り込んでいただきたいと思って

います。例えば、ふるさと納税やデザインマンホールというような観光の活用というものがあると思い

ます。ふるさと納税に関しても、今、見るとやはりキャラクターとしてはシナモロールだけなのです。

シナモロールを選ぶ方々が、シナモロールを選ぶ過程で、例えばふるさと納税のシナモロールの隣に、

品川区ゆかりの二十歳の龍馬などというのが書いてあるだけでも、品川区に坂本龍馬はゆかりがあるの

だということで、有効なプロモーションになると思います。ぜひ、シナモロールに特化せずに、広い品

川区の中で、さまざまな層を取り入れられるようなシティプロモーションを使い続けていただければと

思います。 

 ちなみに、京都の宇治市では、観光大使が１５人いると伺っております。この１５人は、現存する実

在の人物でありまして、ある意味、シナモロールは不老不死といいますか、永遠に使えるようなキャラ

クターでありますので、メリットと言えばメリットはあると思いますが、複数の観光大使がいるという

のは非常にいい意味だと思っていますので、ぜひ前向きにご活用いただければと思います。要望させて

いただきまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。 
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○大倉委員長  以上で、芹澤裕次郎副委員長の質疑を終わります。 

 次に、鈴木真澄委員。 

○鈴木（真）委員  芹澤副委員長に引き続きまして質問させていただきます。 

 まず、週末に台風１９号が大変な被害をもたらしました。台風１９号によりお亡くなりになられまし

た方に哀悼の意を表するとともに、被害を受けられました方にお見舞いを申し上げます。 

 また、区の職員の方、大変にご苦労さまでした。先ほど防災課長からもご報告がありましたが、いろ

いろな対応をしていただいた。その上で改めて質問をさせていただきます。 

 区の中でももうご承知だと思うのですが、ホームページがつながらなかったということが、今、区の

ホームページにも出ております。こういう対応の問題。それからＦＭしながわは、聞いている話ですと、

私は聴いていなかったのですが、周りの方が聴いたときに、通常の放送を続けられていたというお話で

した。先ほどもホームページを見たのですが、区のＦＭしながわの最初の目的として、「災害時には被

害・避難所情報を発信します」という言葉が区のホームページに出ているのです。この辺のところで、

区としての対応をどのようになさったか、改めて確認させていただきたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

○堀越企画部長  台風１９号が接近いたしました１２日、土曜日の午後から夜間にかけて、ホーム

ページにアクセスが集中したことにより、区のホームページが大変つながりにくい状況がございました。

区民の皆様に大変ご心配をおかけしまして、まことに申しわけございませんでした。区では、ホーム

ページのアクセス集中で、いろいろアクセスのリトライですとか、そういったものが非常に本当に集中

したというところで、アクセス増加の中で、内部的な処理をかけて再起動したり、リンク先のページの

変更や、アクセス負荷の軽減なども図ったほか、ホームページの内容をスクリーンショットで、情報を

ツイッターのほうに出すとか、フェイスブックとか、ほかの対応も図ってきたところです。また、あわ

せて、区と協定を結んでおりますヤフー株式会社の協力によりまして、キャッシュサイトといいまして、

いわゆるミラーサイト的なものを、ヤフーのサーバーに設置していただくという、区のサーバーの負荷

軽減を図るということの対応など、その他のＳＮＳ等も使ってまいりましたところでございますが、今

後しっかりと今回の検証をして改善を図っていきたいと思ってございます。 

 それからＦＭしながわにおきましては、今回の場合は、当初は毎時４０分に、ホームページの内容を

ＦＭしながわでご紹介していたところでございますが、非常に水位が上がってきた段階で、１５分に１

度という形で、頻度を上げてご紹介させていただいたというところでございます。今後、さまざま検討

しております割り込み放送ですとか、そういった緊急の生放送的なものについても、対応の準備を進め

ていきたいと考えているところでございます。 

○鈴木（真）委員  今お話しいただきました、さまざまな対応をしていただいたとは十分わかってい

るのですが、キャッシュというお話がありましたけれど、それもホームページを開かないと見られない。

直接、私は別の形でも調べていましたけれど、なかなかそういうところに課題があったと、非常に感じ

ています。以前、私は一番最初の決算特別委員会のときに、ちょうど台風が来ていまして、そのとき

ケーブルテレビを見ていたら、全く一般の放送をしていたことがありました。そのころ、まだＬ字放送

は入っていなかったので、「これはどうなっているのですか」ということをお聞きした記憶が残ってい

ます。当然、今はＬ字放送に対応していただいていますし、頑張っていただいている。また、今回、他

の自治体でも同じようなケースが出ていたということは十分承知しておりますので、改めて今後の対応

をうまく進めていただくように、よろしくお願いしたいと思います。これは要望にさせていただきます。 
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 次に、長期基本計画に関連して質問させていただきます。品川区長期基本計画素案（案）が示されま

した。現在、パブリックコメントを受け付けていますが、この長期基本計画の中の、実現に向けた新し

い政策課題と実現に向けた方向性、地域・人・安全の３分野の計画体制で構成されています。今回の計

画の前、前計画の５つの都市像においても、１番目に、「だれもが輝くにぎわい都市」として、「活発

な地域社会を築く」とありました。今回も地域が最初に示されたのは、品川区が地域の支え合いを大切

にし、一番力を入れていく分野だと捉えていると考えますが、この点につきまして、改めて区のご見解

をお知らせください。 

○堀越企画部長  策定中の長期基本計画に関するご質問についてでございますが、この長期基本計画

における地域・人・安全の各政策分野の記載順は、いずれも区民生活を支える重要な要素であると考え

ているところでございます。地域のつながり・支え合いは、下町情緒の残る品川区の大きな特徴の一つ

であり、今後も住み続けたいと区民の皆さんに思ってもらうために、これをさらに進めていく必要があ

ると考えてございます。 

 策定委員会では、委員より、この掲載順につきまして、人が最初という意見もあるけれども、人が第

一というのは、ある意味、当たり前のことであるので、単身世帯が増えている中、地域がどれだけ魅力

的かということを打ち出したらよいのではないかというご意見をいただいていることなどを踏まえまし

て、このような掲載順としたもので、長期基本計画の中に品川区らしさを出したものだと考えていると

ころでございます。 

○鈴木（真）委員  今、下町情緒というお話がございました。品川区らしさ。この辺を考えると、先

ほどもちょっとお話ししましたが、台風の後、まちの中を歩いていたら、意外と、葉っぱなどのごみが

少なかったのです。いろいろ歩いている中で、地域の方がかなりいろいろなところで掃除していた。道

路、公園、神社など、いろいろなところで掃除していました。こういう地域の力、品川区の力というも

の、下町情緒らしいところを、これからも活かしていっていただきたいと思いますので、ぜひよろしく

お願いしたいと思います。 

 次に、長期基本計画の地域分野の中に、「水と親しむ緑豊かなまちづくり」とあります。１０月４日

から６日にかけて、東品川公園、天王洲地区、また八潮など、さまざまなところで行われました、しな

がわ水辺の観光フェスタ２０１９は、地域、企業、品川区が連携し、大変な盛り上がりが見られました。

花火会場には福祉招待席を設けて、高齢者や障害者などの方にも送迎をして、花火の打ち上げを楽しん

でいただくなど、福祉の面でも協力させていただいていました。そして、花火が終わった後には、少年

野球やサッカーの子どもたちが、その場所を片づけていた。これも大変すばらしい地域の力だと思って

おります。このように、みんなの力で盛り上がりました観光フェスタですが、品川区観光振興協議会の

会長である濱野区長は、花火大会で、「区の観光資源において水辺は重要」との趣旨の挨拶をされてい

ました。今後の水辺の展開と、地域・企業との連携等について、お考えをお知らせいただければと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

○濱野区長  観光あるいは協働・連携といったことについてのお尋ねをいただきました。品川区とい

うまちは、昔から人々がむつみ合うというか、何というのでしょうか、人と人とが交わる地域だったと

思います。これは、２３区でもいろいろな地域がございます。閑静な住宅が並んでいて、しかしまちと

してはしーんとしているようなまちもある。あるいは、品川区のように、人が行き来してワイワイ、ガ

ヤガヤ……、ワイワイ、ガヤガヤというのはちょっとあれですけれども、本当に活気のあるまち。そう

いう品川区だと思っておりまして、そういう意味で言えば、協働あるいは連携といったものが容易に成



－22－ 

り立つような地域だと思っておりまして、行政としても、何か行政がいろいろなサービスを提供するだ

けということではなくて、住民やまちと一緒になって、この品川区のまちの活力を上げていくというこ

とは大切なことだと思います。２３区、いろいろなところがありますけれども、品川区はそういうまち

であると思いますし、その傾向をさらに高めていければ幸いだと思っております。したがって、行政と

しても、協働・連携については力をかけていきたいと思っております。 

 水辺のお話をされました。跡見学園女子大学の安島教授という方がおられまして、今、観光振興協議

会の副会長も引き受けていただいていますけれども、この方とお会いいたしましたときに、「品川区の

観光はどうですか」とお尋ねしましたら、「何もないですね」とお話を返されまして、がくっと来たわ

けでありますけれども、そのとき先生が、「強いて挙げれば、人ではないでしょうか。つまり、にぎわ

いではないでしょうか。人と人とが行き交って、にぎわいをつくっていく。これが品川区の言ってみれ

ば観光になるのではないでしょうか」と、ちょっと禅問答のような会話になりましたけれども、そうい

うお話をさせていただいたことがございます。そういう意味で申し上げますと、こうした地域の多様な

協働・連携というのが、まさに安島先生がおっしゃっていたことではないかと思います。安島先生はよ

く「人が観光ですよ」というようなこともおっしゃいます。つまり、何か風光明媚な景色があるとか、

立派な建物があるとか、これも観光にはなると思いますけれども、人そのものが観光資源になるという

お考えもお持ちで、「ああ、おもしろいな」と思ったところでございます。したがって、品川区におい

ては、連携・協働といったものも、１つの品川区らしさをあらわしていくものではないかと思います。 

 水辺についてもお尋ねいただきましたけれども、この先生も、「品川区として観光資源はほとんどな

いですけれども、大切なのは水辺でしょう」とおっしゃってくださいまして、それでやはり水辺のいろ

いろな催し物については、かなり力を入れて、区としても行政として力をかけているところであります。

ちょっと話が飛んで恐縮ですけれども、今、いろいろとおつき合いのある坂井市も坂井の湊、それで品

川区も品川湊というのが昔からございました。そういう意味で言えば、坂井市と品川区は、水を契機と

したおつき合いが始まっていると思っておりまして、品川区の水辺ということをしっかりと盛り上げて

いきたいと思っております。 

○鈴木（真）委員  水辺は本当に大切にしていっていただきたいと思いますし、私どももみんなで一

緒に盛り上げていきたいと思っています。それと、花火のときも、会場が終わってからものすごい人の

流れだったのです。行った方は、ご覧になった方がいるかもしれないのですが、東品川公園からちょう

ど青物横丁のほうや南馬場方向に向かっての道路沿い、海岸通り、ものすごい人でした。あれだけの人

が一気に集まって、水辺を盛り上げて花火大会という、これからもぜひ進めていっていただきたいと思

いますし、あと企業と地域の連携も、行政で一生懸命、また詰めていっていただきたいと思いますので、

どうぞよろしくお願いいたします。 

 次に、長期基本計画が策定された後の来年度以降の政策についてですが、行財政改革を進められて積

み上げられた１,０００億円という基金がございます。この基金の使い道が、これからの重要な課題だ

と思っております。この点につきまして、現状での方向性、確定したものではなく方向性ということで

お聞きしたいと思っています。一方で、特別区の決算状況は、２３区全て良好な決算になっていました。

国からは財源の問題も取り上げられておりますし、これからの歳入面で心配があります。殊に今年は、

平成３０年度決算におきましても、消費税がかなり減額していました。大都市事務などの支出も多い

中、２３区、また東京都と連携した対応が必要だと考えますが、この点につきましてもお考えをお知ら

せください。 
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○品川財政課長  １点目の基金の活用の方向性でございます。基金は、景気動向による歳入減、それ

から老朽化した公共施設の更新経費、それから災害による復旧・復興など、今後の財政需要に対応する

ためには必要不可欠なものと考えております。現在作成中の新長期基本計画を踏まえまして、未来を見

据えた積極的な施策の実現や課題解決に向けて、活用方法を今後も検討していきたいと考えております。 

 それから２点目でございます。国の偏在是正についてでございます。国は、法人住民税の一部国税化、

それから地方消費税の清算基準の見直し、それから、ふるさと納税等の不合理な税制改正などによりま

して、区の貴重な財源を一方的に今、吸い上げているような状況でございます。この課題は、区の財政

の根幹にかかわる問題となっておりまして、区はこうしたことに対して、都や他区と歩調を合わせて、

そのあるべき姿について主張をしていきたいと考えております。それから、また特別区の全国連携プロ

ジェクトをはじめとしまして、これまでの交流都市や、近年交流を始めた高知県、福井県の坂井市など、

地方とともに発展・成長できるよう連携を深めることが、こうした課題の払拭につながるものと考えて

おります。 

○鈴木（真）委員  わかりました。ありがとうございます。１,０００億円の使い道、一気に使って

しまうのは大変なことになりますし、例えばよくお話がある中で、学校の改築という問題、それから施

設の改築。基金は使わなかったですけれど、今回の品川区立障害児者総合支援施設、これからもまださ

まざまな施設等、必要になってくると思いますので、有効に活用していただき、区民の皆さんに還元し

ていただきたいと思っておりますので、この点、よろしくお願いしたいと思います。 

 それから偏在是正の問題も、かなりこれからも絡んでくると思います。東京都と、ある面、対立する

ところもありますけれど、一致してそういうところに対応しなければいけない部分もありますので、こ

れからも折衝をよろしくお願いしたいと思います。 

 次に、特別区財政調整交付金ですが、現在、特別交付金で年度末に再算定されていると思いますが、

これも２３区の富裕論に結びついている部分だと思っています。当初の歳入総額は変わらないと思いま

すが、当初算定の額を増やす、当初算定の項目を増やすことによって、その金額を増やすことができれ

ば、その分が少しでも変わってくるのではないかと考えております。この点につきまして、区のお考え

をお聞きしたいと思います。例えば、私ども自民党の中の会合でお話を聞いているのですが、コミュニ

ティバスの費用というのは、普通交付金ではなくて特別交付金で財政調整の算定をされているとお聞き

しております。この辺につきましても、区として算定項目を増やしていくということも考えていただけ

ればと思います。あともう一点、防犯カメラの維持費も特別交付金の中に含まれているというお話も聞

いておりますので、これも含めてお話をご説明いただければと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○品川財政課長  特別区財政調整交付金でございます。毎年、既に算定された経費を全般的に精査し

た見直し提案、それから決算分析を踏まえた各区の提案を精査しまして、区側提案事項として、都区財

政調整協議において、算定項目というものが見直されております。前年度も、一方で児童相談所関連経

費、それから改築需要集中期への対応など、議論がかみ合わず先送りされた項目もございます。今後も

社会情勢を勘案しまして、算定項目も見直しつつ、区として配分割合をはじめとしまして、防犯カメラ

のランニングコスト、これは町会などの負担分なども、今、非常に問題になっております。こういった

ところも財政調整で何とかできないかというところも含めまして、積極的に普通交付金の算定額を増や

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。ぜひ進めていただきたいと思います。防犯カメラは、今、既に各
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町会に配布していただいているので、これは区の一般財源の中からやっていただいていると思うのです

が、財政調整も一般財源と言えば一般財源なのですが、その中で項目を増やしていただいて、区の歳入

を増やすことによって、さっき言ったように、歳入がどの程度変わるか、配分割合が変わるだけかもし

れませんが、その辺をしっかり捉えていっていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 次に、新しく地域・人・安全という課題を確実に捉えて政策に反映させるためには、組織づくりとい

う点ではどのようにお考えになっているかお聞きしたいと思います。例えば、地域のにぎわいと活力あ

る区政に向けて、観光や水辺と都市景観の新たな融合、人生１００年時代に向けて高齢者部門と健康部

門との一層の連携、子育てに対する子ども未来部と教育委員会との役割分担、国際と観光の一体化、オ

リンピック・パラリンピックのレガシーなどを活かす文化と地域との継続的な発展など、効率的・効果

的に進める柔軟で横断的な組織が必要不可欠だと思っております。もう既に検討もなさっているとは思

うのですが、この検討状況についてご説明いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○堀越企画部長  行政組織に関するご質問についてでございますが、長期基本計画を策定するに当

たって参考といたしました、これまでの世論調査などでは、区民の皆さんが重視する施策、防災対策、

子育て支援、健康、地域コミュニティーなど、いずれも組織の横断的な連携で取り組んでこそ成果が出

せるものと思ってございます。長期基本計画の、地域・人・安全の政策３分野の計画体系も、これらの

課題にしっかりと取り組んでいくという考え方のもとに、柔軟で機能的な行政を進めるという点も踏ま

えまして、これらの大きな３分野という形にしたものでございまして、今後この考え方も踏まえまして、

具体的に必要な組織改正については検討していくという形になります。令和２年度に向けての必要な組

織改正の検討を始めているところですが、本格的な検討につきましては、長期基本計画の素案の答申を

いただいた後、今いただいた委員のご指摘の点も踏まえ、しっかり検討していきたいと考えているとこ

ろでございます。こちらにつきましては、オリンピック・パラリンピック後の組織のあり方とあわせて

検討して、令和２年度中に検討して、令和３年度からの実施という方向性で、今、検討しているという

ところでございます。 

○鈴木（真）委員  わかりました。当初、予算のときなど、来年度に向けてもスタート、いろいろな

事業を進めていくという話があったので、その辺も含めて、来年度からどう考えているのかということ

も考えたのですが、オリンピック・パラリンピックの後というお話もわかります。役に立つ組織、うま

く柔軟な組織になるようによろしくお願いしたいと思います。 

 次に、長期基本計画の中で、地域との協働、民間活力の手法、ＩＣＴの活用などと示されています。

やはり、区政の中で担い手になるのは、職員の皆さんだと思っています。不断の行財政改革によって、

大分、人員の削減がされ、少数精鋭の体制が構築されていますが、その中で、以前にも質問させていた

だいたのですが、業務時間終了後も明かりのついている部署が何カ所か見受けられます。フェース・

ツー・フェースで直接、区民の皆さんと対応する部門の方も、かなり多くの方がいらっしゃいます。そ

れだけ業務が増えていく中で、長期基本計画に合わせた職員配置やレイアウトを満たすことも重要だと

考えています。国が進めている働き方改革を、区としても、しながわ働き方改革「しながわ～く」を進

めていらっしゃいますが、超過勤務縮減のためにいろいろ取り組んでいると思いますが、日中の業務な

どで、なかなか仕事が進まない。そのため残業してしまうことも多いと思っているのです。あと、さら

に言えば、休日のサービス残業などに結びついても困ると思っているのですが、健康確保のためにも、

これからの働き方改革を進めていただく方にお願いしたいと思いますが、これから職員の方が生きがい

と意欲を持って働ける職場環境。この点につきましても、どのように考えているか、お答えをお願いし
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たいと思います。 

○榎本総務部長  私からは、職員の関係のご質問にお答えいたします。 

 まず、今の現在の職員の配置のこの間の状況ですけれども、この３年間につきましては、２０２０オ

リンピック・パラリンピックの対応ですとか、あとは児童相談所の開設準備等を行いまして、この３年

間、増員をしているところでございます。人材の確保としては、図っているところでございますけれど

も、今現在、企業活動が活性化しているとか、他自治体との世代交代がありまして、優秀な人材は奪い

合いの状況にあります。今後も引き続き、優秀な人材を確保していきたいと思っております。 

 その中での職員の配置につきましては、長期基本計画の各施策を円滑に進められるよう、職員配置は

考えていきたいと思っています。特に最近、３０代の職員が一番ボリュームゾーンとして多くなってき

ていますので、それの能力アップを図りながら、適正な配置を図っていきたいと思っています。 

 あと、レイアウト等につきましても、窓口業務や事務改善の導入状況に合わせて、効率的に業務が進

められるようにすることで、後で説明します働き方改革につなげていきたいと思っております。 

 今、品川区が取り組んでいる働き方改革「しながわ～く」につきましては、３点、健康確保、意識改

革、業務改善に留意して取り組んでいるところでございます。具体的には、超過勤務命令の上限時間の

厳守とか、２０時の退庁、それから会議の効率的運用の徹底、業務改善の提案、シフト勤務などを組み

合わせて活用しているところでございます。こういうものを活用しまして、業務の効率化、執行方法の

見直しを行いまして、勤務時間を意識した進行管理、仕事の進め方等をできるような形でいきたいと

思っております。 

○鈴木（真）委員  ぜひ職員の方が生きがいや意欲を持って働けるような職場環境をつくっていただ

きたいと思います。 

 次に、先日の本会議でも質問させていただきましたが、区役所の庁舎の関係です。区役所の庁舎建設

は、この前も申し上げましたが、百年の計だと思っております。広町地区の開発は、大井町の持続的発

展とともに、これからも大井町の新しいステージができ上がってくると思っております。土地利用の転

換ですとか、容積の高度利用など、大変に複雑な問題、技術的なノウハウの必要な部分であり、また資

金計画でも大変大きなプロジェクトになってくると思っています。将来にわたる負担を最低限にするた

めには、行政やＪＲ東日本だけではなく、確かな計画策定と、まちづくりに向けた民間の支援も必要だ

と思っています。款別審査の中でもお話がありましたが、密室での決定、庁舎の担当者が策定した計画

という誤った認識がありました。今後の大井町の発展を担う計画が、そのレベルで決定されることはあ

り得ないと考えます。平成３０年７月には、ＪＲ東日本と広町地区におけるまちづくりの推進に関する

協定書を結ぶなど協議も進められていましたが、都市計画手続や、ＪＲ東日本との折衝など、行政内部

でどのような組織でどのように検討されているのか、改めてお聞きいたします。 

 また、今後、計画の熟度が上がるにつれて、組織の設置も必要になってくると思います。和氣副区長

の担任事項とされていますが、どのように関与し、議会や区民の意見をどのように反映させていくのか

お知らせください。 

○中村都市環境部長  広町地区のまちづくりにおきましては、これまでさまざまな検討を行ってまい

りました。再開発とまちづくりの所管となる都市開発課と、庁内関係部局と連携を図りながら進めてい

るところでございます。これには、企画部門はもとより、都市計画部門や建築部門、それから道路等の

いわゆる都市基盤としての土木部門、また公有地の管理、環境の部署等、さまざまな部署と連携しまし

て、また東京都や警視庁との協議、ＪＲとの共同検討といったものも、この中には含まれております。
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そういった体制で臨んでいるというところでございます。 

