
－1－ 

  ３月６日（金） 

 出 席 委 員 

 

 

  委 員 長 鈴 木 真 澄 君 

  副 委 員 長      鈴 木   博 君 

    同   新 妻 さえ子 君 

  委   員 おくの 晋 治 君 

    同   くにば 雄 大 君 

    同   松本 ときひろ 君 

    同   西 村 直 子 君 

    同   小 芝   新 君 

    同   せ お 麻 里 君 

    同   松 澤 和 昌 君 

    同   のだて 稔 史 君 

    同   横 山 由香理 君 

    同   筒井 ようすけ 君 

    同   田 中 さやか 君 

    同   吉 田 ゆみこ 君 

    同   湯 澤 一 貴 君 

    同   高 橋 伸 明 君 

    同   石 田 ちひろ 君 

    同   安 藤 たい作 君 

    同   高 橋 しんじ 君 

  委   員 須 貝 行 宏 君 

    同   つ る 伸一郎 君 

    同   あくつ 広 王 君 

    同   塚本 よしひろ 君 

    同   芹 澤 裕次郎 君 

    同   大倉 たかひろ 君 

    同   木 村 けんご 君 

    同   中 塚   亮 君 

    同   鈴 木 ひろ子 君 

    同   あ べ 祐美子 君 

    同   西 本 たか子 君 

    同   藤 原 正 則 君 

    同   こんの 孝 子 君 

    同   たけうち  忍 君 

    同   若 林 ひろき 君 

    同   本 多 健 信 君 

    同   石 田 秀 男 君 

    同   大 沢 真 一 君 

    同   渡 部   茂 君 

欠 席 委 員 

       な     し 

 

その他の出席議員 

       渡 辺 裕 一 君 



－2－ 

 出 席 説 明 員 

 

 

 区 長          

  濱  野    健  君             

 

 副   区   長 

  桑 村 正 敏 君             

 

 