 また、今後、計画の進捗に合わせて、副区長等の関与というところでございますけれども、現在、広

町地区において、さまざま検討を行っている段階の中では、今までもそうですけれども、庁内検討にお

きまして、副区長はもとより、組織として適宜、報告や案件を図りながら進めてきているというところ

でございます。あわせて今後も検討状況につきまして、議会や区民の皆様に報告・お知らせをしながら、

ご意見をお聞きして進めていきたいと考えております。 

○鈴木（真）委員  ぜひ区民の皆さんや議会の意見を含めて検討していっていただきたいと思ってお

りますので、よろしくお願いいたします。 

 先ほど芹澤副委員長からの質問にちょっと出ていましたが、新庁舎完成後のアリーナという件です。

このアリーナ建設につきましては、ＰＦＩなどの民間手法の活用等もとるべきだと考えております。レ

ベルが高くて、経費が少なくできる方法も考えていただきたいと思いますが、その辺はいかがお考えで

しょうか。それと、先日の質問のご回答の中にも、東急下神明駅付近まで含めた開発ということが、お

話にもありました。これも当然お願いしたいのですが、補助２６号線を挟んだＥ地区、それからＪＲを

挟んだＣ地区の一帯の開発のことも考えていただきたいと思うのですが、その辺につきましてもお考え

をお知らせください。 

○堀越企画部長  民間活用等のご質問でございますが、区の中心核であります大井町にふさわしい施

設など、そういうものを検討する中においては、民間のアイデアや専門的な知見、それからさまざまな

施設の運営方法等、さまざま手法を検討していきたいと思ってございます。それから、今、委員からご

指摘がありました、周辺地区との関係についても、幅広く検討しながら進めていく観点が必要かと考え

てございます。 

○中村都市環境部長  補助２６号線を挟んだＥ地区、また線路を挟んだＣ地区というところでござい

ますけれども、現在、大井町周辺地区におきまして、Ｅ地区やＣ地区において、地域のまちづくりの動

きがあるところでございます。まずＥ地区でございますけれども、こちら、補助２６号線を挟んでイ

トーヨーカドーの隣の地区は、今、協議会が発足して、これから具体的な検討がさらに進むものと考え

ております。また、Ｃ地区におきましても、権利者の皆さんで勉強会が始まったというところでござい

ます。ご指摘のとおり、大井町全体を考えたまちづくりにおきまして、Ｅ地区やＣ地区は大変重要な地

域でございます。区といたしましても、大井町のさらなるにぎわいや活性化に向けまして、地域ととも

に考え、また必要な支援を行っていきたいと考えております。 

○鈴木（真）委員  区民の皆さんにとって利便性のよい区役所になるとともに、将来負担の軽減が図

れるよう、よろしくお願いしたいと思います。 

 次に、障害者施策、福祉について確認させていただきたいと思います。障害者福祉サービスの利用者

は増加しており、高齢者や重度化、対象の拡大によりニーズも多様化しています。人それぞれのライフ

ステージを通し、自分らしく生きられる地域社会の実現を目指した支援を今後も続けていただきたいと

思います。今後の方向性を示す、第５期品川区障害福祉計画、第１期障害児福祉計画が昨年策定されま

した。この際、障害福祉計画にかかわる基礎調査は行われなかったという話もありますが、この辺

と、３年計画の半分がたった時点での現状、また今後の見通しについてご説明いただきたいと思います。 

○伊﨑福祉部長  ご指摘の第５期障害福祉計画および第１期障害児福祉計画につきましては、今年

が３年計画の２年目ということで、現在、計画に従って進めているところでございます。当初、調査

等々につきましては障害児に対するアンケート調査を行い、そのほかにつきましては団体の皆様へのヒ
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アリングで、その当時のニーズを把握したというところでございます。 

 進捗状況につきましては、幾つか主要テーマを設定しておりますが、その中の、まず一つであります、

相談支援の充実につきましては、これまでの相談支援体制を見直しまして、充実を図るために、本年度、

相談支援事業所を、昨年度末の５カ所から１１カ所へ、６カ所の増設をいたしました。保健と医療との

連携というテーマにつきましては、現在、関係機関の協議の場の設置に向けて準備を進めているところ

でございます。地域生活支援拠点の整備というテーマにつきましては、今年度、ご指摘の１０月に、障

害児者総合支援施設を開設し、今後、地域生活支援拠点に求められる機能について整備・充実を図って

いこうというところでございます。 

 また、社会資源の開拓につきましては、荏原地区において、心身障害者福祉会館で、重度心身障害者

や医療的ケアが必要な方の受け入れができるような整備を、今、進めているところでございます。障害

児の支援につきましては、新しい総合支援施設の中で、品川児童学園での支援の充実に努めているとこ

ろでございます。 

○鈴木（真）委員  障害福祉介護保険サービスの兼ね合いなど、いろいろな問題も出てくると思いま

す。その中で、今、話がございましたが、障害児者総合支援施設が１０月１日にオープンしました。指

定管理の問題等、何点か問題が発生しましたが、ぜひ、このすばらしい施設を活用して、障害者の地域

生活を支える拠点としていただくよう、よろしくお願いしたいと思います。 

 その中で、障害者団体の方から、また利用する方から、私どもにもいろいろお話が、当然区にも入っ

ていると思いますが、希望、要望が出ております。例えば施設の課題として、医療的ケアを必要とする

方、重度心身障害の方への対応、また受け入れ定数が少ないなど、プロポーザル当初の基本サービスの

実施が不十分ではないかという声も届いております。この辺につきましては、どのように区として考え、

指定管理の方と調整していくのか、お答えをお願いいたします。 

○伊﨑福祉部長  ただいまご指摘がありましたように、障害者団体の方やご利用者の方からさまざま

な声をいただいているところでございます。障害児者総合支援施設は、１０月に開所したばかりでござ

いまして、開所当時は、やはり利用者の安全な受け入れを図るために、受け入れの調整をしているとこ

ろでございますが、段階的に受け入れ人数と事業の範囲、対象の範囲を拡大していきたいと考えており

ます。指定管理者も同様に考えているということですので、受け入れに向けては、お互いに努力してい

るというところでございます。 

 また、現在、指定管理者では、施設のサービスの利用を考えている方との面談を行い、ニーズの把握

を行っていると聞いております。 

○鈴木（真）委員  障害者の方が自分らしく生きられる地域社会の実現を図れるように、これからも

政策の展開をよろしくお願いしたいと思います。 

 最後に教育についてお伺いさせていただきます。未来の社会において、ＡＩやビッグデータなどの先

端技術が高度化して、さまざまな産業や社会生活に取り入れられ、社会のあり方そのものが劇的に変化

するとの予測がされています。また、現在においても、児童生徒を取り巻く環境は複雑化し、課題は多

様化しています。これからの時代を生き抜くために必要な資質・能力を児童生徒が身につけるには、未

来を生きる児童生徒の将来を見据えた教育を展開することが重要だと考えます。これまでも品川区教育

委員会は先駆的な取り組みをなさっていらっしゃいますが、これからの取り組みの状況を改めてお聞き

するとともに、これからの品川区の教育に関する基本的な考えをお聞きしたいです。 

○中島教育長  これからの品川教育に関する考え方ということで、ご答弁させていただきます。 
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 何より、品川区の子どもたちが、大きく変化するこれからの社会を生き抜いていく。そのために、新

たな価値を創造する能力を養い、そしてグローバルな社会の中でコミュニケーションをしていく力を育

んでいくことが大切だろうと考えております。そのために、品川区教育委員会といたしましても、例え

ばＳＤＧｓやＳｏｃｉｅｔｙ５.０、それから国が示している学校ｖｅｒ.３.０といった、さまざまな

状況を捉えまして、改訂した品川区立学校教育要領をもとにして、一日一日の授業を、子どもたちが深

い学びで積極的にかかわれるようなものにしていきたいと考えております。その中で、従来から言われ

ておりますような、知識や技能、そして思考力、判断力、表現力、豊かな心といった力を身につけさせ

ると同時に、学びに向かう態度、それから読解力が話題になっているものでございます。数学的な思考

力、そしてＩＴ等の活用といった能力を育んでいくことが大切だろうと考えます。 

 また、これらを進める中で、現在、全校で取り組んでいるコミュニティ・スクール体制というのが重

要になってくるだろうと思います。学校、家庭、地域、保護者が、総がかりで、子どもたちの安心安全

も含めまして、それを実現していく。地域総がかりで子どもたちを育てていく。そういう今後の方向性

を考えております。 

○鈴木（真）委員  今お話があった、グローバルというお話がありましたけれど、私もちょっとグ

ローバル人材に求められる能力というのを調べた中で、語学力、コミュニケーション能力、柔軟な思考、

異文化美術への対応、積極性との解説もありました。今の学校を見ていると、それが非常に感じられる

と思いますが、ぜひこれからもよろしくお願いしたいと思います。 

 それから、コミュニティ・スクールのお話もありました。平成２８年２月に品川教育フォーラムが開

かれまして、その節、コミュニティ・スクールのお話をいろいろいただいたのですが、私はそのときあ

まり理解できなかった部分も、今、地域との協力というのが非常に見えてきていると思っております。

これからまだコミュニティ・スクールの連携という問題もあると思うのですが、その辺、学校間の連携

についてお話をいただければと思います。 

○中島教育長  先ほどもちょっと触れましたが、コミュニティ・スクール、現在、小学校・中学校・

義務教育学校、全校で、地域とともにある学校づくりを進めるツールとして取り組んでいるところであ

ります。校区教育協働委員会という、ブレーンとなる委員会では、実は来年度から実施いたします市民

科一貫プランというのがございまして、この新しい教育課程の編成に向けて、学校とも協議をしながら、

各中学校区の学校で共通する、子どもたちの実現可能な育成目標を考えているところでございます。そ

れぞれのコミュニティ・スクールの中には、今年は昨年度のような大きなフェスタは実施いたしません

けれども、例えばＣＳ同士で連携を図りながら委員会を開くですとか、これまでＰＴＡ等中心の行事

だったものをＣＳベースに切りかえるですとか、いろいろ工夫をしながら、内容を発展させてきている

状況があります。教育委員会といたしましても、学校地域コーディネーターの連絡会、年６回開いてご

ざいますが、こういった中で情報を共有すると同時に、ワークショップなどもして、コーディネーター

一人一人の力量を高めながら、このコミュニティ・スクールの活性化を図って、知力をつけていければ

と思います。コミュニティ・スクールというのは、こうあればいいというのが決まったものではござい

ませんので、さまざまな連携をしたり、また工夫・改善したりして、これから発展していくものだろう

と思います。教職員は１０年たてば、おそらくその学校には誰もいなくなってしまう状況があろうかと

思いますが、地域の皆様とともにつくった特色ある教育活動は変わらず持続していける。そのための

ツールだと思います。この持続可能な学校づくりを進めるためにも、コミュニティ・スクールに向けて、

今後とも教育委員会といたしましては、全力で支援してまいりたいと考えます。 
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○鈴木（真）委員  品川区の児童生徒に、未来を生き抜く力をつけてもらえる。これからも教育委員

会は地域とともに働いてください。よろしくお願いします。 

○大倉委員長  以上で、鈴木真澄委員の質疑を終わります。 

 会議の運営上、暫時休憩いたします。 

○午後０時０５分休憩 

 

○午後１時０５分再開 

○大倉委員長  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 総括質疑を続けます。つる伸一郎副委員長。 

○つる副委員長  区議会公明党を代表して、こんの委員とともに総括質疑を行います。 

 質疑に入る前に、このたびの台風１９号の上陸によって、河川の氾濫や土砂災害など広範囲にわたっ

て被害があり、品川区内でも多くの被害を受けました。台風被害で亡くなられた方々のご冥福をお祈り

するとともに、被災された全ての方々に心からお見舞い申し上げます。 

 初めに、ＳＤＧｓに関連して質問します。国連が２０３０年までに達成を目指す持続可能な開発目標、

ＳＤＧｓは、貧困と飢餓の撲滅や地球温暖化対策の実施など１７の項目を掲げ、その実現に向け、国連

加盟各国による取り組みが実施されて、既に３年が経過しています。ＳＤＧｓは国としての取り組みだ

けでなく、自治体や多様な主体がその達成に向けて取り組んでおり、先月の２３日から２７日にかけて

開かれた国連総会では、ＳＤＧｓサミットとして、政府首脳や市民社会の代表などが集い、取り組みの

進捗状況などが確認されました。同サミットで国連のグテーレス事務総長は、今のままでは２０３０年

に５億人もの人たちが、１日約２００円未満で暮らす極度の貧困状態に置かれると指摘し、取り組みの

おくれに対する危機感を示し、各国首脳はその危機感を共有し、行動を加速する首脳宣言を採択しまし

た。品川区も自治体ＳＤＧｓとしてこの危機感を共有する重要な主催者であり、ＳＤＧｓが掲げる目標

に対する取り組みに果敢に挑戦していかなければなりません。品川区はこれまで区議会公明党の提案を

受け、長期基本計画素案（案）、品川区立学校教育要領にＳＤＧｓの理念を反映させています。今後、

品川区としてのＳＤＧｓの達成や、魅力的で持続可能な品川区を築くために、長期基本計画で示される

各施策がＳＤＧｓの１７のゴールにどう連動しているかを明確に表示し、実効性を伴う具体的な施策展

開にあわせ、区職員への研修も必要です。 

 本年の第１回定例会の一般質問で既に提案していますが、一般社団法人イマココラボが作成したカー

ドゲーム「２０３０ ＳＤＧｓ」は、楽しみながらＳＤＧｓの本質を理解できるとして、自治体や官公

庁、教職員の研修や小学校の授業の中で活用され、好評を得ており、品川区でも本年９月に教育委員会

として教職員研修で実践されたと伺っています。そこで、長期基本計画におけるＳＤＧｓの視点につい

てお知らせください。また、長期基本計画において区の施策とＳＤＧｓの連動を明示するために、１７

のゴールのロゴ表示の反映方法など、検討状況をお知らせください。さらに、カードゲーム「２０３０

 ＳＤＧｓ」を活用した研修を改めて提案しますが、教職員研修での評価を伺うとともに、区長部局で

の取り組み、検討状況をお知らせください。 

○堀越企画部長  それでは、ＳＤＧｓ、長期基本計画との関係についてでございますが、ＳＤＧｓに

掲げる１７の目標には、環境、教育、福祉、健康、まちづくりなど、区の施策に直接かかわる分野もご

ざいます。長期基本計画素案（案）におきましては、「持続可能」という表現を本文中に用いておりま

して、持続可能な品川区を築くために、将来の動向を踏まえた未来志向の視点が必要といった趣旨の記
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載もする中で、ＳＤＧｓにあるような考え方を示しているというものでございます。ＳＤＧｓの考え方

は、今後、長期基本計画をもとに区政が目指す方向性と重なるものと認識しているところでございます。 

 それから、長期基本計画の中でのロゴ表示等、反映方法などについてでございますが、そういった考

え方を受けまして、現在策定中の長期基本計画におきましても、区の政策の体系とＳＤＧｓの関連につ

きまして、対応表や、政策の柱ごとにロゴの表示をするなど、何らかの形でわかりやすく示していきた

いということで検討しているというところでございます。 

○本城教育次長  私からは、教員対象のＳＤＧｓの研修会についてお答えいたします。 

 教育委員会では、ＳＤＧｓの理解や学校教育に活かすことを目的とする教員の研修を９月１３日に実

施したところです。管理職１０名を含む４４名が参加したところでございます。当日は、ファシリテー

ター資格を持ちます講師による講義と、カードゲーム体験があり、参加者のうち約９５％が「ＳＤＧｓ

について理解が深まった」とアンケートに回答したところです。また、「ＳＤＧｓの知識について自信

がなかったが、わかりやすく学ぶことができた」、あるいは「課題解決に向けて、世界全体を見る広い

視点と協力する態度が必要であることがわかった」等の感想も寄せられているところでございます。 

○榎本総務部長  カードゲーム「２０３０ ＳＤＧｓ」の区職員の研修への活用についてですけれど

も、これまではまだ区の研修では実施しておりませんでした。ただ、今の教職員研修での実績も踏まえ

まして、区職員向けにも研修を実施する方向で検討していきたいと思っております。研修の対象者は、

職層や職種、職務経験年数などを考慮して、研修受講メンバーを選定していきたいと考えています。 

○つる副委員長  ぜひ、区長部局での積極的な研修活用をよろしくお願いしたいと思います。 

 ＳＤＧｓを達成するためには、区内に山積する課題の解決に、品川区だけでなく、区民一人一人が具

体的に取り組むことが必要です。ＳＤＧｓを推進している一般社団法人エシカル協会の末吉里花代表理

事は、「ＳＤＧｓという指標ができたことで、今までは何となくやっていたよいことが評価されやすく

なった」と評しています。ＳＤＧｓを推進するには、区民への周知啓発が必要です。 

 地球憲章インタナショナルなどが２０１６年に共同開発したＳＤＧｓ啓発アプリ「マプティング」が

世界各地で反響を呼んでいます。「マプティング」とは、マップとアクティングを合わせた造語で、

ＳＤＧｓの推進につながる行動やイベントなどの写真、動画を投稿すると、撮影した内容と位置を地

図上で共有できるアプリです。品川区内では、目標７・１１・１２について、５カ所の投稿がありまし

た。こうしたアプリを積極的に区民に周知して、ボトムアップな形でＳＤＧｓへの関心を高めていくア

プローチも大切です。 

 また、特に若い世代へのアプローチとして、ファッションを通じた啓発は効果的です。政府は学校教

育などで消費者意識の向上を図り、エシカル消費の普及・啓発に取り組む方針を示しています。品川区

もエコフェスティバル２０１９で区内企業によるエシカル消費啓発やフェアトレード商品の紹介、ペ

ルーのフェアトレード雑貨の販売などを行いました。 

 これまで私は、ＳＤＧｓのゴール１２である「つくる責任とつかう責任」の達成に向け、エシカル

ファッションブランドを展開する「ザ・イノウエブラザーズ」の井上兄弟や、ＣＬＯＵＤＹの代表理

事などと、ファッションを通じたエシカル消費の推進やＳＤＧｓの達成に向け、懇談をさせていただ

き、講演依頼などの提案もさせていただきました。そこで、区民にとって最も身近な消費行動を通じ

てＳＤＧｓを推進するために、どのように区民への周知啓発に取り組んでいくのか、区のお考えをお

知らせください。また、区内外からエシカルブランドなどを展開する方を募り、講演やパネルディス

カッション、エシカルファッションショーなどの実施を改めて提案しますが、検討状況をお知らせくだ
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さい。さらに、エシカルやフェアトレードの視点で、これまで提案してきたバナナペーパーの表彰状や

名刺への活用、戸越公園に整備する（仮称）しながわ環境未来館への、フェアトレードの豆などを使っ

たカフェの誘致について、区のご見解をお知らせください。 

○久保田地域振興部長  私からは、区民への周知啓発とイベント関連についてお答えいたします。ま

ず初めに、区民への周知啓発についてですが、消費者センターでは、消費者庁が掲げます「ともに築こ

う 豊かな消費生活～誰一人取り残さない～」というスローガンのもとに、活動に取り組んでいるとこ

ろでございます。具体的に申しますと、人や社会、環境に配慮した物やサービスを選んで消費するとい

うエシカル消費について、日々の消費生活相談をはじめ、情報誌での周知、また消費生活教室などを通

じ、広く普及啓発に努めているところであります。本年９月からは、消費者センターが中小企業セン

ターの４階に移転しておりますので、中小企業センター１階を活用したパネル展示などを含め、さらに

効果的なＰＲ方法などについて対応していきたいと考えているところであります。 

 次に、イベントの実施についてです。今年５月にエコフェスティバルでは、フェアトレード商品の紹

介等を通じまして、エシカル商品の大切さを啓発するブースを初めて出店し、区民の皆様に関心を集め

ていただいたところでございます。エコフェスティバルと同時開催しております中小企業センターまつ

りにおきましても、来年度は消費者センターが新たに参画いたしますので、まずはこうした中で、関連

ブースの出店やイベント実施などについて検討してまいります。 

○中村都市環境部長  バナナペーパーの活用についてですけれども、バナナの茎を原料としたバナナ

ペーパーにつきまして、現在活用に向けて検討を進めているところでございます。墨が紙に乗らないな

どといった課題もあるというところでございますけれども、現在、業者とともに工夫して活用につなげ

ていきたいと考えております。 

 具体的な活用の方向としましてですが、職員表彰の表彰状への活用といったものも考えられますし、

また環境に貢献した団体・個人への表彰、あるいは職員の名刺といったものでも、あわせて検討してま

いりたいと考えております。 

 それと、フェアトレードカフェについてですが、現在、環境学習交流施設におきましては、施設の具

体化に向けた検討を行っているところでございます。暑い日や寒い日もございますし、訪れた方が、

ちょっとした飲み物を飲みながら休憩していただくといった、飲み物の提供も大切であると考えており

ます。今、ご提案のフェアトレード商品の活用につきまして、提供の内容や方法について、これから検

討していきたいと考えております。 

○つる副委員長  ぜひそれぞれ、幅広く区民の方に啓発が行き渡るように、積極的なご検討を引き続

きよろしくお願いしたいと思います。 

 エシカル協会の末吉代表理事は、ＳＤＧｓを達成できるかどうかは教育にかかっていると指摘してい

ます。既に品川区内の学校によっては、ＳＤＧｓに関して授業を実践されている教員もいらっしゃると

伺っています。また、長期基本計画素案（案）には、読書活動の充実や課題解決を支援する図書館サー

ビスの推進が掲げられ、教育における読書の重要性が改めて示されました。 

 さて、９６年前の今日、１０月１６日は、ウォルト・ディズニー・カンパニーが設立された日ですが、

ディズニー映画の「美女と野獣」の中で、主役のベルが読書について、「本で世界を旅できるのよ」と

語っているとおり、本を開けば瞬時に、その世界や出来事、時代を経験することができます。国連の

ＳＤＧ Ｂｏｏｋ Ｃｌｕｂは、今年の国際子どもの本の日の４月２日、６歳から１２歳までの子ど

もたちに、ＳＤＧｓについて学んでもらい、行動を促すことを目的に、ブックリストを発表しました。
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ＳＤＧｓのゴール１から１７について、２０２０年９月まで、１カ月ごとに１つのゴールに関するブッ

クリストを発表し、既にゴール５までのリストが発表されています。基本的に国連の公用語６原語であ

る、英語、フランス語、スペイン語、ロシア語、中国語、アラビア語の書籍が挙げられていますが、

『おばあちゃんとバスにのって』など日本語訳の出版や、目標３の「全ての人に健康と福祉を」の書籍

として、『どーしたどーした』など、日本人の著作も挙げられています。そこで、ＳＤＧｓに関する授

業の実践事例をお知らせください。また、区内の図書館や学校図書館において、ＳＤＧ Ｂｏｏｋ 

Ｃｌｕｂが発表する書籍を紹介して、子どもたちがＳＤＧｓを学べるコーナーの設置や、図書館の

ホームページ、図書館広報紙「Ｌｉ Ｌｉ Ｌｉ」でも掲載してはいかがでしょうか。 

○本城教育次長  それでは私からは、まずＳＤＧｓに関する授業についてお答えいたします。 

 これまでも区立学校におきましては、国際社会や環境などについて学習を進める際に、貧困や健康

など、ＳＤＧｓが目指す持続可能な開発目標に位置づけることが可能と考えられる内容についても取

り組んできたところでございます。さらには、例えば６年生の理科「人と環境とのかかわり」の中で、

ＳＤＧｓに率先して取り組んでいる区内企業の方から、１７ある目標の一つであります健康について

学ぶ実践をした学校もあるところでございます。各学校におきましては、そのような今までの取り組み

をしっかりと受け継ぎながらも、ＳＤＧｓとして新たな視点から体系的に示されたことの意義や内容を、

授業等でわかりやすく伝えていくことは大切であると考えているところでございます。新たな教育要領

が全面実施されるのは次年度以降となりますが、今後とも市民科を含む各教科のさまざまな学習を通し

まして、子どもたちが持続可能な開発目標について学べるように図ってまいりたいと考えているところ

でございます。 

 それから次に、ＳＤＧｓ関連の書籍についてでございます。現在、検討中であります品川区子ども

読書活動推進計画の策定を受けまして、次年度以降、ティーンズサービスの充実とともに、ＳＤＧ 

Ｂｏｏｋ Ｃｌｕｂが発表するブックリストの提供や、リスト掲載図書の貸し出しも予定していると

ころでございます。今後、委員ご提案の専門コーナーの設置や、図書館ホームページ等の媒体の活用に

つきましてもあわせて検討し、ＳＤＧｓの理解を一層進めることができるよう取り組んでいきたいと考

えているところでございます。 

○つる副委員長  学校教育や生涯学習においても、その英知を磨くのは何のためなのかを明確に示し

た理解のもとでの教育は、品川区民をはじめ全世界の人々が共通の目標を掲げて取り組むＳＤＧｓ達成

に大きな力を与え、私たちの暮らしを持続可能にするものとなります。今後とも品川区もＳＤＧｓ達成

の重要な主催者として、積極的な事業展開を求めます。 

 次に、オリンピック・パラリンピックの推進に関連してお尋ねいたします。東京都が推進してきたオ

リンピック・パラリンピック教育の集大成として、都内全ての子どもたちに学校連携観戦プログラムと

して、オリンピック・パラリンピック競技を直接観戦できる機会が提供されます。一方で、当初の予定

では、保育園、認定子ども園児はその対象外であったことから、私は繰り返し、区としての独自の支援

策や東京都へ対象に含めるよう、暑さ対策も含め、求めてまいりました。過日の都議会第３回定例会の

公明党からの質問を受け、東京都として保育園児等の観戦の実現に向けて取り組んでいく旨の答弁があ

りました。幼稚園児同様、保育園児等も、対象は５歳以上となっていますが、会場までの安全の確保や、

暑さ対策を含めた万全の引率体制も必要です。品川区では、独自のボランティア、しな助として、区内

の各オリンピック等の関連事業にご協力いただいております。例えば、保育園児等は保護者の方の引率

が困難と見込めることから、しな助に引率をご協力いただければ、園の体制支援にもつながります。そ
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こで、具体的に観戦を希望している園や競技等について、また同行する職員等の支援策についてお知ら

せください。さらに、暑さ対策として冷却材などを配布してはいかがでしょうか。 

○福島子ども未来部長  観戦を希望している保育園でございますが、公立・私立を合わせて５９

園、１,１８７人の５歳児と、引率者は２６９名でございます。引率は園児５人に対し１名以上をつけ

ているところでございます。競技種目としましては、ボッチャ、パワーリフティング、水泳、車椅子バ

スケットなど、暑さを考慮し、屋内競技を選んでおります。ただ、これはあくまでも現段階での希望を

募ったものでございますので、実際に何園行けるようになるかは、まだわかっておりません。また、観

戦はパラリンピックですので、８月下旬から９月にかけて行われます。どこまでの暑さ対策が必要なの

かもまだわかっておりません。いずれにいたしましても、実際に観戦に行く際には万全の暑さ対策を行

うよう、各園に申し入れてありますし、また、区としましてどのような支援ができるか検討してまいり

ます。 

 ボランティアのしな助との連携でございますけれども、その辺につきましては、関係する部と今後協

議してまいりたいと思います。 

○つる副委員長  今年度、私が提案し、橋渡しをさせていただいた、コロンビア共和国のボッチャと

パワーリフティングの事前キャンプが実施され、区民との交流機会も提供され、好評であったと伺って

います。コロンビア選手団も区民との交流を大変に喜ばれていたとのことで、来年の事前キャンプ時に

はさらなる交流の充実を期待しているようであります。また、世界ランキング１位の選手を擁している

ことから、メダルの期待も大きく持たれています。そこで、来年の事前キャンプの会場については、よ

り多くの子どもたちや区民が見学、交流しやすいように、広いスペースの確保を求めますが、いかがで

しょうか。また、コロンビア選手団との大会前の交流試合、大会後の交流として、子どもたちや区民と

のイベントを実施してはいかがでしょうか。 

○安藤文化スポーツ振興部長  事前キャンプのことですけれども、事前キャンプは、選手がその国の

時差や気候への順応を図り、大会前に最適な環境で事前のトレーニングを行うことにより、本番で最高

のパフォーマンスを発揮する目的で行うものと認識してございます。このことから、来年度の本番前の

見学は厳しい制約もあろうと考えられますが、キャンプ会場や公開練習などの見学については、コロン

ビア競技団体をはじめ関係機関とできる限り協議していきたいと考えてございます。また、試合前後の

選手との区民の交流は、障害者スポーツへの理解を深め、スポーツの効果や価値の再認識につながるこ

とから、交流できるイベントなどの実現に向けて検討していきたいと考えてございます。 

○つる副委員長  事前キャンプについては選手団からのご希望もございますので、ぜひ含め、積極的

な検討をお願いしたいと思います。 

 品川区はこれまで、ホッケー、ビーチバレー、ブラインドサッカーを応援競技として、支援や区民へ

の周知啓発に努めてきました。また、ボッチャについても、２０１４年度以降、ふくしまつりや、ユニ

バーサルスポーツフェスタなどで、障害スポーツ、障害者スポーツとして推進してきました。さらに

ボッチャは、スポーツ推進委員研修会や地域・町会などでも、区から道具を貸し出して、区民に幅広く

親しまれてきました。そこで、ボッチャを区民スポーツとして位置づけ、各地域での取り組みをより一

層推進し、区民大会を開催してはいかがでしょうか。また、区内にある音楽や照明などのデジタル技術

を取り入れたサイバーボッチャとの連携や、日本ボッチャ協会とも連携し、区内でボッチャの国内・国

際大会などを誘致してはいかがでしょうか。 

○安藤文化スポーツ振興部長  既に委員ご承知のとおり、ボッチャはボールを投げたり転がしたりし
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て点数を競い、パラリンピック競技でありながら、高齢者から子どもまで誰でも気軽に楽しむことがで

きるシンプルなスポーツでございます。そして、戦略・戦術にすぐれ、奥の深いスポーツでございます。

本区スポーツ推進委員会では、いち早く取り入れ、区と協力して普及に努めているところでございます。

ユニバーサルスポーツフェスタなどのイベントにおいて実施するほか、スポーツ推進委員会では用具の

貸し出しもして、普及活動に取り組んでいるところでございます。 

 ご提案のボッチャの区民スポーツへの位置づけと、区民大会の開催でございますが、まずは広く区民

の皆様にボッチャを体験していただき、愛好していただけるように普及活動を展開し、ボッチャ人口の

拡大とともに、区民の皆様のご要望も伺いながら取り組んでまいりたいと考えてございます。 

 また、サイバーボッチャはエンターテインメント性が高く、ボッチャに興味と関心を持っていただく

のには有効であると考えてございます。今後、集客が見込めるイベントの開催時の設置など、費用対効

果も勘案しながら検討してまいります。 

 最後にボッチャの国際大会の誘致についてでございますが、国際大会などの誘致については、開催す

る上での条件や環境整備などの多くの課題もあろうと思います。今後の研究課題とさせていただきたい

と思います。 

○つる副委員長  次に、住まいの確保についてお尋ねいたします。今年度、区議会公明党とし

て２０１０年以来、一貫してその必要性を求めてきた居住支援協議会が設置されます。これまでに、高

齢者福祉課、子ども未来部など各課で支援している住宅確保要配慮者への個別ニーズの掌握などを行っ

てきたと認識しています。そこで、まず品川区内の民間・公共住宅の入居状況についてお知らせくださ

い。あわせて、住宅セーフティネット法上、公共住宅の位置づけについてもお知らせください。また、

区民住宅の月平均利用料は１５万円との認識ですが、１戸当たりの維持管理費について、その算出根拠

も含めてお知らせください。 

○中村都市環境部長  まず、民間住宅の入居状況でございます。こちらは平成３０年度の住宅・土地

統計調査がございまして、この中の数値としては、住宅の総数として２４万３,０８０戸ということで

ございます。また、同じ統計の中の数値としまして、世帯数が２１万８,８２０世帯。これは、１世帯

が１戸に埋まっているとしますと、空き室といたしましては、住宅の総数から世帯数を引いたものとい

うところで、割合としては、比率でございますが、１.１１ということでございます。これは９割とい

うところでございます。 

 それから、公営住宅の入居状況でございますが、それと、あと位置づけについてです。区営住宅のほ

うは、本年度、令和元年度８月末現在の数値でございますが、４３９戸中４３０戸が入居しております。

区営住宅でございますが、入居率９７.９％でございます。それから、フラット型の家賃設定となって

おりますファミーユでございますが、ファミーユ下神明、ファミーユ西五反田西館・東館の３棟につき

ましては、６３０戸中５８４戸が入室して、すなわち空き室は４６戸でございます。入居率

は９２.７％。それから、傾斜型の家賃設定となっております、ファミーユ西品川、ファミーユ小山、

ファミーユ旗の台、ファミーユ大井、ファミーユ南大井の５棟におきましては、１２８戸中、入居

が７６戸、すなわち空き室は５２戸でございます。入居率は５９.４％。区民住宅を合計いたします

と、７５８戸中、６６６戸入居、空き室９８戸と、平均では入居率８７.１％ということでございます。 

 住宅につきましては、住宅セーフティネット法におきまして、区民住宅の位置づけがございますけれ

ども、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律ということで、通称住宅セーフ

ティネット法でございますが、この第７条におきまして、特定優良賃貸住宅に一定期間、入居者を確保
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できないときには、住宅確保要配慮者に賃貸することができるとも示されているところでございます。 

 維持管理でございますが、こちらは費用といたしまして、まず賃貸の使用料でございますが、これが

年間約１０億５,１８０万円です。そして、共益費でございますが、８,９３３万８,０００円というこ

とで、これを合計いたしますと、両方で年額約１１億４,１２０万円でございます。そして、戸数とい

たしまして６５８戸で割りますと、約１５万円弱というところになります。それから、区民住宅の管理

費のほうでございますが、こちらは管理費としましては、建設型区民住宅管理費、３億６,５００万円。

これは管理戸数７５８で割りますと、平均、月に約４万円ということになります。 

○つる副委員長  現状、平均１００戸前後の空き室が続きますと、区としては年間、維持管理

に４,８００万円かかる計算になり、入居があれば１億８,０００万円の歳入増となります。こうした現

状を受け、区民住宅の空き室を住宅施策の新たな展開として確保し、居住支援協議会の支援対象となる

高齢者や子育て世代、障害者の方への提供も期待されます。また、区内で生まれ育った地域の担い手と

して期待される若い世代の区民が、結婚を機に、条件に合う物件がないことから、他区へ転出を余儀な

くされているご相談を伺う中で、担い手としての期待も含め、新婚世代など若い世代の定住策として利

用促進を促すことも考えられます。そこで、区としての区民住宅の利用促進策をどう展開するのかお知

らせください、また、地域貢献などを条件に、新婚世帯など若い世代に区民住宅の提供を検討してはい

かがでしょうか。 

○中村都市環境部長  まず、区民住宅の活用の方法についてですけれども、まず第一に行うべきなの

は、区民住宅の入居率アップに向けまして、１つは基本的なＰＲの方法の見直しということで、例えば、

こちらは今、宅建管理センターのホームページで掲載しておりますけれども、区のホームページから行

けるような工夫ですとか、まだ工夫の余地がございますので、こういった地道な取り組みをしていくと

いうところ。それから、現在入居している方、また、これから入居されている方に対する相談体制の充

実も考えられます。こちらは、住宅の目的を理解していただいて、しっかりと入居していただいて、そ

して生涯の生活のプランの中の一部として計画に入れていただくというような取り組みも必要かと思い

ます。 

 また、もう一つ、これは予備的な措置にもなりますが、入居要件や住みかえ要件の緩和ということを、

今、考えられるかと思っております。これにつきましては、例えば同じ都内で、既にもう、家族の方が

みんな独立されておひとり暮らしになった方が、広いので、これから狭いところに引っ越してもいいか

などと思っている方もいらっしゃって、こういう方に１つの棟の中で引っ越しをしていただいたり、あ

るいは別の棟に引っ越していただくということもできるようにしたいと思っております。今まで、１つ

の建物の棟の中での住みかえは可能でしたけれども、これが棟を渡っての別棟での住みかえというのも

考えられます。こういったもので整理いたしまして、これから生まれてくるニーズ、要望されている

ニーズに対して、さまざまに対応できるような用意をしていくことも、また必要かと考えております。 

 また、新婚世帯、若い世帯への区民住宅の提供というところでございますけれども、こちらも今現在、

建設から１５年、２０年といったふうに、区民住宅が建設から経過しておりまして、今後、区の持つ住

宅施設として、さまざまな活用もまた考えられるというところもございます。今現在、住宅確保要配慮

者の検討というところで、これから居住支援協議会の発足を、今、目指しているところでございますけ

れども、住宅確保要配慮者の方々も含めて、新婚世代の方など若い世代へ代々つなげていくための取り

組みといったものにつきましても検討していきたいと考えております。 

○つる副委員長  それぞれ引き続き積極的なご検討を期待いたしまして、私の質問を終わります。 
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○大倉委員長  以上で、つる伸一郎副委員長の質疑を終わります。 

 次に、こんの孝子委員。 

○こんの委員  区議会公明党を代表して、つる副委員長に引き続き、総括質疑を行います。 

 初めに、防災対策についてお尋ねします。先月、今月と、わずか１カ月の間に２つもの過去最大規模

の台風１５号・１９号により、大規模で長期化した停電や断水、河川の氾濫や土砂災害など、いまだ全

容が把握し切れないほど甚大な被害が発生しました。災害の犠牲になられた方々のご冥福を心からお祈

り申し上げるとともに、被害に遭われた全ての方々に心よりお見舞いを申し上げます。 

 品川区では２つの台風により、倒木や屋根・看板・外壁などの被害はあったものの、人的被害の発生

はないと聞いています。また、台風１９号の際に、かつてないほど多くの区民の方々が避難所に避難さ

れたと伺いました。そこで改めて、今回の２つの台風について、品川区の被害状況と対応、また今回の

状況を踏まえた今後の課題についてご所見をお願いします。 

○曽田災害対策担当部長  台風１５号・１９号における区内の被害状況と対応についてですが、台

風１５号では主な被害として、倒木が約１２０件、屋根・看板・外壁の損傷が約２３０件、主に暴風に

よる被害が多数発生しました。区としては、台風接近前に約４０名で応急対策本部を設置、速やかに自

主避難施設４カ所を開設しました。被害確認後は状況把握や応急対策を実施し、罹災証明２９件を発行

したところです。また、今回の台風１９号では、強風による被害が３５件、浸水被害はありませんでし

たが、区としては災害対策本部を設置、自主避難施設を１１カ所開設しました。台風接近に伴い、区内

に土砂災害に関する大雨警報や高潮警報が発表されまして、河川の水位も上昇したことから、避難勧告

や避難準備を発令するとともに、新たに避難場所７カ所を開設し、自主避難施設と合わせて１８カ所

で６００名近い数の区民を受け入れました。 

 次に、今回の状況を踏まえた今後の課題ですけれども、台風１５号については、主な被災地である千

葉県の状況から、大規模停電下の電源確保、情報収集・伝達、医療活動、食糧等の確保などのほか、災

害対策組織のあり方や計画運休への対応、風害予防、災害ごみの処理、復電時の通電火災など、さまざ

まな教訓を認識しております。また、今回の台風１９号におきましては、区としての災害対策上の教訓

とすべき事項は現在分析中ではありますが、高齢者・障害者の避難に関すること、あるいは避難場所の

開設に関することなどが教訓になるものと考えております。 

○こんの委員  ただいまご答弁いただきましたさまざまな教訓の中で課題の一つと言えるのが、非常

用電源の確保についてでございます。これまでも、各区民避難所に設置された非常用発電機で３日分の

電源が確保されており、地域センターでは電気自動車を購入して、停電時の電源確保に使用することに

なっています。加えて、昨年の北海道胆振東部地震で、大規模停電、いわゆるブラックアウトを教訓に、

区民避難所や地域センターなどに、スマートフォンなどの充電が可能なポータブル蓄電池などを今年度

新たに配備したことは評価いたします。そこで、こうした非常用電源について、停電時の使用目的や使

用可能な範囲について、それぞれ電源ごとにお知らせください。また、台風１５号では、残暑の中、停

電の長期化により多くの方が熱中症となり、熱中症の疑いで亡くなる高齢者の方もいらっしゃいました。

こうしたことを防ぐためのエアコン、冷暖房機の使用について、現在の非常用電源が活用できるのかど

うか、あわせてお聞かせください。 

○曽田災害対策担当部長  電源ごとの使用目的や使用可能な範囲についてですが、まず区民避難所の

非常用発電機は、避難所の照明の確保を主な目的といたしまして、被災者が使用する教室や体育館の照

明に使用するとともに、一部のコンセントでパソコンを使用できるようにしております。電気自動車に
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つきましては、地域センターの防災拠点としての機能維持を目的といたしまして、スマートフォンの充

電とパソコンの電源に使用することとしております。ポータブル蓄電池につきましては、スマートフォ

ンの充電を目的としておりまして、スマートフォン約３００台の充電が可能で、専用のソーラーパネル

を使用すると、それによる充電も可能となっております。 

 次に、現状の非常用電源によるエアコンの使用の可否についてですが、区民避難所となる学校の空調

機は、普通教室用、これは４教室分ですけれども、これが３.４キロワット、体育館用が２.６キロワッ

トと、それぞれあります。数値上、非常用発電機は３.９キロワット、ポータブル発電機は３キロワッ

トで足りるということになっているのですけれども、単相交流とか三相交流という、耳なれない交流の

種類の違いによりまして、一部の体育館を除き使用することができないということになっております。

また、この一部の体育館でも非常用電源を使う場合には、大規模な工事が必要となるといった状況と

なっております。 

○こんの委員  今ご説明いただきました、一部の体育館では使用できないという。残念ながら、現在

はエアコンの使用ができないということがわかりました。そうなると、もし今ここで災害が発生した場

合、避難して助かった命は、避難所での暑さ・寒さにより体調を崩し、最悪の場合は死に至る関連死が

懸念されます。そこで、区民避難所や福祉避難所等で、高齢者や障害者など避難行動要配慮者が安心で

きる避難所機能の確保をするために、今後の非常用電源の確保については、エアコンが使用可能となる

よう、非常用発電機の新設や増設、また既存の電源の拡充などを要望いたします。また、電源確保とし

て会派から提案している自動車販売会社等との協定により、電気自動車の活用や、今年度協定を結んだ、

太陽光発電機を提供する企業が提案している、太陽光でエアコン使用可能や移動型のソーラーハウスの

活用、そのほか、エアコンを稼働する方法の一つとしてガスを活用するなど、あらゆる方策によって、

停電時でもエアコンを稼働できる暑さ・寒さ対応を強く要望します。ご見解をお願いします。 

○曽田災害対策担当部長  非常用電源の確保は、障害者や高齢者の命を守るために非常に重要なこと

だと考えております。ただ、それを非常用発電機によるのかという点につきましては、その他の手段に

ついて検討することも必要だと考えております。暑さ・寒さに対応するため、さまざまな方法でエアコ

ンを稼働することについては、まずエアコンを使用することが最適な手段なのかを検討する必要がある

と考えております。対策として、例えばバスや乗用車のカーエアコンを使うということのほうが、現時

点では現実的な方策ではないかと思っております。しかしながら、引き続きエアコンの稼働も含めた、

ご提案のさまざまな方策について検討してまいります。 

○こんの委員  さまざまな方策を取り入れていただき、今後起こり得る災害への備えについて、公助

としての役割を果たすべく、避難所の機能強化に力を入れて進めていただきますよう、よろしくお願い

いたします。 

 さて、災害時の備えは在宅避難でも重要です。基本は自助ですが、各家庭における電源確保について

はどのようにお考えでしょうか。今回の大規模停電による教訓から、各家庭において電源確保を考え始

め、防災意識が高まってきているのではと感じるところですが、しかしその意識は具体的な行動へと展

開していかなければ、実際の在宅避難行動にはつながらないと考えます。電源確保を考え始めたこの機

会を捉えて、区民の皆様へ普及啓発、具体的な備えの促進など、何か対策が必要と考えます。そこで、

普及啓発としては、例えば家庭用の発電機や蓄電池などを、防災体験館または地区総合防災訓練や各避

難所訓練などで展示する、あるいは防災用品あっ旋一覧に掲載する、また区のホームページで機器の取

り扱い画像を紹介するなど、各家庭において取り組みやすい方法を案内してはいかがでしょうか。さら
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に、具体的な備えの促進としては、発電機などを備える区民に対し支援策を検討するなど、災害時にお

ける在宅への促進策を考えてみてはいかがでしょうか。それぞれご見解をお願いします。 

○曽田災害対策担当部長  非常用発電機の普及・啓発に関する方策の案内についてですが、まずは優

先順位を考える必要があると考えております。まずは一人一人の防災意識の啓発や、災害から生き残る

ための対策や、生き延びるための備蓄・備えなどを優先すべきだと考えております。これらの対策が整

う中で電源対策を検討すべきであり、その検討の中で、ご提案の各種展示やあっ旋、あるいはホーム

ページの活用について参考とさせていただきたいと思っております。 

 次に区民に対する支援につきましては、これも同じく繰り返しになりますけれども、優先すべき災害

対策の普及後の検討課題であると考えております。 

○こんの委員  基本は在宅避難といったことでございますので、さまざまな災害を教訓に、さらなる

品川区の防災・減災対策の強化・促進を要望して、次の質問にまいります。 

 次は、インフルエンザ予防接種についてお尋ねします。近年、インフルエンザの流行時期が年々早く

なってきています。東京都福祉保健局によると、第４０週とする９月３０日から１０月６日の１週間で、

全国の患者数は４,８８９人、東京都では４３５人となっており、昨年より１１週も早く、都内でイン

フルエンザの流行開始を発表しました。こうした現状から、今シーズンも早目の注意が必要であり、感

染を広げないための対策が必要です。そこで、まず品川区における乳幼児、児童、生徒、高齢者など、

インフルエンザの流行状況、今後の流行の予測、そして接種費用助成が始まった小中学生への対応を含

め、区民への注意喚起・周知についてお聞かせください。また、過去の接種率の推移、そして接種した

人としない人の罹患率・死亡率についても、高齢者や乳幼児などの年齢・階層別の状況をお聞かせくだ

さい。 

○福内健康推進部長  インフルエンザの現状についてですが、区では、区内８カ所の小児科・診療所

と、１２カ所の内科・診療所の定点医療機関より、毎週、インフルエンザと診断された患者数を報告し

ていただいております。第４０週は６名の患者の報告がありました。現在のところ、定点医療機関当た

りのインフルエンザ患者報告数は、東京都全域が０.９６に対し、品川区は０.０８と低い状況となって

おります。インフルエンザは例年１２月から３月ごろ流行するため、今後の流行状況については注意深

く見守っていく必要があると考えております。 

 今年度から始まりました小中学生のインフルエンザ予防接種費用の助成につきましては、９月末まで

に全ての対象者に個別にお知らせを送付したところです。また、インフルエンザの予防につきましては、

予防接種以外にも、外出後の手洗いや人混みでのマスクの着用などが重要であり、毎週の感染症情報に

あわせてホームページに掲載し、区民への注意喚起に努めております。過去の高齢者インフルエンザ予

防接種の接種率につきましては、例年４０％前後の接種率となっております。乳幼児につきましては、

これまで接種費用の助成を行っていないため、接種率は把握しておりません。また、接種の有無による

インフルエンザ罹患率の違い、死亡率の違いにつきましては、そのような報告システムがないため、区

としては把握していない状況でございます。 

○こんの委員  インフルエンザの流行状況はよくわかりました。その中で、高齢者のインフルエンザ

を取り上げたいと思います。インフルエンザは６５歳以上の高齢者、慢性疾患を持つ方、免疫低下状態

の方などは、重篤な合併症が起きてしまうとされ、最悪の場合は死に至る危険な病気です。こうしたハ

イリスクな高齢者は、今後さらに高齢化が進むにつれ、増加すると懸念されますので、保健予防行政の

一層の取り組みによって、多くの高齢者にインフルエンザ予防接種を受けられるようにしていただきた



－39－ 

いと思います。それは、感染拡大・蔓延防止においても大きな効果となります。 

 そこでお聞きします。現在、高齢者の接種率の推移は平均約４割にとどまっていますが、その要因と

現状の認識をお聞かせください。また、高齢者の予防接種の意義は、個人の感染・重篤化を防ぎ、高齢

者の命と健康を守る重要な対策であるため、接種率向上を目指すべきであると考えます。接種をためら

う理由として、自己負担額に対する声があります。医療保険料が上昇するなど負担が増える中で、負担

を増やす行為は控えたいという気持ちのあらわれと思います。他自治体では、全対象者や低所得世帯、

年齢など対象を絞り、無料接種を行う事例がありますが、品川区における接種率向上に向けた考え方を

お聞かせください。また、向上策の一つとして、自己負担額２,５００円の軽減を要望します。それぞ

れご見解をお願いします。 

○福内健康推進部長  高齢者のインフルエンザ予防接種につきましては、個人の重症化予防を目的と

し、本人に接種努力義務が課せられていないＢ類の定期予防接種となります。全国的な接種率はおおむ

ね５割程度であり、区といたしましては、接種率向上のため、今後とも予防接種の有効性等について啓

発に努めてまいります。 

 自己負担の軽減につきましては、現状、生活保護受給者に全額助成を行っているところであり、現時

点ではそれ以上の軽減策は考えておりません。 

○こんの委員  高齢者の方が重篤にならないよう、感染を防ぐということがまず大事であると思いま

すので、その点、よくよくお願いしたいと思います。 

 次は、乳幼児の予防接種についてお聞きします。これまで区議会公明党は、全ての子どもがインフル

エンザの予防接種を受けやすくする環境整備を求め、接種費用助成を提案してきたところ、今年度より

小学校１年生から中学３年生を対象に事業が開始されたことは大変に評価いたします。一方、免疫力の

低い乳幼児がインフルエンザにかかると、重度のインフルエンザ脳症を引き起こすと言われています。

日本小児神経学会によると、子どものインフルエンザ脳症の死亡率は約３０％、後遺症は約２５％と

なっており、発症を予防するには、インフルエンザワクチン接種が有効とされています。そこで、乳幼

児に発症しやすいインフルエンザ脳症を予防するための、乳幼児の予防接種の促進に対する考え方をお

聞かせください。また、乳幼児がいる家庭では、乳幼児が感染すると家族全員に感染する傾向にあり、

それが広く蔓延する要因ともなります。そうした感染源を防ぐためには、今後全ての乳幼児が接種しや

すい環境整備が必要であり、具体的には、接種費用助成の対象に乳幼児も加えた事業の展開を求めます。

ご見解をお聞かせください。 

○福内健康推進部長  インフルエンザワクチン接種は、罹患による合併症を減らす一定程度の効果が

あると認識しており、乳幼児へのインフルエンザワクチン接種の効果はあると考えております。乳幼児

へのインフルエンザ予防接種費用の助成についてですが、小中学生を対象とした助成による接種が今月

始まったばかりであり、直ちに対象拡大を判断することは難しい状況ですが、今後の学級閉鎖等の報告

数の推移や小中学生の接種費用助成の状況を踏まえてまいります。 

○こんの委員  高齢者と同じく乳幼児も、感染を防ぐために大変に重要なワクチンでありますので、

どうか今後の流行の状況なども踏まえていただき、この点、よろしくお願いいたします。 

 次の質問にまいります。最後に、３歳児健康診査の視力検査についてお尋ねいたします。これま

で、３歳児健康診査の視力検査の方法について改善を求めてきました。それは、現在の検査方法では、

視力障害が片方の目のみに起こった場合は発見が見逃されてしまうからです。子どもの弱視は５０人

に１人の割合ですが、４歳以下で治療できれば９５％改善すると言われています。片眼弱視には、遠視、
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近視、乱視に、左右差が強いために起こる不同視弱視と、斜視があるために起こる片眼の斜視弱視があ

ります。これらはいずれも、片方の目の視力は正常に発達しているため、片方が弱視でも子どもの生活

には不自由はなく、そのため、異常を見逃してしまう実態があり、子どもの片眼弱視を見逃さない検査

方法が求められますが、現在、品川区から通知され、家庭で実施されている検査は、片眼弱視を正確に

発見できているのか疑問に感じるところです。 

 そこで、まずは現在、実施されている３歳児の視力検査の導入経緯と概要、検査の手順方法をご説明

ください。また、各ご家庭で実施する際、お子さんが目隠しを嫌がったり、集中力が途切れて遊び始め

たりと、保護者の方のご苦労の声がありますが、検査の課題についてご見解をお願いします。 

○福内健康推進部長  現在、３歳児健康診査で行っている視力検査は、平成元年に東京都が作成した

視力検診の手引に基づき導入しているものです。検査方法ですが、検診に当たり、事前に対象家庭に視

力検査キットを送付し、結果をアンケートに記入し、持参してもらう方式となっております。検査キッ

トは、３歳児でも測定の容易な、自動車など４種類の絵が描かれたカードで構成されており、お子さん

に片眼ずつティッシュペーパー等で目隠しをしていただき、２.５メートル離れた距離から絵の内容が

認識できるかを検査するものです。片眼ずつ交互に実施してもらいます。認識できれは０.５の視力が

保たれているとされ、３歳児において視力に問題なしとされているものです。家庭での検査が実施でき

ない場合や、左右のどちらか一方でも絵カードが２つ認識できない場合、また家庭での検査結果に問題

がなくても、斜めに見た、顔を近づけるしぐさがあった、検査を何度かやり直したなど気になる様子が

あった場合は、検診会場にて再度の検査を行っています。再検査の結果をもとに、医師の判断により、

精密健康診査票を交付し、専門医療機関で検診を受けていただくこととなります。 

 絵カードによる検査方法は、家庭で事前に検査を行っていただくことで視力検査を効率的に実施でき

る手法として導入されたものであり、幼児期における、目に関する保健指導にも寄与している内容と捉

えておりますが、発達段階によっては絵カードの実施も難しいお子さんがいる点では課題があると捉え

ております。 

○こんの委員  今おっしゃった課題を解消するためには、これまで求めてきました自動判定機能つき

フォトスクリーナーの導入を求めますが、いかがでしょうか。 

○福内健康推進部長  フォトスクリーナーは、弱視や斜視の早期発見が期待できる一方、日本弱視斜

視学会や日本小児眼科学会作成のフォトスクリーナー運用マニュアルの中で、偽陽性が多いことから、

日本人に推奨される基準値を検討中とされています。また、検診会場での薄暗い場所の確保や、新たな

検査を導入することによる検診所要時間の増加の対応などの課題もあります。しかしながら、３歳児健

康診査において強い屈折異常や斜視を適切に発見することは、その後の十分な視力を獲得する上で重要

と認識しておりまして、今後も他自治体の導入状況など、情報提供に努めつつ検討を進めてまいります。 

○大倉委員長  以上で、こんの孝子委員の質疑を終わります。 

 次に、中塚亮委員。 

○中塚委員  初めに、台風１９号により、全国各地で河川が氾濫するなど深刻な被害が発生しました。

被害に遭われた方にお悔やみとお見舞いを申し上げるとともに、避難所環境の改善、一日も早い生活再

建へ、早急なあらゆる支援を求めたいと思います。 

 それでは、日本共産党を代表し、総括質疑を行います。前半は私、中塚亮が、後半は安藤たい作区議

会議員がそれぞれ行います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 私からは、品川区を低空飛行する羽田新飛行ルートの撤回を求めて、品川区の決定発表前と後の姿勢
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をそれぞれ伺いたいと思います。まず決定前ですが、計画発表から５年余り、住民からは、住環境を壊

す低空飛行計画に強い反対の声が上がっています。こうした世論も背景に、品川区議会では全会一致で

容認できないとの決議が上がりました。ところが、国土交通省は８月８日に地元の理解は得られたとし、

来年実施を発表。品川区民と品川区議会を無視するこの決定に強く抗議をするとともに、計画撤回に向

け、改めて全力を挙げたいと思います。まず品川区に伺いますが、地元の理解は得られたとの国の判断、

そして来年からの実施は不当な決定だと思いますが、いかがでしょうか。 

○中村都市環境部長  まず、区でもこれまで要望してきたところで、国はこれまでさまざまな説明会

を行ってきております。そういった中で、さまざまな意見を聞いた中での、国の責任においての判断と

いう受けとめ方をしているところでございます。 

○中塚委員  品川区は地方自治というものをどう理解しているのか伺いたいと思います。国の判断で

決めたこととおっしゃいましたが、誰が決めたのかを聞いたのではなく、地元の理解が得られた、来年

実施は不当ではないかと、品川区がどう思っているのか伺いました。はっきりお答えください。 

○中村都市環境部長  これまで区といたしましては、環境影響に対するさらなる対応、またルートを

固定化しないといったものを求めてまいりました。国は引き続き検討すると述べているところでござい

ます。理解の受けとめ方は、あくまで国の考えるところ、また判断するということと考えているところ

でございます。 

○中塚委員  結局、品川区は地方自治を全く理解していないと思います。地元の理解は得られたとの

大臣発言に、品川区民からは、「勝手に決めるな」、「区民を無視するな」と怒りの声が広がっており

ます。ところが品川区はどうでしょうか。この場で聞いても何も答えがありません。低空飛行計画の実

施に抗議をする姿勢などみじんもありません。これまでも、こうした姿勢をとり続けてきましたが、結

局は誰が喜ぶのか。それは、計画を進めたい安倍政権が喜ぶだけなのです。そうした濱野区長の姿勢が、

地元の理解が得られたとの計画決定につながった。その責任を区は感じていないのか伺いたいと思いま

す。そして、品川区民と品川区議会は、この計画に、理解していると区は考えているのか、容認できな

いと区は考えているのか、はっきりお答えください。 

○中村都市環境部長  区はこれまで、国に対して直接、あるいは東京都を通して、羽田空港の機能強

化についての要望を伝えてまいったところでございます。そういった中で、今回、国といたしましても、

品川区あるいはほかの自治体もさまざま国に対して求めておりますけれども、こういったものを受けと

めて飛行ルートを決定したというところでございます。区といたしましても、国の責任で決定したとは

いえ、引き続きしっかりと区民の要望を伝えるとともに、区としての意見も、これからも引き続き国に

対して求めていかなくてはいけない、求めるべきと考えております。 

 それから、国に対して意見を伝える中に、やはり区議会の決議というものを、区としても重く受けと

め、またこれをしっかりと国に伝えてきたというところでございます。こういったものも踏まえた国の

判断という認識でございます。 

○中塚委員  結局、品川区は、不当な決定だとは言わない。その理由も、国が決めることだから区は

口を挟まないという姿勢。国は「地元の理解を得て」と言っているのに、その地元の品川区が、「国が

決めることだ」と意見表明を拒否する。地方自治を全く理解していないあらわれだと思います。こんな

ことだから、区には容認と受け取り、地元の理解は得られた、来年実施との国の判断につながった。だ

からこそ、品川区長の責任が厳しく問われると思います。しかも、品川区民と品川区議会が容認できな

いと考えていることも言わない。こんなひどい態度はないと思います。 
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 計画案の発表から５年、品川区のこうした容認姿勢を続けてきた、その事実は山ほどあります。計画

発表後、濱野区長が国土交通省に直接出向いて、審議官、事務次官に会って、「大事な国策として理

解」と述べ、国から感謝されていた事実。その後のタウンミーティングで、濱野区長は区民の前で、

「国策だから甘受する」。甘んじて受け入れると発言。１年前の区長選挙では、濱野区長は「区民の安

全安心を最優先」と公約したのに、当選直後のマスコミインタビューで、「一品川区が反対するわけに

はいかない」と発言する。今年の７月末の連絡会で、品川区議会は容認できない決議の立場で態度表明

を一斉に区に求めたのに、品川区は容認できないとの態度表明を拒む。そればかりか、区は決定前に、

「固定化することがないように」と発言。これは、まず飛ぶことは認めることだと指摘してきました。

今年８月８日の決定前の前日に開催された協議会で、東京都は、必要な手続を着実に進めるよう要望す

る、計画推進を表明する、都から国への意見案について、わざわざ品川区に意見照会があったのに、

「意見なし」と回答する。そして、その後、国土交通省が品川区議会に来て、「品川区からの理解は得

られている」との発言がありました。しかし、これだけの容認してきた事実があっても、なお品川区は、

「国に理解を示したことは一切ない」と説明する。計画を認めながら、これをひた隠して答弁をごまか

して話をすりかえる。こういうのはもうやめるべきだと思いますが、いかがでしょうか。 

 騒音や落下物、資産価値の低下、区民の不安の声が広がっています。子ども、お年寄り、障害がある

方、あらゆる方の暮らしと命を奪うのが、この低空飛行です。しかし、どんな被害があるのか、区に具

体的に聞いても、区は「予見しない」と答弁してきました。具体的な被害は予見しないとは、今も同じ

か伺いたいと思います。騒音や振動が、子どもたちに、お年寄りに、障害者にどんな影響、被害を与え

るのか。落下物発生によるどんな被害があるのか。事故が起きたらどうなるのか。区は調査、予測、

ちゃんと予見して、必要なデータを入手して国と交渉に挑むべきだと思いますが、いかがでしょうか。 

○中村都市環境部長  本年、令和元年ですけれども８月８日、国土交通大臣の会見におきまして、関

係自治体において心配の声があるということを踏まえ、それをしっかり受けとめて丁寧に対応するとい

う会見があったところでございます。また、あわせて国がこれまでも、被害の予測については国は予見

しないと回答しておりますが、環境影響についてしっかりと対応するということも申しております。区

といたしましては、引き続き、区民の不安の払拭に向けたさらなる対応を求めていくというところでご

ざいます。 

 また、落下物や健康被害についてですけれども、落下物は、国としては、予防について万全の対策を

とると申しております。これは、国の説明が具体的で十分であると区としても考えておりませんけれど

も、引き続き、さらなる対応を求めていくというところでございます。また、健康被害につきましてで

すが、これも過去に国に対して問い合わせをした際に、国では国内の空港などの実績において、健康被

害に対しての直接の要因は認められなかったというところで回答があったところでございます。これは、

区といたしましても、なかなかこれを証明するというのは非常に難しいというところで、ましてや、国

がこういった被害については、やはり何らかの一定の予測も必要ではないかと考えております。した

がって、こういった対応についても、引き続き国に対して求めていくという考えでございます。 

○中塚委員  品川区は心配の声とおっしゃいますが、区民は反対の声を上げているのです。区議会は

容認できないとの決議を上げたのです。それすら認めないというのは、本当にひどいと思います。また、

被害についても、国が把握すべきことだとして、区としては知らんぷり。これで区民の命と暮らしが守

れるのでしょうか。こうした判断につながった濱野区長の責任は重大だと思います。 

 次に計画決定後、発表後の区の対応について伺います。品川区が表明した「ルートを固定化すること
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がないように」ですが、計画決定前の時点では、まずは飛ぶことを認め、それが永遠ではいけませんと

いう意味となり、計画実施へのゴーサインになると指摘してきました。しかし、決定後に固定化しない

となると、どういう意味になるかということです。まず品川区は７月３０日の連絡会で、「首都圏空港

との調整などにより、都心上空を飛行する現飛行ルート案を固定化することがないように取り組んでい

ただきたい」と述べましたが、決定後も、この要望は今も同じか伺いたいと思います。そして、決定後、

その要望を国に伝えたのか、伺いたいと思います。 

○中村都市環境部長  この固定化しないという取り組みの意見は、国の決定の前に伝えたものでござ

います。また、国に求めた検討は、決定の前でも後でも検討できることでございます。国も引き続き検

討するとしているところでございますので、区も、決定後も引き続き求めてまいるという考えでござい

ます。 

○中塚委員  決定後も、その要望は今も同じか。それは決定後、国に伝えたのか、ご説明ください。 

○中村都市環境部長  決定前に伝えて、引き続き検討していると国から回答があったところでござい

ます。「引き続き検討」というのは、区としても、国が決定後も同じように、検討をずっと継続すると

いう解釈でございます。ただ、国に対する意見というのは、引き続き求め続けるという必要もあると考

えておりますので、国に対しては、ルートを固定化しない、あるいは環境影響等を求めたことに対して

は、これからも同じように求めてまいります。そして、具体的に国がしっかりと対応案について示して

いただけるように、引き続き求めてまいります。 

○中塚委員  決定後も「固定化しないように」を、区は国土交通省に引き続き要望するというのであ

れば、つまりは現行計画は容認できないということなのか。その立場なのか、伺いたいと思います。本

会議の部長答弁では、「ルートを固定化することがない取り組みを引き続き求めていく」と答弁があり

ました。その後の建設委員会では、「固定化しない」との意味について、担当課長は、「品川区上空、

都心上空を飛ばないルート案の検討をしっかりしていただきたい」とも述べました。つまり、国への要

望とは、品川区上空、都心上空を飛ばないルート案の検討を国に求めるというのが品川区の立場なのか

ご答弁ください。 

○中村都市環境部長  今、区の意見といたしましては、繰り返しになりますが、ルートを固定化しな

い検討を求めるということでございます。都心上空を飛行しないルートは、国に検討していただきたい

内容を、実現の根拠というものは特にないけれども、国が検討する必要があるけれども、その内容の一

部を例示として示したものでございます。引き続き、ルートを固定化しない検討について求めてまいり

ます。 

○中塚委員  私が伺ったのは、現行計画は容認できないということなのか。国への要望は、品川区の

上空を飛ばないルートなのかを聞いているのでお答えいただきたいと思います。本会議で部長は「ルー

トの固定化」と言いました。建設委員会では担当課長が、「品川区上空を飛ばないルート案についての

検討をしっかりしていただきたい」と述べました。つまり、「固定化しない」とは、品川区を低空で飛

ばないルートを国に求めるということか、しっかりご説明ください。 

○中村都市環境部長  ルートを固定化しない取り組みにつきましては、国に検討を求めるために、国

に伝えたものでございます。区といたしまして、国に検討してほしい内容を示したものでございます。

具体的にどの方法をとってほしいということを示すことはできませんので、あくまでルートを固定化し

ない取り組みとして、こういった言葉で国に求めたというところでございます。 

○中塚委員  よくわからないのですけれども、国に求めているものというものは一体何なのか。さま
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ざま求めている中で、つまり品川区の上空を低空で飛ばないルート案が入っているのか、いないのか、

そこをお答えください。そして、現行計画は容認できない。つまりは品川区議会の「容認できない」と

同じ立場に立つべきだと私は思いますが、いかがでしょうか。 

○中村都市環境部長  議会のお考えにつきましては、国にしっかりと伝えております。また、「固定

化しない」というものにつきましては、これは、品川区上空あるいは都心上空を飛行しないというもの

に１対１で対応するというところまでは考えておりません。ルートを固定化しない取り組みにつきまし

ては、具体的に区として示すことはできませんけれども、ただ、これは１種類ではなくて、複数通りあ

ると、やはり考えております。こういったものを国に対してしっかり求めて、根拠を示しながら、ルー

トを固定化しない、環境影響の軽減に少しでもつながる方法を考えていただく。これが、ルートを固定

化しないというものの意味と考えております。 

○中塚委員  複数通りのルートがある中に、品川区の上を低空で飛ばないルートがあるのか、ないの

か。なぜそこを曖昧にするのか、しっかりとお答えください。議会の決議は伝えていると言いましたが、

「品川区が容認できない」となぜ言えないのか。「固定化しない」は言えるのだけれども、「容認でき

ない」がなぜ言えないのか、しっかり説明してください。 

○中村都市環境部長  まず、ルートを固定化しないというところは、さまざまな方法が考えられるの

ではないかと、先ほど申し上げたところでございます。したがいまして、１種類に限定して申し上げる

ことはできないと思います。区といたしまして、建設委員会での発言も、１つの例示として、こういっ

た方法もとれるのではないかと、国に対して検討を促すために発言したと考えております。 

○中塚委員  結局、何を言っているのかわからないのです。固定化しないといっても、さまざまある

と言うけれども、「品川区の上を飛ばないルートを求める」とは結局は言わない。これは、ごまかしだ

と思います。私は、やはり現状の海上ルートに戻す変更が一番の解決策だと思いますし、区民が望んで

いることだと思います。「固定化しない」とは、現状の海上ルートに戻す変更が含まれているのか、い

ないのか、しっかりお答えください。そして、ここのごまかしは、いまだに品川区低空飛行に、区は容

認だと、国土交通省に都合よくとられるだけで、もはや容認だととっていただきたいと言うことにもつ

ながりかねないと思います。しっかりとご説明ください。 

○中村都市環境部長  まず、区といたしまして、飛行ルートに対して容認あるいは容認しないといっ

たものについて述べたというところはございません。まだ賛成・反対というよりも、引き続き環境影響

に対するさらなる取り組みというのは、常に求め続けていかなければいけないと考えております。また、

ルートの固定化も大事なことだと思います。やはり、このまま国が検討をやめてしまうということは、

もう区としては考えられないことでございますので、引き続き強く求めていかなければいけないと考え

ております。また、区議会の意見・決議も国に伝え、そして地域の皆様方の意見もしっかりと国に伝え、

また国も直接、区民の皆さんの意見を聞くという説明会も開催しておりますけれども、この説明会の開

催のほかにもさまざま声が届いておりますので、こういったものもしっかりと届けていく。こういった

さまざまな取り組みを、区としても国に対して行っていく必要があると思いますので、しっかりと対応

してまいります。 

○中塚委員  「賛成・反対というよりも」と、よく言えたものだと思います。品川区民の多くは反対

しております。区議会も容認できないと決議を上げております。結局、品川区のこうした曖昧な態度が、

国に、品川区には容認していただいたと、この場で、この委員会室で、国土交通省から説明がありまし

た。固定化しないと言いながら、なぜそこまでごまかすのか。ここが大事なのです。なぜならば、いよ
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いよ低空飛行の実施が目の前に迫っている。具体的な危険が区民の前に迫っている。だから、濱野区長

は今からでも、品川区を低空飛行しないルートへの変更を、現行計画は容認できないことを、現行計画

の撤回を、国に求めるべきなのです。区長は明確にお答えいただきたいと思います。 

○中村都市環境部長  区としての考え、また議会の決議、そして地域の皆様方の声。こういったもの

をしっかりと国にこれまで伝えてきたところでございます。そうした中で、区として国に対し求めるこ

とは、先ほど申し上げたことでございますけれども、これをしっかりと国に伝えなければいけない。ま

た、国も、この決定に当たっては、しっかりと声を受けとめる、また対応するとしておりますので、こ

の約束がしっかり果たされるかどうか。これを、これからしっかりと、区としましても、国を見ていか

なければいけないと考えております。 

○中塚委員  濱野区長、品川区は「容認できない」とは言わない。この態度でいいのですか。 

○中村都市環境部長  区としての考えをしっかり国に伝えなければいけない。伝えてまいります。 

○中塚委員  結局、区長は答弁には立ちませんでした。こういう区長だから、国土交通省は、「品川

区の理解はいただいた」と、この区議会の前で、４０人の議員の前で、この場で説明したことにつな

がった。区長の責任は重大だと思います。「固定化しない」の中に、品川区の上空を低空飛行しない

ルートへの変更が入っているかを、なぜ質問したかというと、これが低空飛行計画をとめる重要な鍵に

なると思ったからです。あわせて、今後１０年間の長期基本計画に、羽田新飛行ルート計画への対応が

全く明記されていないという問題もあります。私は何度も策定委員会で、低空飛行による区民の被害予

測や計画撤回に向けた国との交渉などを明記すべきだと提案しましたが、断られました。長期基本計画

に品川区の対応をしっかり記すべきではないのか、伺います。 

○中村都市環境部長  首都圏空港機能強化、羽田に関しての羽田の新飛行ルート案でございますけれ

ども、これは国が進める事業というところでございます。国が進める事業について、区の計画として定

めるという性質のものではないと考えております。 

○中塚委員  国が進める事業だから、区の行政計画に持つべきではない。何てひどい答弁なのだと私

は思います。計画撤回を国に求める姿勢を品川区が持たなければ、国は変更を検討することはありませ

ん。「固定化しない」とは言うが、今回の質疑を通じても、品川区を低空飛行しないルートへの変更は、

何度聞いても最後まで、国に求めるとは言わない。決して言えない。これでは結局、容認だと国は受け

取るのです。少なくとも国土交通省は、そうした区の姿勢で、「品川区の理解は得られた」と、区議会

に来て説明したのは事実です。区民の多数は計画反対、区議会は容認できないとの決議が上がっていま

す。あとは品川区長の態度が鍵なのです。計画をとめるには、濱野区長のこうした計画容認から、反対

に姿勢を変えるか、それとも反対を示す新しい区長を誕生させるかだと思います。計画撤回を強く求め

て私の質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。 

○大倉委員長  以上で、中塚亮委員の質疑を終わります。 

 次に、安藤たい作委員。 

○安藤委員  私は、開発優先の区政から、住民が主人公、暮らし・福祉最優先の区政への転換を求め、

超高層再開発、区庁舎建て替えについて質問いたします。 

 委員長の許可を得ましたので、随時、パネルや画像など、資料を提示させていただきます。 

 共産党は、区が進める超高層開発による、局地的で短期的な人口集中により起きている弊害、駅の超

混雑、区立学校にも及ぶ日照被害、風害、災害、停電時のリスクの蓄積などを指摘し、その転換を求め

てきました。さらに、超高層の再開発は、周辺地域に大きな影響を与えるだけではなく、桁違いの補助
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金・税金が投入され、進められています。そこで、まず伺います。これまで区が再開発事業に投じてき

た補助金総額は幾らか。また、再開発を進める上での検討委託予算は幾らか。今年度の予算額と、こ

の１０年間の合計額、そのうち一般財源が占める割合は何割なのか伺います。 

○中村都市環境部長  今まで市街地再開発事業について幾らの補助金を出してきたのかというところ

でございますけれども、まず、こちらの総額というところでは、昭和６２年完成の大崎ニューシティを

はじめといたしまして、区が補助金といたしまして約１,３２５億円を支出しております。まちづくり

につきまして、さまざまな手法を持ちながら安全安心のまちづくりを進めているところでございます。

まちの課題、住宅の密集や、緊急車両の入れない道路の解消、あるいは空地広場の確保。さまざまな課

題を解決するために行ってきたというところでございます。今年度の予算は６,１６５万円でございま

す。それから、補助金の国費に占める割合でございますけれども、こちらは、今年度につきまして

は３００万円ということでございます。先ほど申し上げました今年度の６,１６５万円に対して３００

万円ということで、約５％ということになります。これは、国費が入るということになってから大

体５％ぐらいという流れでございます。 

 それと、国費の内容でございますけれども、これは地域のまちづくりに関しまして、特にマスタープ

ラン等の上位計画、あるいは周辺の道路との整合性など、地域の中の調和というところで、開発におけ

るまちづくりがしっかりと進められていくように、検討の委託費というところで出しているというとこ

ろでございます。 

○安藤委員  まず、１,３２５億円の補助金は、これまでこの額ですが、１００ベッドの特別養護老

人ホームの建設費を３０億円とすると、４４カ所分に当たります。現在の特別養護老人ホーム待機

者５００人は、１,３２５億円の１割足らずでゼロにできます。 

 また、六千云々とありましたが、これは検討経費だけでその額だと。私が今年度の予算を計算しまし

たところ、開発のための駅前広場設計委託費も入れたところ、２億１,１２９万円、検討委託費だけで

使っています。１０年間で何億円に上るというのはわかりませんでしたけれども、後でお答えできれば

お答えください。検討経費だけで、１０年間でどれだけ積み上がってきたか。これも後で伺います。 

 しかも、こうした検討経費というのは、今、５％と国費がありました。ほとんどが一般財源。つまり、

区が自由に使える独自財源のことです。一方で私が言いたいのは、品川区は一般財源を福祉充実に使う

ことには極めて否定的です。その典型例が国民健康保険料です。区がこれまで国民健康保険会計に投入

してきた一般財源を削減してきたことで、保険料が急騰。払いたくても払えない方が急増し、過酷な差

し押さえも行われてきました。国民健康保険の加入者というのは、年金受給者や非正規雇用、自営業者

など、所得が少ない方々です。共産党は、この８年間で区が一般財源からの繰り入れを１０分の１に削

減し、一方で、４０代夫婦・子ども２人の４人世帯の保険料は１０年間で２倍に上がったことを指摘し、

せめて子どもの均等割保険料を無料にせよと求めました。しかし区は拒否し、そして、その理由を、

「それは一般財源で賄うことになるが、一般財源は国民健康保険加入者だけでなく、他の区民の税金が

入っている。負担の公平性の観点から非常に困難」と説明してきました。子どもの均等割の無料化は

約２億円で可能です。なぜ、子どもの均等割無料化には一般財源を使わないのか、伺います。区の理屈

では、再開発の一般財源投入も不公平だということになるのではないでしょうか。伺います。先ほどの

答弁漏れとあわせてお願いします。 

○福内健康推進部長  私からは、国民健康保険の子どもの均等割無料化についてお答えいたします。 

 国民健康保険は全国同一の制度でございます。子どもに係る均等割軽減措置を含め、その制度上の課
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題につきましては、国が責任を持って対応すべきものと考えてございます。区といたしましては、子ど

もの均等割の無料化を国に求めてございますが、引き続き、特別区長会および全国知事会を通して要望

してまいります。 

○中村都市環境部長  失礼いたしました。１つ答弁漏れがございました。過去１０年間において、区

が行うまちづくりの委託に関して、単費で行っているということで５億５,１００万円、これは単

費１０年というところでございます。 

○安藤委員  再開発の税金投入額は１,３２５億円と、文字通り桁違いです。しかも、今年度予算で

は、開発検討経費だけで２億円の予算が組まれておりました。区が自由に使える一般財源を使うという

のに、社会の宝であり希望である子どもが健やかに過ごすための２億円に、なぜ区はお金を出さないの

でしょうか。先ほど、区の今までの答弁も紹介しましたけれども、改めてその理由を伺いたいと思いま

す。 

○福内健康推進部長  国民健康保険制度は相互扶助の考えに基づいた制度でございます。加入者がお

互いに支え合う社会保険の仕組みを基本としており、国・都からの負担金と加入者の皆さんに納付して

いただいている保険料を財源に運営しております。区ではこれまでも一般財源から国民健康保険会計に

繰り入れをし、負担しておりますが、これまで以上の一般財源の投入は難しいと考えております。 

 一方で、保険料は、国民健康保険の財政運用を支える根幹でもございますので、財源確保につきまし

ては、引き続き国や都に要望してまいります。 

○中村都市環境部長  今、地域でさまざま動いております再開発につきましては、具体的には、先ほ

ど申し上げました老朽建物狭隘道路といったものの解消、また空地の確保など、防災性の向上といった

ものを図る目的で、区として委託として支出しているものでございますので、これは必要な経費、予算

であると認識しております。 

○安藤委員  子どもの均等割の無料化を国に要望していると。その必要性はみずから認めながら、み

ずからは一般財源から出さないと。結局、区の本音は、開発には区のお金は使うが、福祉充実には使い

たくないということです。この姿勢は大問題だと思います。子どもの均等割無料化は、都内でも４つの

自治体が実施しています。その実施を早急に求めたいと思います。 

 こうした開発優先の区政運営は、子どもの教育環境すら意に介しません。こちらをご覧ください。こ

ちらは、東五反田二丁目第三地区の再開発です。１５０メートルマンション、１１０メートルのオフィ

スビルの真北にあるのが区立日野学園、黄色で塗ったところです。超高層により日照が９時から４時、

大幅に奪われます。先日行われた住民説明会に参加しました。「学校があるにもかかわらず、ここまで

高いビルの計画が出るとは、正直思わなかった」、「子どもの教育環境が劣悪になる」との意見が出さ

れていました。みずから進める再開発により、区立学校の日照が大幅に奪われる弊害を、区はどう考え

ているのか。これでよいと思っているのか、伺います。 

○中村都市環境部長  日陰についてですけれども、これは区立学校だけではなくて、開発周辺の建物

に対しては可能な限りの配慮をするということで、事業者あるいは組合には指導しているというところ

でございます。日野学園は、東五反田二丁目第三地区においてですが、日影規制が特にない地域という

ことになっております。そして、高度利用地区を図っていくという区域であるとも認識しております。

ただ、日影規制がないといいましても、高度利用を図る地域で、やはり周辺に可能な限りの配慮をする

というところにおきましては、この地区におきましては日陰の方向、これは南北方向に建物の形状を工

夫いたしますと、日陰の発生が最小限に抑えられるという工夫ですとか、あるいは２棟のビル、実際に
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は建設が２棟の仕様ということになっておりますけれども、この２棟の間隔をできるだけ離して、日陰

に対する影響を軽減するなど、こういったところで、区の指導にも基づいて努力しているというところ

でございます。 

○安藤委員  これが配慮でしょうか。これだけの日陰を与えるのが配慮と言えるのでしょうか。開発

のためには、子どもの健康だけでなく、教育環境すらお構いなしとは、自治体のやることですか。あま

りにゆがんだ区政運営だと私は言わなくてはいけません。 

 そして、こうした区政運営は、区民の財産である区庁舎にも及ぼうとしています。区庁舎建て替えの

問題です。これまで共産党は、現在の区庁舎の耐用年数１７年後までもつことも踏まえ、計画段階から

の住民参加を位置づけた丁寧な検討を求めてきました。しかし、そうした区民参加の検討は一切行われ

ないまま、区は８月の行財政改革特別委員会にて、区庁舎建て替え候補地とスケジュール案を、突如、

提示しました。こちらをご覧ください。この赤い部分、劇団四季や保育園があるこちらの敷地をＪＲの

敷地と交換して、現庁舎の隣に新庁舎を建設。２０２１年から基本構想の策定、２０２４年新庁舎の建

設開始、８年後の２０２７年には完成および旧庁舎解体とのスケジュール案です。款別審査では、区有

地を含む開発検討業務の委託経費が累計３億円を超え、日建設計への委託費です、その報告書は１５本

に上ることが明らかになりました。しかも、そのうち一部を情報公開で入手すると大半が黒塗りでした。

区庁舎の検討が、区民には隠して、一部の開発企業とのみ行われてきたことは大問題です。平成２９年

度の広町地区開発構想に向けた施設活用に関する検討業務委託の報告書から、３点具体的に伺いたいと

思います。 

 まず１点目はこちら。委託仕様書（案）の委託目的、委託内容すら黒塗りなのはなぜでしょうか。２

点目はこちら。現庁舎の課題の整理。これも黒塗りです。添付の図面を見ますと、食堂や、できたばか

りの防災体験館にも具体的な課題が書き込まれていると推測できますが、やはり黒塗り。なぜ現庁舎の

課題が黒塗りとなるのか。３点目、結果として、こちらは新庁舎の基本条件の整理。もちろん黒塗りで

す。丸々、全ページが非公開。なぜでしょうか。以上３点、それぞれの理由を伺います。 

○中村都市環境部長  まず現庁舎の図面につきましては、現在収納している物品ですとか、こういっ

たものの中で、やはりしっかりと守るべきものもあるというところで、広町の開発と直接関連があると

いう非公開の内容ではございません。それから、あと、その他の今後検討していくというような内容の

ところにつきましては、項目や、あるいは具体的な内容といったところは、情報公開の中で、検討段階

という中で、例えば警察や消防をはじめとしまして関係諸官庁や、あるいは共同検討を進めるＪＲとの

一定の協議といったものをしっかりと整理していかなければいけない、さらに、その前の段階におきま

して、図で描いてあります案の中でも、やはりできない案だというようなものが当然ございます。と申

しますのは、初期の段階での検討の内容というのは、ほぼ完成の時期には原型をとどめていないことも

珍しくございません。そういった中で、繰り返し試行錯誤が行われて、さまざまな検討を行ってきてい

るというところでございますので、こういったものにつきましては、今後しっかり考え方を整理して、

適宜、議会や区民の皆さんのご意見を伺っていきたいと考えているところでございます。 

○安藤委員  情報公開の結果の紙には、非公開の理由をこう書いています。「政策策定段階での情報

を公開すると、不当に区民の間に混乱を生じさせるおそれがある」ということです。こういうふうに書

いていました。しかし、私は伺いたいと思います。委託の目的や項目の公開というのがどんな混乱を生

じさせるのでしょうか。先ほどの課題の図面には、食堂などのほかにも、職員の駐車場、スロープにす

ら黒塗りがあります。現庁舎の課題を公開するとどんな混乱を生じさせるのでしょうか。新庁舎の基本
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条件を公開することがなぜ混乱につながるのか。改めて具体的にご説明いただきたいと思います。 

○中村都市環境部長  現庁舎におきましては、これは現在の利用状況と違っていたり、また公開する

べき内容でないというものを、適宜、箇所ごとに判断したというところでございます。また、これから

の検討につきましては、先ほどの繰り返しになりますけれども、やはり、まだ決定の前の案の、さらに

その前の整理の段階というところでございます。こういった中で、実際には、結果、完成してみたら、

全く過去の検討とは違ったものになっていたというところがあります。あらかじめこれが出ますと、や

はり混乱が起きるというのは、これは正直を言いまして、ございます。やはりこれも、しっかりと整理

した上で、皆様にご意見をお伺いしたり、報告したり、お諮りしたりという、さまざまお出しできると

ころまで、区として判断をしっかりしまして、そして整理ができた段階で報告あるいは説明をしていく

ということが、やはり一番合理的な考え方だと考えております。 

 例えば、地域の皆様方、庁舎の話が出たときに、自分は３階建てと聞いているのだけど、僕は１０階

建て、私は２０階といった、皆さん意見がやはり違うというのは困りますので、しっかりと説明ができ

る段階になりましたら、適切な方法をもって周知させていただきたいと考えております。 

○安藤委員  現庁舎の課題で公開すべきではない内容もあると言いますけれども、課題を知ってこそ、

区民が意見を言える。区民参加ができるのではないでしょうか。区民の財産である庁舎だからこそ、そ

の建て替え方針を策定する過程には区民参加が不可欠であり、その大前提となる情報の隠蔽は大問題で

す。この密室検討の背景には、区庁舎建て替えの議論が、大事な区民財産、自治と防災の拠点であるこ

の庁舎がどうあるべきかということから出発するのではなくて、広町を中心とした大井町開発をいかに

進めるかという観点から始まり、扱われてきた。この問題があるということを指摘したいと思います。 

 区は、区有地をＪＲ敷地と再編し、現庁舎の隣に新庁舎を建てるとの案を示しました。改めてこちら

ですが、しかし、もともとの区有地のほうが駅に近く、利便性も価値も高いのに、なぜそこを新庁舎用

地としないのかは疑問が残ります。さらに区は、現庁舎の部分は一切、建て替え用地に含まない方針で

す。現庁舎跡地には、多くの集客が可能な多目的な施設、つまりアリーナ等の建設が必要との考えを区

は示しました。伺います。この検討は、ＪＲと一緒に大井町の開発を促進する起爆剤として、区庁舎や

区有地をいかに活用するのかが目的だったのではないか。ゆえに、検討目的や項目、現庁舎の課題まで

黒塗りにするなど、徹底した隠蔽を行ったのではないのか、伺います。 

○中村都市環境部長  現在、広町地区におきましては、区の敷地、区有地と、それからＪＲの所有地

がございます。こういったところが、今、委員がご紹介いただきましたとおり、点在まではいきません

けれども、交互に存在しているというところでございます。こういった中で、飛び地のまま活用する方

法もなくはないとは思いますけれども、やはり検討の中では敷地をしっかりと整理して、この大井町の

にぎわいにつながる、また皆さんに便利に利用していただく区庁舎へつなげるというところで考えてい

かなければいけないというところでございます。そういった整理をこれからしていくという中では、や

はりＪＲは民間企業でございますので、こういった民間企業の考え方や意向も、その中に加味されると

いうことになります。そういったところからいきますと、区が全ての情報を公開するという判断はなか

なか難しいというところもあります。これは、民間企業の利益を守らなければいけない。これもやはり

混乱につながるというところがございます。そういったところを含めまして、しっかりと情報公開につ

きましては見きわめて、皆様にご意見をお諮りするようにしていきたいと考えております。 

○安藤委員  改めて私は、この報告書の名前を読み上げますが、広町地区開発構想に向けた施設活用

に関する検討業務委託です。施設とは、庁舎であり、現在、広町保育園のある区有地です。広町保育園
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は、開発計画が動き出したことにより、５年間での閉鎖が決まりました。保護者・子どもには、転園を

保障するとの約束の実行が担保されないまま、無理な転園による身体的・心理的負担が押しつけられよ

うとしています。まさに開発が優先との姿勢が、ここにはっきりあらわれています。 

 大井町には、長年、区が大井プレイス構想など、ＪＲに再開発を持ちかけるも頓挫してきたという歴

史があります。１９８７年の構想には、アリーナ、ホテル、オフィスも既に書き込まれていました。そ

んな中の昨年７月、区とＪＲは、大井町駅周辺を品川区の中心核としてふさわしいまちにするため、大

規模な土地利用転換を推進するとの協定書を結びましたが、この協定書締結でいよいよこの構想が再起

動しました。伺います。区は、区有地や区庁舎を使い、ＪＲに重い腰を上げさせるためのもうけ話を持

ちかけたのではないか。ゆえに、そうした検討内容を区民に知らせるわけにはいかないと黒塗りにし、

非公開としたのではないか。お答えください。また、跡地を多くの集客が可能な多目的の施設にすると

の方針は、誰がどこで決めたのか。そこに区民のニーズはあるのか、伺います。 

○中村都市環境部長  現在、情報公開、先ほどご案内の書類は、案のさらに前の整理の段階というと

ころでございますので、ここの中でＪＲと区が費用の分配といったものを決めるのには、まだほど遠い

段階でございます。そういった中には、ＪＲの利益や、あるいは区の利益といったものは、考え方とし

てはまとめたとしても、やはり具体的な金額といったものまでそこで検討するということはできません。

したがいまして、情報公開につきましては、しかるべき整理をして、そして適宜報告していく、あるい

は説明させていただくというところの前段階ということのほかに他意はございません。 

 また、広町地区につきましては、品川区の大井町中心核としてふさわしいまちづくりをしていかなけ

ればいけないというところで、関係諸官庁との関係もありますので、この情報公開の中で、まだこれか

らさまざま試行錯誤していかなければいけない案について全て公開するということは、先ほど申し上げ

ました混乱につながるというところが、まさにございますので、そのような措置をとらせていただいた

というところでございます。 

○安藤委員  区庁舎の問題だから、私はとりわけ問題だと思っています。庁舎というのは、言うまで

もなく区民の財産であるとともに、自治のとりで、そして防災の拠点でございます。その仮に跡地とい

うところになるのであれば、それも貴重な区民の財産であり、それは切実な区民要望実現のための活用

が検討されてしかるべきだと思います。 

 開発のために、こうした区民財産を利用するような区政運営は、断じて認めることができません。移

転候補地のあり方も含め、住民が求める区役所機能をはじめ、現状の課題の抽出や対策、あるべき庁舎

の姿など、開かれた検討を行うため、住民、議会、職員が参加する公開の策定委員会を直ちに設置し、

開催すること。公有地は、切実な行政需要、特別養護老人ホーム、障害者施設、保育園等の整備にこそ

活用することを強く求めて、私の総括質疑を終わりたいと思います。ありがとうございました。 

○大倉委員長  以上で、安藤たい作委員の質疑を終わります。 

 会議の運営上、暫時休憩いたします。 

○午後２時５４分休憩 

 

○午後３時１０分再開 

○大倉委員長  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 総括質疑を続けます。須貝行宏委員。 

○須貝委員  品川改革連合を代表して総括質疑を行います。 
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 総括質疑の前に、台風１９号により甚大な被害でお亡くなりになりました方々に、心よりご冥福をお

祈り申し上げます。そして被災者の方々に、心よりお見舞い申し上げます。 

 では、まず衝突被害軽減自動ブレーキについて質問します。警視庁交通局の平成２９年中の運転免許

保有者の年齢別事故率のデータを見ますと、高齢者７５から７９歳と比較して、１６から１９歳までの

運転者は約３倍以上の事故発生件数となっています。そして、２０歳から２４歳は約２倍、２５歳か

ら２９歳では１.２倍程度となっています。高齢者と比べて、１０代、２０代の若者は極めて事故率が

高くなっていることがわかります。お聞きします。このデータは認識していますか。教えてください。

そして、このデータを見ると、高齢者は事故を起こしやすいからという理由で免許返納を勧めるという

のはおかしくありませんか。教えてください。 

○藤田防災まちづくり部長  今、委員からご提示のありましたデータについては私どもでも把握して

ございます。また、高齢者の免許返納についてでございますが、事故に限らず、高齢の方々の状況に

よっては、やはり免許をそのまま持ち続けるのがいいのかどうかはご家族としっかりお話をしていただ

いて判断すべきことだと考えます。その選択肢をなくすことは私はいけないと思いますので、しっかり

このことについては啓発していきたいと考えてございます。 

○須貝委員  このデータから、運転は未熟だったり反射能力や判断力が遅くなったり注意力が弱く

なったら運転の危険度が高いということは理解できますが、若いからとか、高齢だから危ないという理

由づけをするなら、運転者の弱点を補助・支援するシステムである、衝突被害軽減自動ブレーキを車に

装備すれば、危険を回避するシステムを使えばよいはずです。つまり、事故の原因は、運転の未熟さ、

運転ミス、前方向への注意不足、勘違い、突発的な病気など、さまざまな原因で起きますが、この衝突

被害軽減自動ブレーキを装備すれば、運転者の能力が落ちていても、人や車と衝突しそうになったら、

それを感知し、注意音を発するとともに、動力を遮断し自動的にブレーキをかけてとまってくれますの

で、事故はかなり防げると思います。もしも十数年前に、国内の自動車メーカーが完成していたこの技

術を義務化していれば、どれだけ多くの悲惨な事故、死傷者多数の事故を防げたかと思うと、まことに

残念です。 

 動いている金属の塊が人とぶつかれば、人は大けがを負ったり死亡したりします。この自動ブレーキ

を装備していない車は、運転能力次第では危険で殺傷力があり、凶器にもなり得るため、欠陥自動車と

言えると私は思います。お聞きします。この衝突被害軽減自動ブレーキをご存じですか。そして、この

事故を防ぐため、人間の弱点を補助・支援するシステムを車に装備するべきだと思いますが、ご見解を

お聞かせください。 

○藤田防災まちづくり部長  今ご提案のありました衝突被害軽減ブレーキについては、十数年前から

さまざまな技術について革新が重ねられてきて、現在に至っているということで認識してございます。

この軽減ブレーキの効果でございますけれども、衝突被害のブレーキを搭載した車の追突事故などでは、

搭載していない車の事故の件数と、５２.９％と、おおむね半分ぐらいになるというような分析結果も

ございまして、大変効果があるというものだと私どもも認識してございます。 

○須貝委員  十数年前、自動車メーカーでは既にこのシステムを開発していましたが、当時の国土交

通省がこのシステムの採用をとめていました。その責任は大変重く、今日まで安全システムを装備して

いない、いわゆる欠陥自動車が走り続けていたことに対して、国と自動車メーカーに憤りさえ感じます。 

 さて、お聞きします。運転者を加害者にさせない、区民を被害者にさせないように、交通事故防止の

ために、品川区の事業にかかわっている全ての自動車に、この安全システムの装備をするべきと思いま
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すが、ご見解をお聞かせください。そして、交通事故を減らすために、痛ましい事故をなくすために、

衝突被害軽減自動ブレーキの装備を推奨し、この安全装置の普及啓発等をするべきと思いますが、ご見

解をお聞かせください。 

○藤田防災まちづくり部長  衝突被害軽減ブレーキでございますけれども、これまで、１０年ぐらい

前からさまざまな技術の検証を重ねてきたところでございますが、当初は、衝突被害軽減ブレーキは自

動ブレーキの機能、あくまでも衝突時の被害軽減を目的としておりましたので、当時の性能からも装置

を過信してしまう可能性があるとのことから、国土交通省ではあえてそれを推奨してこなかったという

ような経過がございます。今日は、先般、日本が主導して、こういったブレーキの導入を国際基準にし

ていこうというような動きにもなってございます。そういう面では、今、この事業についてしっかりと

推奨していくべきだと考えてございます。 

 区といたしましても、さまざまな場面で警察と連携いたしまして、交通安全のキャンペーンなどでも

啓発に取り組んできたところでございます。 

○須貝委員  質問にまだお答えいただいていないのですが、総務委員会には出てきますが、品川区で

も本当に毎年、事故を起こして、区民に、あるいは区内で働く事業者に対して、事故を起こしてぶつけ

たり、前回は、区の直轄の職員ではないですが、死亡事故もあります。その辺について、もう一度ご見

解をお聞かせください。 

○藤田防災まちづくり部長  現在、国といいますか、国際基準の中では、大型のバスあるいはトラッ

ク等については、こういったものの基準がございまして、自動ブレーキをつけなさいというような形に

なってございます。今後、小型の貨物、それから乗用車等についても、これが義務化されるような動き

が、国も含めて、国際基準も含めてございますので、そうした動きに合わせて、区としてもしっかりと

検討していかなければいけないと考えてございます。区内の中で、踏み間違いなのかどうか、原因は

はっきりしない部分もございますけれども、過去に事故があったというようなことも、私どもも把握し

てございますので、そういったことも含めて、安全安心な運転を運転者にしっかり求めるとともに、可

能なこういった技術についても車に搭載が義務化されれば、区の車にもそういったものをつけていくと

いいますか、新車でないと今つかない状態でございますので、買いかえのタイミングでこういったもの

に切りかえていくというようなことも考えてございます。 

○須貝委員  我々、皆さんも、区民のために働いていらっしゃる。区をよくしようとして働いてい

らっしゃる。その中で、お金はかかるかもしれない。だけど、まず区民に迷惑をかけない。区で働いて

いる事業者に迷惑をかけない。これは基本ではないですか。やはり命の重み。相手にけがをさせたら、

その人の一生というのは台なしになります。私は、そういうことから、やはり区としては予算をかけて

も、区民には迷惑をかけないのだと。そして、安全な車に乗るのだ、運転するのだと。まして働く人を

守ってやるというのは、やはり区の上に立っている人たちの務めではないでしょうか。みんな、ちゃん

と事故を起こさないように運転しようと考えて運転しています。だけど、ちょっとした不注意、ちょっ

とした脇見運転、ちょっとうっかりということもあります。そういうことも考えて進めていただきたい

と私は思います。 

 次に、老朽化したマンションについてお聞きします。国土交通省の推計によると、築４０年超の分譲

マンションは、２０３７年には約３５２万戸になると見込まれていますが、今、全国で居住者がいなく

なり、その後、長期間にわたり放置され、老朽化が進み、崩壊の危機が生じてスラム化した、築４０年

以上の分譲マンションが増えて問題になっています。本来ならば、所有者の責任で解体するべきですが、
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所有者が不明になったり支払い能力がなかったりしたため、やむを得ず自治体が公費負担で解体する

ケースが増えています。 

 お聞きします。今、品川区にも築４０年以上になる、古くなった中高層マンションは増え続けていま

すが、この実態についてどのように認識していますか。また、なぜこうなるのですか。そして、区では

このような問題はありましたか。起こる可能性はありますか。教えてください。 

○中村都市環境部長  現在、区内のマンションの棟数の現状でございますけれども、東京都のデータ

ベースで統計的に２,２３５棟ということでございます。そして、この中で、区分所有法といいまして、

マンションの管理に対するルールといったものがきちんと厳密に定められたのが昭和５８年。この昭

和５８年以前に建てられたものについて、６０３棟と把握しております。管理ができていないと考えら

れるマンションの数は、直接的には区として確認はしておりませんけれども、来年度から、東京都のマ

ンションの管理の促進条例に基づきまして、届け出などの制度もあります。こういった届け出がされた

ところで、しっかりと把握して対応してまいりたいと考えております。 

○須貝委員  今、そういうふうに、管理・維持できないところを、これから調査もしていくのでしょ

う。ですが、その一方で建築ラッシュは進んでいます。品川区を見て、中高層マンション、そして今、

タワーマンションがどんどん建設されていっております。そのような状態で、今、分譲マンションは区

分所有であります。居住者がいない。所有者が不明で維持管理ができなかったり、見つかっても支払い

能力がなかった場合、近隣住民に危険を与えるような老朽化したマンションは、誰に是正要請をするの

ですか。教えてください。もしも是正要請先が不明や、見つかっても支払い能力がない方しかいない場

合はどうするのですか。放置するのですか。教えてください。 

○中村都市環境部長  マンションは、複数棟が集まった集合の住宅でございますので、その中に空き

室ができるという現象は不自然なことではございません。ただし、委員ご指摘のように、一時的な空き

室であればいいのですけれども、これが長年にわたる空き室ということになりますと、これが空き家と

いうことで、一棟、二棟であれば、管理組合などを通して所有者に働きかけも行えるかもしれませんけ

れども、先ほど委員からご指摘がありました、所有者がわからなかったり、あるいはその数、比率が多

くなってきますと、なかなか管理も難しいというところはご指摘のとおりだと思います。こういったも

のにつきましても、現在は区内ではそういった重篤なものについては確認はできておりませんけれども、

今後発生のおそれがないとも限らない。予防という観点から、しっかり届け出をしてもらった上で、区

としても管理を促していきたいと考えております。 

○須貝委員  もう一度お聞きしたいと思いますが、将来、老朽化して危険なコンクリートブロックに

なってしまった分譲マンションが、区内に乱立したまま残り続ける可能性はありますよね。これを教え

てください。これから管理ということですが、本当に大丈夫なのでしょうか。それとも、そういう場合、

他の自治体が実施しているように公費負担をして、行政代執行をして強制撤去するのでしょうか。教え

てください。 

○中村都市環境部長  これから管理の状況について届け出をしてもらう。その届け出の内容でござい

ますけれども、まずは管理組合の有無や、管理者がいるかどうか、また規約がしっかりしているかどう

か、そして規約に基づき総会などがしっかり行われて議事録なども作成されているとか、そういった管

理の状況をしっかり把握していきたいと考えております。また、この中には、管理費のほかに修繕積立

金の有無、また大規模修繕工事の計画があるかどうかといったものも確認するということになっており

ます。したがいまして、今後、管理の状況について把握した上で、どのように区としてバックアップが
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できるかというところでございますが、これは今後の検討課題になると思いますけれども、ただ、まず

は何より現状把握をしなければいけないというところにおきまして、引き続き、区としても現状把握、

そして今後の対応に努力してまいりたいと思っております。 

 また、先ほどありました、空き室が増えて、そしてこれが全て廃墟になってしまったというような仮

定でございますけれども、まずは先ほど申し上げました、管理の状況の把握に基づきまして、そうなら

ない予防に全力を尽くしていきたいと考えております。万一、そういったことになった場合には、これ

は空き家の活用ができるかどうかの検討もしなければいけませんが、その次に、最終的には、空き家の

適正管理に関する条例等、法や条例に基づきまして、代執行ということも可能だということで、選択肢

の最終的なものの中には入ってくると考えております。 

○須貝委員  品川区は、片やうれしいことかもしれませんが、中高層マンション、タワーマンション

がどんどん建っている。これは、自治体は建てるときは許可を出して、法律にのっとって、問題なけれ

ば建ててくださいと。ですが、それを出しておいて、それは個々人がみんな建てるわけですけれど、そ

して許可を出している。それで、解体するときは、今のままでいったら、自治体がその解体費を持たな

ければいけない。公費で賄うというような、おかしな状況が起きます。だって、これだけ建っていて、

本当に分譲マンションは区分所有ですから、５分の４まで賛成者がいればいいですけれど、それ以下

だったら壊すことも何もできない。まして年数がたって、耐震に問題なければ、ずっとそのまま建ち続

けざるを得ない。だけど、そんな汚い、老朽化したマンション、いずれ誰もいなくなりますよね。そう

したら、本当に大変な負の資産を、この品川区は背負うことになるわけです。だって、個人だったら、

逃げていっていいのですから。だから、私はそういうことも考えて、これから一体どうするのかと。後

始末がちゃんとできるのか。それで将来、そういう場合に備えて、法律も国によって改正してもらわな

ければいけない。どうやってその費用を捻出するのだ。そういうことも検討しないといけない。その辺

について、どのような対策、検討を考えていらっしゃいますか。お答えください。 

○中村都市環境部長  まず、予防に取り組むというところでございます。これは、大規模修繕等の計

画の有無というところも確認するというところで、大規模修繕の中には、建物の延命を図るものと同時

に、取り壊し等の長期的なものも入っているかどうか。こういったところも確認していかなければいけ

ないと考えております。ただ、先ほども述べました代執行につきましては、最終的には原因者負担とい

うところに帰属するということになっております。ただ、ご指摘のように、所有者がはっきりしないと

いうようなところもあるかと思いますけれども、ただ、少なくとも土地につきましては、しっかり登記

がされていなければ、共同住宅という性質上、やはり建つことはできませんので、建物の価値、解体の

費用に比べまして、やはり土地の価格というのは非常に同等か、少なくともそれ以上というところでご

ざいます。こういったところに基づきまして、原因者負担を求めていくということになろうと思います。 

○須貝委員  予防とおっしゃいますけれど、数があって、本当にこれだけのものを予防できるのかと

いうことと、今、土地は残るからとおっしゃいます。でも、それは、借金をしていて抵当に入っていた

ら、全然、区は手出しもできないです。何もできない。では壊すのはどうするのだ。区民はみんな、危

険だから早く壊してくれ。そうしたら、公費負担で早くやらないと、区民の危険がますます増えるだけ

ですよね。そういうことを考えたら、私はやはり法律的にも何か手だてを考えないと、これだけの多く

の建物が品川区、よくて便利だから建っているのでしょうけれど、大変な負の資産を今、招き入れてい

るのではないかということがまだ危惧されます。その辺についてもう一回お答えください。 

○中村都市環境部長  先ほど、条例に基づく届け出ということがこれから行われると申し上げました
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けれども、この条例に基づく現状の把握をしまして、その中で指導していく中で、また新たな課題等と

いったものが、もしかしたら発見できるというところで、東京都と連携して、しっかりと、まずは予防

に努めてまいりたいと考えております。 

○須貝委員  わかりました。 

 では、次の質問にいかせていただきます。高層難民についてお聞きします。高層マンションでは、上

下移動に欠かせないエレベーターが、貴重なライフラインになっています。停電でエレベーターは使え

なくなり、大地震で広範囲の地域が被災したら、復旧までは何カ月もかかるだろうと想定されます。東

京都の被害想定では、電力の復旧まで１週間とされていますが、当然、エレベーターも動きません。発

生直後、行政が住民に配給する水や食糧は全て、地上で行われます。ですから、そこにいる住民、もし

マンションに避難している人がいたら、３４階に住んでいれば、毎３食、朝昼晩、そのごとに１階にお

りて、また自分の３４階の部屋に戻らなければいけない。そのような過酷な日々を過ごすしかありませ

ん。もちろん、エアコン、冷蔵庫は使えません。水も使えない。出ない。トイレも使えない。充電もで

きない。ぐあいが悪くても救援隊も見回りにも来られない。仮にエレベーターが動くとしても、一応、

法律でエレベーターの保守会社が来ない限りは使わせないというふうになっています。そうしたら、本

当に何カ月もかかってしまう。停電時にこのような状況になる高層難民者に、区は今、在宅避難を推奨

していますが、支援できるのですか。教えてください。また、これまでどおり在宅避難をさせるのです

か。教えてください。 

○曽田災害対策担当部長  高層マンションにおける在宅避難についてでありますけれども、基本的に

はマンションの住民による自助・共助による備えということになろうかと思います。まずは平素から備

蓄物資を準備しまして、当初必要なものを蓄えておく。そして、発災後につきましては、マンション内

の役立つような組織を事前につくりまして、お互いの助け合いによって乗り切っていただくということ

になり、区としてもできることはしたいと思いますが、それはやはり限定されることになると思います。 

○須貝委員  今、備蓄もしていただいてというお話ですが、仮に一カ月、二カ月、こういうことが

あったら、そんな備蓄は基本的にできないでしょう。では、その方たちはそこに避難していろというこ

とは、私は難しいと思います。今でも、武蔵小杉の問題が起きているマンションの方は、ホテルに連泊

しているそうです。やはりそういうふうになってしまいます。ということは、避難所としては、在宅避

難としては、高層マンションはやってはだめということでしょう。その辺はやはりはっきりすべきだと

私は思いますが、ご見解をお聞かせください。そして、ではほかで避難するなら、避難する場所はある

のですかということです。この方たちが避難する場所があるのですか。そして、収容できるだけの広さ

があるのですか。お答えください。 

○曽田災害対策担当部長  発災時の避難についてですけれども、何も区内にいていただくという必要

はないと思います。もし親戚や知人などがあれば、広域避難という考え方もありますので、もし避難所

で過ごせない。しかもそういう場所があり、足がありという方については、そちらのほうに行っていた

だくということも１つの方法だと思います。そういう当てのない方につきましては、また家で住めなく

なった方については、区民避難所に来ていただきますし、またその家が安全な場合、そこで過ごせる方

については、在宅避難をしていただくということになります。今ご指摘のように高層マンションで、そ

れほど生活に負担があるという方につきましては、無理にそこにとどまらずに、最寄りの区民避難所に

来ていただきたいと考えております。スペースについてはなかなか課題があるかと思いますけれども、

そういう場合のための補完避難所を予定しておりますけれども、それを開設したり、またそれでも足り
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なければ、さらに区有施設なり公有施設なりというものを確保いたしまして、なるべくそういう避難者

を受け入れるということについては、そのときに全力を尽くしてやっていきたいと考えます。 

○須貝委員  部長、ここにいられなかったら、どこか親戚のところを頼ってくれ。それはおかしな話

ですよね。もし、ここで避難するのは、タワーマンションは長期間避難場所とするのは適当ではありま

せんと、明確にお示しすべきではないですか。そこに避難するということは、これだけやはり大変なこ

となのです。私は、そこははっきり、近くの施設に避難してください。でも、そういう場所はあるので

すか。それは確保できているのですかとなって、あれだけの人数が、１つのマンションでも千人単位で

いるわけですよね。本当に大丈夫なのですかということを私は心配します。 

 そして、区では中高層やタワーマンションの建築許可を出して、税金もいただいています。一方で災

害時には支援できないのに、許可していて、受け入れることはおかしくありませんか。また、孤立して

支援できないため、一般的に防災上は、中高層以上の建物は避難場所にふさわしくないと、いろいろな

文献で専門家が言っています。言われているなら、やはりそこの中で対処しなければいけない。はっき

り区民にお示ししなければいけない。だけど、区内にどんどんタワーマンション、高層マンションは建

ち続けています。何か矛盾していませんか。大変なところがどんどんできていく。そこで避難してくだ

さいといっても助けに行けない。だけど、どんどんつくっている。その辺の矛盾をどう思われますか。 

○中村都市環境部長  マンションの建設につきましては、地域の防災性の向上ですとか、そういった

ものを図る公共的な意味合いもございます。また、民間の個人が経営するマンションにつきましては、

利潤追求というところもあると思いますけれども、ただ、これは区民の皆さんの正常な経済活動の一環

として、建築基準法に基づき許可をおろしていると。ただ、この許可につきましてですけれども、これ

は正式には建築確認でございますが、こちらは法律に基づき、建物自体が災害のときに倒壊したりしな

い、また逃げる時間があるといったものを基準に確認するというところになっておりまして、災害時の

避難や生活の保障といったものまで、確認の際に見るということになりますと、これは事業主の現実的

な経済の負担も大きいというところと、また国の法律の解釈におきましても、やはりあくまで建築後の

管理につきましては、その所有者が行うというところに基づきまして、今、基準法はそういった仕組み

になっているというところでございます。 

○須貝委員  区民の命を守る。まして税金をいただいている。だったらはっきり、やはり区としても、

「こういうふうにします」と明確に伝えておかなければまずいのではないですか。そうでしょう。税金

もいただいて、そこに住んでいただいている。防災上もわかります。空地をつくって。それは、ある意

味で立派なことだと私は思います。だけど、災害がいざ起きたら、非常に、ある意味で、長期間、避難

できない場所ですということは、やはり明確に伝えるべきだと私は思います。それに対しては、しっか

り、これから私は対策をしていただきたいと思います。 

 次に、無電柱化と無電信柱化についてお聞きしたいと思います。日本は地震や台風などの自然災害が

多い国です。１９９５年、阪神・淡路大震災では、電力が４,５００基、通信３,６００基の電力柱と電

信柱が倒壊しています。東日本大震災では２万８,０００基に上っています。こういうものが倒壊して、

道路の通行を阻害し、生活物資の輸送に影響を与えるほか、緊急車両の通行に支障を来しています。さ

らに、垂れ下がった電線に接触したり近づくことで、感電の危険もあります。近年の大型台風でも、

約２,０００本と聞いておりますが、倒れて、広範囲にわたる地域で大規模な停電を起こしたり、通信

網の遮断が起きたりして、復旧にはかなりの時間を要しました。今は家庭でオール電化、通信回線の利

用の時代なので、電気のない、通信回線がない生活の過酷さが改めて認識されました。そして、こうい
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うことがあるならば、停電や通信遮断の主な原因は、まちなかに無数に立っている電気用の電柱や、通

信用の電信柱が倒壊したことなので、電線や通信回線を地中に通す無電柱化と無電信柱化が必要だと私

は思います。お聞きします。なぜ無電柱化と無電信柱化は進まないのでしょうか。また、大震災がいつ

起こるかわからないという状況下にもかかわらず、何で対応が遅いのですか。お聞かせください。 

○藤田防災まちづくり部長  無電柱化についてのご質問でございます。海外を見ますと、ロンドンや

パリにおきまして、おおむね１００％となっていることに対しまして、東京２３区では、約７％の無電

柱化の整備率という形になってございます。海外では、街路灯といいますか、そういったものが建てら

れるときに、当初からガスによるガス灯、それから電気による電灯ということで、両方の事業が一緒に

スタートしていたということで、ガス事業にあわせて電線を空にはわせるような形はやめて、地中に埋

めていきなさいというようなことが当初から言われまして、海外の場合は、まちづくりを進める中で無

電柱化が大分進んだと聞いてございます。また、東京の場合においては、１９世紀の最後ぐらいに、

ちょうどガス灯と電気灯がつくような形にはなりましたが、２０世紀に入ると、ガス灯のほうは、どち

らかというとガスのほうは熱エネルギーの活用というようなことで、光をつけるというような形の事業

にはだんだんなくなっていったということで、都内の隅々まで光を届けるために、まず早く光を届ける

というようなことで、地中に埋めるのではなく、架空線による方法が、まちづくりの中でとられたとい

うような形で、現在のようなことにつながっているということで、実際には海外と日本の歴史的な背景

は大分違うのかと考えてございます。こうした中で、品川区においても、今後やはりまちづくりの中で

は無電柱化を進めていくべきと考えてございまして、現在、方針を立て、今後、無電柱化の推進計画に

ついてもしっかりと立て、計画的に事業を進めていきたいと考えているところでございます。 

○須貝委員  本当に、これだけ社会問題になっているのに、もう喫緊の課題ではないですか。区内を

見たらおわかりですよね。これだけ電柱、電信柱もそうですが、立っていて、もう網の目と言ったらお

かしいですが、それぐらい配線だらけです。何かあったら、もう何も動きもとれなくなります。本当に、

これはまさに今、いつ大震災が起きるかわからない。そういうところが国でも言われている。さまざま

な関係機関が言っている中で、私は喫緊の課題だと思います。もし規制等があって進まないということ

ならば、やはり人の命にかかわるということは、私は何よりも最優先されるべきだと思います。今はオ

リンピック・パラリンピックもあって、広い通りの電線を地中化していますが、本来なら、区としては、

まちの中を最優先して先にやるべき仕事ではないでしょうか。また、ドイツ、イギリス、フランスなど

の電線類地中化工事のように、ケーブルを直接埋設方式に使えば、市街地の配電の末端部分の工事は非

常に簡単で安価で、さらに早くできるという話まで聞いています。そういうことも、やはり国にお願い

して、また東京電力にもお願いして、どんどん進めて、人の命を守るのだという使命、自覚を持って、

品川区もやっていただきたいと私は思いますが、今の２点についてお聞かせください。 

○藤田防災まちづくり部長  区ではこれまで、日本の主流である電線共同溝というような形での無電

柱化を進めてきたところでございます。こちらにつきましては、道路管理者が管路、電線等を入れる箱

的なものでございますけれども、それを設置しまして、その内部に電力事業者などがケーブルを入れる

というような方式でございまして、日常のメンテナンスも被害時にも、安全安心な道路環境が確保でき

ると考えている方法でございます。 

 また、海外の場合は、先ほど委員からもご紹介がありました、低コストの手法であり、電力等のケー

ブルを直接地下に埋設する方法というような形になってございます。また、工事のときにも、日本の場

合は、近隣の方々のために、毎日掘って、翌日には通行ができるようにするというような形で、埋め戻
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しをするというような形をとっておりますけれども、海外の場合は、これはケース・バイ・ケースでご

ざいますけれども、常設作業帯を設け、地域の方々の利用に制限をかけながら工事をやるという形で、

安くできるというような話も聞いているところでございます。現在、こういった工法等も含めて、国や

東京都でも技術的な検証をさまざま繰り返し行っているところでございまして、特に区の場合について

は、生活道路、幅員の狭いところ等については、道路の地下には水道管・ガス管等が多く埋設されてご

ざいます。こういった中で、１つはなかなか工事の環境が整わないのかということと、あと直接埋設と

いう方法が、防護性の低いケーブル等もございますので、海外と比較して湿潤な気候である日本ではま

だまだ課題の確認ができていないというような状況でございます。こうした方法も含めて、国や東京都

の動きと、品川区としてもやりたいという気持ちは持ってございますので、その辺を、整合性を図りな

がら、できるところから無電柱化の工事を進めていきたいと考えてございます。 

○須貝委員  幾つか質問させていただきましたが、やはり区民の安全を最優先にして、一時も早く遂

行していただきたいと私は思います。 

 以上で、品川改革連合の総括質疑を終わります。 

○大倉委員長  以上で、須貝行宏委員の質疑を終わります。 

 次に、吉田ゆみこ委員。 

○吉田委員  品川・生活者ネットワークを代表して総括質疑を行います。 

 最初に、羽田新ルート計画についてです。区はこれまで、機会あるごとに国との協議を行い、さらな

る騒音対策、安全対策、区民への説明を求めてきたと説明されております。では、次の点についてはど

のような説明を国から受けていたか、確認させていただきます。 

 １点目、大井町駅上空約８０デシベルの根拠をどのように説明されましたか。実機で測定したので

しょうか。その場合は、各地の飛行場で何機分の音の収集を行ったのか。もしくは、シミュレーターで

エンジンデータをとって専門家に解析を依頼した結果を使ったのか。シミュレーターの場合は、着陸重

量と２種類のフラップの角度をどれぐらいに設定したのか。それぞれどのように説明されたのか伺いま

す。 

 次に、空港への進入角度を０.５度引き上げたことについてです。専門家の指摘では、進入角３.５度

は、パイロットにとってはジェットコースター並みの急降下になるということです。着陸時には３.５

度で急降下し、滑走路近くで機首を上げる、フレアと呼ばれる操作のタイミングはかなりの技量を必要

とするため、尻餅事故の可能性が大きくなるのではないかと指摘されています。重大事故になりかねな

い大きな問題ですが、加えて品川区にとっては音にも影響があります。品川区大井町駅上空付近は、

ちょうど着陸前に機首を上げる位置に当たっており、機首を上げるフレアという操作でエンジン出力を

上げるため、音は強くなると聞きました。今回、進入角度が大きくなったため、その音も強くなるはず

ですが、その点についてはどのように説明を受けておられるでしょうか。落下物対策は、日本が求める

検査を実施しないと羽田便の運航を許可しないということが説明されましたが、その取り決めのとおり

検査が実施されているかの確認はどのようにとると説明されているのでしょうか。 

 次に、２月に実施するとされている、実機によるテスト飛行の条件設定は、どのように行うと聞いて

いるのでしょうか。機種はどうでしょうか。重量はどれぐらいに設定されているのでしょうか。それぞ

れお答えください。 

○中村都市環境部長  初めに、８０デシベルの根拠というところでございますけれども、これはシ

ミュレーターに基づくものではないということで、国からの説明では、実測に基づくということでござ
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います。この実測の内容につきましては、過去の航空機の騒音調査によって取得したデータ、これは一

定程度、ばらつきがあるということでございます。このばらつきは、測定時の周囲の音を拾うですとか、

あるいは建物の反射といったものがあるというところでございますが、こういった特殊要因を極力排除

したデータの平均的な騒音を抽出して、そこから計算されたものだということでございます。 

 実際の騒音値につきまして、着陸重量等の条件で変動が起こり得るということでございますけれども、

これも、さまざまな種類の条件の中で測定する値を採用するというところにおいて、これもばらつきの

平均をとっているということでございます。したがいまして、航空機あるいは騒音の測定場所といった

ものについて具体的に示されておりませんが、あくまで適切な条件に基づく計算値と説明があったとこ

ろでございます。 

 それから、降下角３度から３.５度の変更に伴います機首上げについてですけれども、これは、現行

の中では機首上げをするべき地点というのは設けていないというところでございますが、ただ、着陸の

直前にパイロットによる操縦によって行われるというところで、ただ気象条件などがあるというところ

でございますが、基本的には着陸直前ということで、これは区といたしましても大井町上空ではないと

いう認識でございます。また、実際にこれは飛行場の直近か、あるいは滑走路の中で、実際に空港で見

学に行きますと、ちょうど角度が変わるというのも見られると思いますが、本当に直前なのだという実

感を私も持っているというところでございます。 

 それから落下物についてでございますけれども、こちらは、まず海外から到着する航空機を、日本に

おいて、日本の検査官がやはり立ち入り検査をするというところで、到着した航空機の機体を抜き打ち

でチェックするというところ。そして、ここで違反が確認された場合には、航空会社へ是正を求めると

いうところで、必要に応じて所属国の航空当局にも、是正を求める対応をあわせて行うということでご

ざいます。そして、この落下物対策は、日本に乗り入れる認可の取得のときに、各航空会社から事業計

画というものが提出されるというところで、安全対策について守られていないと、乗り入れ禁止などの

措置がとられるという、非常に重たい措置ということであると、国では説明しているところでございま

す。したがいまして、しっかりと国内に乗り入れた航空機についてチェックを行っていくというところ

でございます。 

 それから、落下物の責任についてですけれども、これは従来もそうですが、それぞれの原因究明にま

ずは当たりまして、そして責任者が決まるということでございます。原因が不明なものについては、こ

れも国が補償の立てかえを行うなど、国が責任を持ってフォローも行うという説明でございます。事故

や落下物が実際に生じないようにすることが最も重要だというところで、国も未然防止に全力で取り組

んでいくというところで、これは、今までの取り組みについては、区も国に対して説明を求めてきたと

ころで、しっかりとこれが実行されるように、引き続き国に対しては意見を申し上げたところでござい

ます。今後も引き続き継続して、こういった意見を申し上げる必要があると考えております。 

 それからテスト飛行についてですけれども、飛行検査は実際の航空機ではなくて小型機で行うという

ところでございます。この小型機は、約２０メートルから３０メートルの全長だと聞いておりますが、

小型ジェット機で行うということで、その内容につきましては、航空機が適切に滑走路に進入してくる

ように、横のぶれですとか縦のぶれといったものを、計器を使って制御する。航空機にお知らせして警

告を発したり、またコントロールをしたり、さまざまな目的でセンサーが取りつけられているというこ

とで、こういったものが正確に作動するかどうかをチェックするということだということでございます。

飛行検査につきましては、今の小型ジェット機というところで、経路上を飛んだり、あるいは経路と直
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角方向に飛んだりということが行われております。これは現在も飛行しているというところでございま

す。それから、実際の航空機を使った飛行でございますけれども、これは来年の１月末から国では行う

ということで、これにつきましては、乗客を乗せた実際の航空機で行うというところでございますので、

これは現在、日本に乗り入れをしている航空機の大きさや機種など、さまざまあると思いますけれども、

これは実際の機種ということでございます。 

○吉田委員  最初の８０デシベルです。よく説明がわからなかったのですけれども、結局は、過去の

データを参考にして平均的ということで、適切な条件設定ということだったのですが、その辺の詳しい

突っ込んだ根拠は示されていないということですか。明確な根拠はないように伺ったのですけれど、そ

のように理解してよろしいでしょうか。 

 それから、機首を上げるとき、直前は、飛行機にとっては、大井町上空であっても、かなり着陸態勢

に入っているところだと思います。そこで機首を上げると聞いたのですが、本当に滑走路に入った直前

という理解でよろしいのでしょうか。 

 それから、テスト飛行です。要するに、機種や重量などは明らかにされないまま、現実に飛んでいる

飛行機でテスト飛行とするということでよろしいのでしょうか。 

○中村都市環境部長  まず、騒音の計算におけるサンプルでございますけれども、これは通常の物理

的な計測を行う場合もそうですけれども、やはり特殊要因は除くというのは理解できるところかと思っ

ております。また、具体的にどの場所をどのようにはかったのかというところは示されておりませんけ

れども、ただ、８０デシベルは１,０００フィートにおけるサンプルというところでございますので、

国としても可能な限りのところで正確な数値の把握に努めたのかと考えております。 

 それから、機首上げについてですけれども、これも国に対しては確認しているところで、品川区上空

ではない、着陸の直前であると考えているというところでございます。 

 それからテスト飛行についてですが、これは実際の航空機による来年の飛行でございますけれども、

こちらも、これは当然、航空ダイヤに基づいて運行されるというところでございますので、ただ、その

内容については、まだ区としても把握できず、国としても説明されていないというところでございます。 

○吉田委員  最初の８０デシベルの音の根拠は、結局は、今回の計画のために何か実測をしたとか、

そういうことではなく、過去のデータで、よくわかりませんが適切な条件の中で判断されたということ

です。今回のための実測とか、そういうことはされていないということでよろしいですね。 

 それから、さっき聞き忘れました。落下物対策です。認可の取得のためにこの対策が必要だというこ

とで、大変重いものであるということは、私たちも説明を受けました。ただ、それを国として、実際に

海外に対してどのようにきちんと担保させるのか、その辺のことについて伺ったのですが、区としては

もう少しきちんとした説明を受けられていると思いますが、ご説明をお願いいたします。それからテス

ト飛行については、やはりテスト飛行と言うからには、結果として、どれぐらいの機種でどれぐらいの

重量によってこういう騒音だったとか、そういうことが示されるべきだと思いますが、その辺について

見解を伺います。 

○中村都市環境部長  まず、騒音の測定値でございますけれども、これは実際に、まだこれから飛行

しないと測定はできないというところで、推測値であるというのは仕方ないのかと考えております。た

だ、国としましては、飛行に際して測定局も設けるというところでございますので、しっかりと測定し

て、また情報提供をしていただくというふうに対応していただきたいと考えております。 

 また、機首上げについては着陸直前というのは、国に念を押して確認しているところでございます。 
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 また、落下物等についてでございますけれども、これは事故の未然防止につきましては、日本に航空

機を乗り入れる前に、航空会社に検査の計画の提出を義務づけているということで、この検査というの

は、どのような場所をどのように検査するかという、具体的なものだというところでございますので、

こういったものについて、しっかりと検査が行われるという前提の中で、さらにそれが行われているか

どうかの確認も含めた、日本国内での検査官の立ち入り検査が行われるのだと、区としては認識してお

ります。 

 また、テスト飛行についてですけれども、これは実際の航空機を飛行させるというところまでは確認

しておりますけれども、今後、さらに詳しい状況につきましては、わかり次第、教えていただくように、

区としても伝えてまいりたいと考えております。 

○吉田委員  さまざま伺いましたけれども、やはり区として国から十分に説明を受けていないという

ことは明確になったと思います。また、区として国の説明を聞く際には、区民の不安を代弁して、国の

説明を受けるだけではなく、それに対して突っ込んだ質問をしていただきたいと思います。こういう説

明も不十分であるにもかかわらず、区として反対の姿勢を明確にできなかったことは、本当に納得でき

ないと思っております。生活者ネットワークとしては、今からでも区としては容認できないということ

をぜひ表明していただくように強く求めたいと思います。何か見解があったら伺いたいと思います。 

 次にいきます。区の委託事業の契約のあり方について伺いたいと思います。委託事業の中でも、福祉

事業について取り上げたいと思います。福祉事業では、事業の性質上、一般競争入札にはなじまないた

め、随意契約が多くなっています。随意契約を結ぶ際の手続、中でも契約金額の決め方について質問い

たします。この質問に至った理由として、障害者福祉事業において契約の仕様書のとおり事業が行われ

ていないのではと思われる事例に何件か出会ったためです。わかりやすい事例として、この事業はもう

修正されているときちんと認識しておりますが、私が議員になってすぐ出会ったのが、障害者の通所施

設で障害児の保護者のためのレスパイト事業を行うという契約です。契約どおり事業が行われていない

という、区民からの指摘を受けて調べたところ、人の手配ができないという理由で、事業が実施されて

いなかったということがわかりました。次の年、２０１６年度になって、金額を増額し、職員の配置

を１人増やすことで、契約どおり１日１人のレスパイト事業が行える体制が整ったと、２０１６年の予

算特別委員会での私の質問にご答弁がありました。２０１５年の契約金額の算定が不適切だったのでは

ないかということだと思います。 

 それで、質問の視点としては２つです。１つは、区として事業を執行するために、効果的・効率的な

金額であるか。もう一つは、受託事業者が受託した事業を行うに足りるだけの十分な金額になっている

か。その２点です。最初に、随意契約を結ぶ際の手順について伺いたいと思います。経理課としての役

割と所管での役割、それぞれあると思いますので、お知らせください。障害者福祉事業の場合、所管で

は随意契約の金額算定などの手続をどのような体制で行っているのか教えてください。先ほどの事例、

レスパイト事業で、なぜこのような不適切な金額となってしまったのか。その要因をどのようにお考え

か伺います。事業者から、事業費の金額の根拠を示した見積もりをとらなかったのでしょうか。それぞ

れお答えください。 

○榎本総務部長  契約の関係の、まず一般的な手順、役割分担を説明させていただきます。まず、契

約を各所管もしくは経理課を通す場合については、もう一般的な流れとしては、前年度の予算要求のと

きから始まっております。前年度予算、事業内容、翌年度どういう事業内容にするかということを検討

しまして、見積もりをある程度とって、予算要求をして、予算の査定を受けて、予算が上程されて、予
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算が議決されて、翌年度が始まる。翌年度が始まった段階では、経理課が契約を行うもの、所管課が契

約を行うもの、それぞれ分かれて、実際にその流れの中では、予定価格の決定、見積書の徴取、契約手

続というところは、経理課が行っても主管課が契約を行っても同じものでございます。同じく随意契約

の場合については、経理課に協議があるものもありますけれども、予定価格決定をして見積もりを徴取

して契約するという流れは同じでございます。 

○伊﨑福祉部長  ご指摘いただきました障害者福祉課の事例を例としてご説明いたします。 

 現在では、随意契約の金額の決め方につきましては、事業者との協議の上で、障害福祉サービスの経

営実態調査等の金額、数字を根拠とするなど、数字として客観性を担保するように体制を強化して、見

積もりも取得して進めているところでございます。 

 ご指摘いただいたレスパイト事業でございますが、当時は見積もりの取得は行っておりませんでした。

事業者との協議の中で金額を決めていたということでございます。この経緯でございますけれども、今

ご指摘の重症心身障害者通所事業でございますが、レスパイト事業をあわせて行っているもので、当初、

重症心身障害者通所事業とレスパイト事業が併存できる設定で金額を決定いたしましたが、その後、重

症心身障害者通所事業をお使いの方の中で、医療的ケアが必要な方が増えていったということで、そち

らに職員の配置が多くなったために、レスパイト事業のほうに人手が割けなくなったということがあり、

お断りをしたという年がございました。その実態に基づきまして、翌年度、改めて予算を要求し、契約

金額を改めたところでございます。それが、金額を変更したというところの理由でございます。現在は

つつがなく事業は実施しております。 

○吉田委員  先ほど、所管の中で、そういう契約金額の算定を、どのような体制で行われているかを

伺ったのですが、その点についてお答えください。 

○伊﨑福祉部長  現在のやり方ですが、委託事業者との協議をいたしまして、事業にかかわる人件費

等々の金額について、確認、お話をさせていただいた上で、当然、見積もりをとらせていただきます。

算定の基礎としましては、先ほど申し上げました、障害福祉サービス等々の経営実態調査と、客観的に

出されている人件費の基準が、国のものがございますので、これを参考といたしまして、東京都の人件

費のレベルに合わせた形で算定するのと、あと、さまざま、ほかに事業費、事務費等かかりますので、

その分も加算した金額で、見積もりを確認しているところでございます。 

○吉田委員  先ほどのご説明で、予算要求のときには参考見積もりをとるということです。参考見積

もりをとって、その後、金額を区側が示して、相手側から見積もりをとるというのが一般的かと思いま

すが、気になるのが協議というところなのです。やはり随意契約が必要というのはわかりますけれど

も、１者随意契約なのだと思うのです。１者随意契約のときに、いきなり協議というのが、金額算定に

とって適切なのか、その辺についてもうちょっと説明していただきたいと思います。その手続を所管課

の中で、どれぐらいの人数で点検しながら進めているか。その点についても教えてください。 

 やはり現在の手順では、契約事務の専門性を持った職員の目を通っていないのではないかと思ってお

ります。例えば、社会福祉法人が相手の場合は、区長名による契約になると聞きました。所管に委任す

るところは委任すべきだと思いますが、区としての何らかのチェック体制が必要だと思いますが、その

辺について見解を伺います。昨年の５月２２日の住民監査請求の措置結果報告を読むと、監査請求自体

は棄却になっているが、一番最後に記載されている監査委員としての意見です。そこに、「見積書の徴

取や委託金額の算定その他契約事務のあり方について、今後、福祉部全体として更なるチェックを行う

など、確認体制の強化を図られたい」とあります。監査請求自体は棄却なのだけど、やはり監査する中
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でこれらの課題が見られたということだと思います。この意見への対応として、福祉部としてどのよう

な確認体制の強化が図られたのか伺いたいと思います。 

○榎本総務部長  随意契約だから１者ということではなくて、随意契約でも２者以上から見積もりを

とるというのが原則になっています。そういった中で、やはり入札ですと、価格だけの勝負という、価

格だけを評価してやるということの短所がありますので、それを埋める形で最近行われているのが、プ

ロポーザル方式による、プロポーザルを経た随意契約という形。要は、価格と事業の中身を両方比較し

て、一番いい事業者を選ぶという形になっています。随意契約の場合、２者以上、見積もりをとるのが

原則なのですけれども、それにも例外がありまして、少額の契約もしくは公益法人や地方公共団体の契

約など、特定の法律に基づいた法人などについての契約は、１者随意契約でできるという形に、規定上

はなっております。 

○伊﨑福祉部長  監査のご指摘については福祉部としても重く受けとめまして、これ以降、先ほど申

し上げました、客観的な数字に基づいた契約事務のあり方ということを組織的に行っております。具体

的には確認体制ということですが、当然、担当者、係長、課長、あと金額をチェックする者という組織

の流れの中で、きちんと確認しているということ。それから、監査でのご指摘に基づいて、先ほど申し

上げたような対応をとっているということでございます。 

○吉田委員  障害者福祉課の契約については、基本的に１者随意契約が現実問題として多いと思いま

す。そのときの契約の中に、経理課には行かずに所管課の中で全て手続が進んでいると伺ったのですが、

その確認は間違っているのでしょうか。それを伺いたいと思います。 

 そもそも品川区契約事務規則第４０条では、随意契約の場合にも２者以上の見積もりをとることが定

められています。それにもかかわらず、品川区の福祉事業では１者だけを対象とした１者随意契約が多

いのではないかと思いますが、その点についていかがでしょう。１者随意契約とする根拠。先ほど

ちょっと示されましたけれども、やはり原則２者以上の見積もりをとる。それで、場合によってはプロ

ポーザルが求められていると思うのですが、それがそうなっていないという理由をもう一度お答えくだ

さい。この契約事務規則の第４１条には、見積書の徴取を省略することができる場合を定めております。

第１項第３号で、「見積書の必要がないと認められる相当な事由があるとき」というのが、見積書の徴

取を省略することができるという場合になっているのですけれど、それは範囲が広過ぎるのではないで

しょうか。もう少し明確な基準を規則の中で定めるなり、もしくは別途ガイドラインを定めるなり、そ

ういう手続が必要ではないかと思うのですが、いかがでしょうか。 

○榎本総務部長  先ほどの随意契約の中で若干申し上げましたけれども、特別の法律に基づいて設置

されている法人についてということで、社会法人につきましては、随意契約の場合も経理課に協議する

という形で手続をとっているところでございます。 

 それから、あと規定のほうなのですけれども、私もそこまで、細かいところがあるのですけれども、

これはいろいろと原則と例外が、かなり契約事務の場合には入っておりまして、その中で、要は契約の

手続、権限がうまく配分されて、適正な、公平な契約ができるという形でのルールをつくる中で、そう

いう運用なり規定を生んでいるという形でございます。要は、契約の締結権限が、１つのところだけの

ルートで決まってしまうと、事業者にとっては、そこを狙うという。要は、役所の場合については結構、

各事業者の部分から、不当な行為等の部分も狙われる場合がありますので、そういうことのないように、

契約権限の配分なり契約手続の配分をして、公正・公平な契約手続ができるような規定を定めていると

いうものでございます。 
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○伊﨑福祉部長  見積もりの徴取につきましては、特に障害者福祉サービスについては、請け負える

事業者というのが、ある程度、限られてきておりますので、そういった意味で、見積もりを１者見積も

りとしていることが多くございます。 

○吉田委員  契約事務の中で、やはり契約事務規則で、この場合は区が協議に入るというのは定めら

れていますが、それはあくまで協議であって、契約行為自体は最初から最後まで所管課で行うと聞きま

したけれども、それは間違っているでしょうか。確認させてください。 

 それから、障害者福祉の場合、限られているということですが、何も区内の事業者である必要はなく

て、だからプロポーザルという手段が、今、求められています。その中で、区外の事業者から。ほかの

区はみんなそのようにしています。区外の事業者にも広く門戸を広げてプロポーザルをして、その結果、

どこかを選んで、それは随意契約。それはもう承知です。それは必要な行為だと思いますけれど、それ

が、品川区で事業者が少なく、やるところがないために１者随意契約というのは、納得できないお答え

かと思いますので、その辺について見解があったら、また伺いたいと思います。 

 それから、結局、障害者福祉のこの契約行為については、経理課の目は通らず、所管課の中で全部完

結しているのか、それとも経理課の目を、ちゃんとチェックを受けているのか。その辺について明確に

お答えいただきたいと思います。 

○榎本総務部長  先ほど申し上げたように、社会福祉法人との随意契約の場合につきましては、経理

課への協議ということで、協議については金額も含めて全てを含んだ協議という形で運用しているとこ

ろでございます。 

○伊﨑福祉部長  障害者福祉サービスにつきましては、事業の内容等々、さまざまございます。比較

的、何法人かでの対応が可能なものについては、今、委員からご指摘がありましたような随意契約のや

り方をとることは必要だと考えております。 

○榎本総務部長  契約の手続について、所管課だけで手続が終わるというのは、極めて少額のもの、

もしくは法定されているものというふうに限定していますので、基本的には、いろいろなレアケースが

考えられる手続につきましては、経理課に協議があると認識しております。 

○吉田委員  経理課に協議をされるというのは私も伺っております。ただ、手続の中で、これは社会

福祉法人の場合は区長名による契約になると思います。そこにちゃんと手続としての経理課のチェック

が必要なのではないかということです。先ほど言いました契約事務規則第４１条は、やはり「そのほ

か」というのがすごく広い。見積書の必要がないと認められる相当な事由というのが、何の基準もなく

定められていますので、そこには一定の、ほかのところではガイドラインなどという形をとっているこ

とが多いかと思いますが、そのような体制整備が必要ではないかと思いますが、その点について改めて

お答えください。 

 それから、障害者福祉事業でも、ほかの自治体においては、もっといろいろ広く門戸を広げてプロ

ポーザルを行っています。はっきり言って品川区にはなかなか参入しにくいという、事業者からの声も

聞いています。その辺についてどのように認識されているか伺いたいと思います。 

○伊﨑福祉部長  障害者福祉サービスへの事業者の参入の件でございます。確かに、監査でのご指摘

をいただきました事業の実施当初は、そういった面のご指摘はいただいていたかと認識はしております。

現在におきましては、なるべく多くの事業者の方に参入していただけるように、障害者サービスに限ら

ず、さまざまなサービスの供給について、多様な参入が可能なやり方ができるようにということで、今、

転換を図っているところでございます。 
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○榎本総務部長  契約事務規則の第４１条につきましては、実際にはこれが適用されるということは、

ほとんど運用上ありませんので、特に第３号についての細目というか、そういうものは、運用上、定め

ておりません。 

 主管課契約に関しましては、経理課協議の上、主管課で完結するという取り扱いをしているところで

ございます。 

○吉田委員  ぐるぐる回ってしまうのですが、所管課の中で契約事務としては完結するということで

あれば、何らかの専門性を持った人員の配置が、所管課の中に必要ではないかと思います。経理や契約

事務というのは、やはり一定の専門性が求められると思います。それについてきちんと整備していただ

くように求めたいと思います。 

 それから、やはり基本は２者以上の見積もり、プロポーザルによる事業を求めたいと思いますが、再

度ご見解を伺います。 

○榎本総務部長  基本的には、契約は地方自治法上、一般競争入札、指名競争入札、随意契約、せり

売りという４つしかない形になっています。ただ、それを運用していく中で、一般競争入札の例外とし

ては、制限つき一般競争入札ができたり、それの別の面からして、総合評価落札方式というのができた

り、あとは随意契約の中では、やはり金額だけではなかなか契約できないというところで、随意契約を

うまく利用しながら、プロポーザルによる事業者の決定をしたり、要は、価格だけでなくサービスも見

据えた上での契約をして、よりよいサービス事業をしていくという形でございますので、まずは、随意

契約の場合でも２者以上から見積もりをとるという形の原則を徹底していきたいと思っております。 

○大倉委員長  以上で、吉田ゆみこ委員の質疑を終わります。 

 これをもって、総括質疑を終了いたします。 

 以上で、平成３０年度品川区各会計歳入歳出決算についての質疑は全て終了いたしました。 

 会議の運営上、暫時休憩いたします。 

○午後４時２７分休憩 

 

○午後４時４０分再開 

○大倉委員長  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 これより、平成３０年度品川区各会計歳入歳出決算の認定に当たりまして、各会派の賛否の意見表明

をお願いいたします。 

 委員長より、順次、ご指名申し上げます。 

 自民・無所属・子ども未来、大沢真一委員。 

○大沢委員  自民・無所属・子ども未来は、平成３０年度の品川区一般会計、国民健康保険事業会計、

後期高齢者医療特別会計、介護保険特別会計、災害復旧特別会計の各歳入歳出決算を認定します。 

 平成３０年度の日本経済は緩やかな回復が続き、実質経済成長率が０.７％の増。区の歳入において

も、区財政の根幹をなす特別区民税が前年対プラス２１億円となっており、一般財源全体では７年連続

の増加となりました。普通会計の実質収支は約５１億円の黒字。経常収支比率は７１.９％、人件費比

率は１４.６％であり、引き続き健全財政が維持され、区政運営が行われていることを確認いたしまし

た。 

 一方、本年８月の景気動向指数によると、景気の基調判断がこれまでの下げどまりから悪化に下方修

正されました。消費税の改定と相まって、区内景気の減速が懸念される中、医療と介護、子育て、産業
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振興、まちづくり等、本委員会で議論されたさまざまな課題がある中、その解決に向け、さらなる創意

工夫が必要になると考えます。各委員が発言した指摘や政策提案が事業遂行に十分に反映され、予算編

成をはじめとする区政運営が区民福祉の一層の向上に寄与することを強く求めるものであります。 

 また、今回の台風による風水害に際しまして、強く要望させていただきます。テレビ報道等に見られ

ますように、避難所の環境があまりよくない状況に思われます。避難者がどう扱われるべきかを、個人

の尊厳と人権保障の観点から示している、国際赤十字の基準であるスフィア基準を満たしているように

は思われません。品川区はこの問題を先送りせず、できることから進めていくのではなく、全国的にも

極めて先進的な個人の尊厳と人権が保障された避難所を早急に立ち上げるべきと考えます。集中的に投

資すべきであるという点を改めて強調し、意見表明とさせていただきます。 

 ありがとうございました。 

○大倉委員長  次に、品川区議会自民党、石田秀男委員。 

○石田（秀）委員  品川区議会自民党は、平成３０年度品川区一般会計歳入歳出決算、同国民健康保

険事業会計歳入歳出決算、同後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算、同介護保険特別会計歳入歳出決算、

同災害復旧特別会計歳入歳出決算をそれぞれ認定します。 

 平成３０年度は、普通会計の実質収支は約５１億円の黒字となり、経常収支比率は７１.９％、人件

費比率は１４.６％と健全財政を維持していることを評価します。そして、基金残高も初めて１,０００

億円を超えました。引き続き、区民の福祉・生活の向上に努められることを要望いたします。 

 今決算特別委員会において、我が会派議員が、区民の皆様や各種団体などからいただいた声をまとめ

た上、指摘、政策提言をいたしました。何点か、ここで取り上げます。 

 基金の積極的な活用、庁舎改築を含めた広町開発、学校、シルバーセンターや児童センターなどの公

共施設の複合化を含めた積極的な改築、オリンピック・パラリンピック開催までの機運醸成、期間中の

イベントなどや終了後のレガシー、外国人を含めた介護人材不足への対応、リンフィールドカレッジへ

の人数枠拡大、水辺景観会議や（仮称）天王洲エリアマネジメントなどへの参画、子どもたちの散歩道

の確保、部活動の強化、災害時のＦＭしながわの体制構築、多職種連携システムの拡充、八潮新駅の誘

致、コミュニティ・スクールの充実など、令和２年度品川区の予算・事務事業に反映され、実現してい

ただくことをお願いし、品川区議会自民党の意見表明とします。 

○大倉委員長  次に、品川区議会公明党、若林ひろき委員。 

○若林委員  品川区議会公明党は、平成３０年度品川区一般会計、同国民健康保険事業会計、同後期

高齢者医療特別会計、同介護保険特別会計および同災害復旧特別会計の各歳入歳出決算について、適正

なものと認め、認定いたします。 

 一般会計歳入は前年度比２.１％増で、地方消費税交付金や国庫支出金などが減となった一方、高い

徴収率を含め、特別区民税は４.８％、基金を取り崩した繰入金は１０７％の増などであります。歳出

は同２.８％増で、再開発まちづくりの進捗により土木費は２５％減の一方、学校改築の推進などで教

育費は３５％、福祉サービス等の民生費は３％の増などとなっています。この結果、執行率は９５％

で、５１億円余の黒字となりました。また、新公会計制度における初めての決算となりましたが、現金、

建物およびインフラなどの資産２兆３,０００億円に対し、負債は指摘すべき借入金などはなく２８３

億円で、明らかになったストックとコストのバランスなどから、改めて健全な財政状況と判断いたしま

す。 

 区民サービスにおいては、避難所運営マニュアル更新支援、防災体験館ＶＲ導入などの防災対策、こ
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れまでで最大となった保育園１,５００名定員増、高校生在学応援資金などの子育て教育、高齢者住宅

生活支援、高齢・障害者支援などの福祉的事業、また健康ポイント事業、胃がん内視鏡検診などの健康

施策のほか、プレミアム付商品券、水辺千本桜などの地域活性化・にぎわい施策も行われ、公明党の提

案を含めた取り組みが積極的に展開されたことを評価いたします。 

 一方、本委員会で、生活保護ケースワーカーやヘルプカード、災害時の区民住宅、避難所電源確保の

あり方など、指摘をした点については、スピード感を持って対応されますよう、重ねて要望いたします。

また、インフルエンザ予防接種費用助成、ＳＤＧｓの取り組みや、住宅施策に関する提案などを十分に

検討し、来年度の予算編成や、改訂される長期基本計画へ反映されるよう求めます。 

 最後に、防災・減災を政治・社会の主流に位置づける公明党として、災害時の非常用電源、崖・擁壁

の安全化、罹災証明書および防災区民憲章の制定など、防災に関する質疑を行いましたが、地震への備

えとともに、この９月・１０月に発生した台風１５号・１９号の風雨による全国各地での甚大な被害と

教訓をもとに、自助・共助への支援と、公助のさらなる強化に努められ、区民の安全安心へ邁進される

ことを強く求め、意見表明といたします。 

○大蔵委員長  次に、日本共産党品川区議団、鈴木ひろ子委員。 

○鈴木（ひ）委員  日本共産党品川区議団を代表して意見表明を行います。平成３０年度品川区一般

会計および同国民健康保険事業会計、同後期高齢者医療特別会計、同介護保険特別会計に反対、平

成３０年度品川区災害復旧特別会計は、使われなかったという決算のため賛成です。以下、理由を述べ

ます。 

 安倍政権は１０月から消費税１０％への増税を強行。社会保障のため、財政再建のためと繰り返しな

がら、社会保障は切り下げの連続、借金は逆に膨れ上がらせました。消費税は大企業と富裕層の減税の

穴埋めに使われてきた。これが消費税の正体です。格差と貧困が広がり、区民の暮らしが追い詰められ

る中、品川区には悪政の防波堤として暮らし応援の政治こそ求められています。しかし、濱野区政は、

防波堤どころか、安倍政権と同じ政治姿勢で悪政を推進、区民生活はますます苦しめられています。平

成３０年度一般会計歳入は１,７２０億円と過去最高を示し、積み上げられた基金は初めて１,０００億

円を超え、１,０３４億円となりました。これは福祉を削ってため込んだものであり、区民が切実に求

める高齢者・障害者福祉や子育て支援の充実、被害を最小限に食いとめるための防災対策にこそ使うべ

きです。 

 羽田新ルートは国土交通省が地元理解を得たとして、来年３月２９日の実施を決定しました。区民も

区議会も容認できないと明確に意思表示をしています。区民の命と暮らしを脅かす新ルートを容認して

いるのは区長だけです。濱野区長の責任が問われます。私たちは引き続き撤回に全力を尽くすものです。 

 品川区が税金を投入して進める超高層開発は、駅の混雑や風害、学校への日照被害、保育園不足など、

問題が区内中に広がっています。台風１９号でも、超高層による都市災害の拡大が浮き彫りになりまし

た。改めて見直しを求めます。 

 庁舎建て替えを含めた広町開発は、１０年余にわたり、ＪＲとともに、合計３億円余の税金を使い、

検討を業務委託。情報公開で求めた報告書はほとんどが黒塗り・非公開。区民と議会には、検討委託の

目的、委託内容、庁舎の課題から新庁舎のあり方まで黒塗りにして隠蔽。区職員がＪＲと、検討を委託

した巨大開発設計企業とだけ、庁舎建て替えと広町開発の検討を密室で進めていることは重大問題です。

庁舎建て替えは開発と切り離し、情報公開のもと、区民参加の検討委員会を立ち上げて検討するやり方

に切りかえるべきです。広町開発のために、突然、ひろまち保育園の２０２１年４月閉園が発表され、
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保護者に大混乱をもたらしています。在園児が卒業するまで保育園を続けるべきです。または、在園児

が路頭に迷うことがないよう、緊急に区立保育園をつくり、受け皿を確保すべきです。 

 国の３歳から５歳児の保育料無償化によって、区の財政は６億円のプラスになることが明らかになり

ました。就学援助の拡充や学校給食費の無料化など、子育て支援への活用を求めます。２３区で最低の

福祉を改善する姿勢がありません。特別養護老人ホームは５００人もの待機者がいるのに、２９人以下

の小規模特別養護老人ホーム中心の計画しか持たない。障害者施設は、グループホームも就労支援施設

も区内に少なく、区外入所者が１６２人、就労継続支援Ｂ型通所者は１８０人にも上ります。一刻も早

い増設が必要です。また、相談支援体制の充実、医療的ケアの必要な重傷心身障害児者への支援体制の

充実を求めます。 

 国民健康保険では、差し押さえ件数を約３分の１に減らしたことは評価します。区民負担の軽減へ、

区独自に２億円でできる子どもの国民健康保険料無料化を求めましたが、冷たく拒否しました。生活保

護受給者に対するケースワーカーの担当人数が多過ぎ、職員の大きな負担になっています。法律で定め

る８０人に１人の基準になるよう、職員増を求めます。２３区で最低の福祉から福祉第一の区政に政治

姿勢を転換すべきです。 

 台風１５・１９号が各地に甚大な被害をもたらしました。被害が従来と異なる様相になる中、自助・

共助の強調で済ませるのではなく、被害を未然に防ぐ予防対策に行政が本腰を入れて取り組むべきです。

住宅耐震化、要援護者の支援の個別計画をケアマネジャーの計画に組み入れ具体化すること、福祉避難

所や一般避難所の充実を求めます。同時に、地球規模の気候変動への対策に全力で取り組むことも必要

です。再開発をやめ、区としてできる自然エネルギーの拡充、太陽光発電や蓄電池設置などへの支援を

求めます。 

 オリンピック・パラリンピックへの取り組みを通して障害者理解を進めるため、スポーツ推進計画に

障害者スポーツ推進をしっかり位置づけること。その中に、人に合わせてルールをつくるアダプテッ

ド・スポーツの観点を入れ、区民、障害者、高齢者への普及を求めます。 

 最後に教育です。２年生から９年生まで毎年続く学力テストは、子どもと学校を序列化し、競争教育

を助長するものであり、廃止すべきです。子どもたちに、日常の挨拶や座位の姿勢から、学校生活のあ

らゆる場面について事細かに列挙してチェックする学校スタンダードは、子どもを型にはめ、成長をゆ

がめるものであり、見直しを求めます。子どもの権利委員会の指摘を真摯に受けとめ、競争教育から豊

かな成長を保障する教育への転換を求めます。 

 以上で日本共産党区議団の意見表明を終わります。 

○大倉委員長  次に、品川改革連合、須貝行宏委員。 

○須貝委員  平成３０年度決算に対する品川改革連合の意見表明をします。品川改革連合は、平

成３０年度の品川区一般会計、国民健康保険事業会計、後期高齢者医療と介護保険特別会計、災害復旧

特別会計の各歳入歳出決算を認定いたします。 

 平成３０年度の決算は、歳入増が続き、実質収支が５１億円の黒字、さらに今年は１３７億円の基金

を積み上げ、健全で豊かな財政を維持しています。しかし一方で、年金所得だけの高齢者、非正規雇用

者、所得が増えない正規雇用者、子育て世代などに低所得者層が増え続ける中、若年層の貧困や老後破

産も急増しています。大半の国民は、増税や物価上昇により実質所得が減る上に、将来の生活不安から

消費を抑え、節約志向が続いています。また、中小零細企業は厳しい経営状況が続き、後継ぎ、資金繰

りや人手不足により廃業や倒産が続いているので、消費増税は国民の暮らしを暗くしています。さらに、
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米中貿易戦争により景況感は悪化しています。 

 区は経済対策をはじめ、大災害に備えた防災対策、待機児童対策、医療・介護などの高齢者対策等に

重点を置くとともに、区内産業の低所得者層に対し、さまざまな生活支援を拡充していただきたい。特

に低賃金で社会を支えている保育士や幼稚園教諭や介護士の処遇改善を早急に実施するべきです。そし

て、学力による就職活動格差はますます大きくなっていますので、もっと一人一人の児童生徒に向き合

い、学校教育の原点である学力を身につけさせ、社会で生き抜ける教育をしていただきたい。 

 以上で品川改革連合の意見表明を終わります。 

○大倉委員長  次に、品川・生活者ネットワーク、田中さやか委員。 

○田中委員  品川・生活者ネットワークを代表して意見表明をいたします。 

 意見表明の前に、このたびの台風１５号および１９号において被災された皆様にお見舞い申し上げま

す。また、亡くなられた方にお悔やみを申し上げます。一刻も早い復旧を切に願います。 

 ２０１８年度品川区一般会計、同後期高齢者医療特別会計、同介護保険特別会計、同災害復旧特別会

計の各歳入歳出決算の認定に賛成し、品川区国民健康保険事業会計には反対いたします。以下、何点か

意見を述べます。 

 最初に、国民健康保険事業会計の反対についてです。皆保険制度のセーフティーネットと言うべき国

民健康保険制度を、一般財源からの繰り入れを段階的に解消していくことは、保険料の値上がりにつな

がり、低所得層のみならず中間所得層にとっても重い負担となるため、２０１８年度予算で反対しまし

た。その予算に対する決算のため、反対いたします。皆保険制度の仕組みが破綻してしまう現制度の構

造的な問題への着手と持続可能な国民健康保険制度構築への議論が求められます。 

 以下、要望いたします。品川区の政策決定についてです。待機児童対策として設置された大規模保育

園ひろまち保育園が、再開発事業により突然の閉園告知となり、そこに通う保護者に大きな衝撃を与え

ています。また、認証保育所の３歳児の入園先を探す保護者も影響を懸念しています。閉園決定にい

たっては、いつどこの会議体で決定に至ったのかということが款別審査でも明らかにされませんでした。

品川・生活者ネットワークは、これまでも品川区の政策決定のあり方を明確にするよう求めてまいりま

した。ひろまち保育園のことに限らず、品川区での政策決定過程の透明性を強く求めます。 

 子どもの権利条約を日本が批准して今年は２５年を迎えます。子どもの権利は、生きる権利、育つ権

利、守る権利、参加する権利の４つに大きく分けられます。育つ権利の中には、持って生まれた能力を

十分に伸ばし成長できるよう、遊ぶ権利が含まれます。品川区は子ども世代が増えています。しかし、

子どもの遊びが重要であるという視点が品川区のまちづくりマスタープランに見当たらず、子どもが全

力で遊べる空間は限られています。子どもの外遊びは体力向上につながることはもちろん、考える力や

協調性などを子ども自身で身につけることにつながるのです。生活者ネットワークは、国連やユニセフ

で取り組んでいる「子どもにやさしいまちづくり」を、品川区でも推進することを求めます。子どもに

やさしいまちは、全ての人にやさしいまちづくりにつながります。 

 障害者福祉の制度は、たび重なる制度変更により、大変わかりにくくなっています。その助けとして

発行される障害者福祉のしおりを読んでも理解しにくいという声が上がっているのが現状です。その補

足として、事業所のガイドブックの発行が予定されています。また、リーフレットの発行も予定されて

いますが、当事者にわかりやすい発行物であるよう求めます。 

 環境についてです。世界的にも問題となっている気候変動問題やプラスチック削減に対して、区の計

画には具体的施策が盛り込まれていません。現在は環境施策への関心の啓発にとどまっていますが、速
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やかに区として実効性のある取り組みを進めることを求めます。 

 防災についてです。台風１９号による大雨で、箱根では降り始めからの雨量が１,０００ミリを超え、

関東地方でも記録的な豪雨となりました。川のあるまちでは防波堤の決壊により大規模な浸水被害が起

きました。品川区でも大雨のたびに、目黒川や立会川の水位が上昇し、不安に思う区民は多いと思いま

す。防災無線も聞きにくいということもあり、大雨による川の氾濫対策に具体的に取り組むことを要望

いたします。また、水害が発生した場合には、高台から低地へ行く避難所もあります。水害を想定した

避難所の検討も必要です。大きな災害が起きたときの備えとして、トイレが使えなくなることが想定さ

れます。災害時のトイレの備えについて、区民をはじめ、区内企業へも対策を促し、協力を求めるよう、

施策を強化すべきです。そして、スフィア基準に沿った避難所運営がされる一歩として、被災者のプラ

イバシー保護のための予算の拡大を求めます。 

 福島原発事故から８年が過ぎましたが、原発事故はいまだに収束が見えていない状況です。また、台

風１９号により、除染で出た廃棄物が入った袋が川に流出したとの報道もありました。台風の影響によ

り、山や川などにあった放射性物質は再びかき出され、その影響がどこにどのようにあらわれるかはわ

かりません。以前から申し述べておりますが、生産物については福島県が一番多く検査をしています。

検査をほとんど行っていない生産地がたくさんあり、放射性物質検査では、福島県以外のものからも検

出されているのです。そのような中で、給食の食材はさまざまな生産地のものが使われています。ご承

知のとおり、成長過程にある子どもたちは、放射性物質の影響を、大人よりも強く受けます。子どもた

ちの育つ権利を保障するためにも、正しくはかって公表し、産地ではなく数値で選ぶことを徹底するこ

とを求めます。その上で、検査の正確性を向上させるためにも、食材の単体測定への移行もあわせて要

望いたします。 

 都心低空飛行ルート、羽田新飛行ルートについてです。８月８日に、国は、来年３月２９日からの都

心低空飛行ルートの運用を発表しました。しかし依然として住民は、都心低空飛行ルートに納得してい

ません。また、区議会は３月の決議に加えて新たに容認していない趣旨の決議をしました。国土交通省

は、十分な説明と地元の理解を得る、その地元の中には地方議会も含まれるとしながら、一方的に政策

決定を行いました。これは到底受け入れられません。本日の総括質疑でも、区としても、国から十分な

説明を受けているわけではないということが明らかになりました。生活者ネットワークは改めて、世界

に屈指の人口密集地東京を貫く新ルート計画は白紙撤回とし、合理的代替案の再提示こそ検討すべきと

主張します。 

 最後に、各款別審査で指摘・提案させていただいた意見を予算編成に活かしていただくことを要望し

て、品川・生活者ネットワークの意見表明を終わります。 

○大倉委員長  以上で、各会派の意見表明を終わります。 

 これより採決に入ります。 

 初めに、平成３０年度品川区災害復旧特別会計歳入歳出決算を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本決算を認定することに、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○大倉委員長  ご異議なしと認めます。 

 よって、平成３０年度品川区災害復旧特別会計歳入歳出決算は、認定すべきものと決定いたしました。 

 次に、平成３０年度品川区一般会計歳入歳出決算、平成３０年度品川区後期高齢者医療特別会計歳入
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歳出決算、および平成３０年度品川区介護保険特別会計歳入歳出決算の３件を一括して起立により採決

いたします。 

 本決算を認定することに賛成の方は、ご起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○大倉委員長  起立多数であります。 

 ご着席願います。 

 よって、平成３０年度品川区一般会計歳入歳出決算、平成３０年度品川区後期高齢者医療特別会計歳

入歳出決算および平成３０年度品川区介護保険特別会計歳入歳出決算は、いずれも認定すべきものと決

定いたしました。 

 次に、平成３０年度品川区国民健康保険事業会計歳入歳出決算を起立により採決いたします。 

 本決算を認定することに賛成の方は、ご起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○大倉委員長  起立多数であります。 

 ご着席願います。 

 よって、平成３０年度品川区国民健康保険事業会計歳入歳出決算は、認定すべきものと決定いたしま

した。 

 なお、委員長報告につきましては、正副委員長にご一任願いたいと思いますが、ご異議ございません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○大倉委員長  ご異議なしと認め、さよう決定いたします。 

 この際、区長より発言を求められておりますので、ご発言願います。 

○濱野区長  ただいま、平成３０年度の各会計の歳入歳出決算につきまして、当委員会としてのご認

定を賜りました。まことにありがとうございます。 

 １０月２日から本日まで延べ７日間にわたりまして、各委員の皆様から熱心なご審議とともに、多く

のご意見、ご要望、そしてご提案を賜りました。皆様のご意見等につきましては、ただいま編成作業を

進めております来年度予算において活かすべきもの、あるいは新たな長期基本計画において反映すべき

ものなど、しっかりと見きわめて、取り入れてまいりたいと考えております。 

 品川区の人口は本年７月に４０万人を突破いたしました。歳入は増加傾向にありますが、子育て支援

の充実や高齢化の進展による扶助費の増加など、財政需要の高まりもしっかり見ていかなければなりま

せん。また、東京２０２０大会を契機とした、にぎわい、まちづくり等の関係事業も着実に実施してい

く必要がございます。このような状況を踏まえまして、今後とも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ります。そして、品川区が区民の皆様にとりまして、より魅力のある、住み続けた

いまちとなるよう、また区民以外の方にとりましても、住んでみたい、あるいは訪れてみたい、そのよ

うなまちになるよう、さらに努力を重ねてまいりたいと考えております。今後とも引き続き区議会の皆

様のご支援とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 簡単ではございますが、ご挨拶と御礼にさせていただきます。まことにありがとうございました。 

○大倉委員長  区長の挨拶が終わりました。 

 決算特別委員会の終了に当たり、一言ご挨拶を申し上げます。 

 当決算特別委員会においては、本日の決算認定に至るまでの７日間にわたり、大変有意義な審査が行
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われました。この間、副委員長および理事の皆様、また委員各位のご協力により、効率的な委員会運営

をすることができ、当初の日程どおり審査を終了するに至りました。ここに改めて皆様のご協力に対し、

心より厚く御礼申し上げます。 

 また、濱野区長をはじめ理事者の方々のご協力に対しても厚く御礼申し上げます。 

 区長をはじめ理事者の方々におかれましては、委員会における意見ならびに要望等を十分に配慮され、

今後の区政発展に努められますよう、改めてお願い申し上げます。 

 簡単ではございますが、委員長の挨拶とさせていただきます。 

 これをもちまして決算特別委員会を閉会いたします。ご協力ありがとうございました。 

○午後５時１６分閉会 

                                              

委 員 長  大 倉 たかひろ 
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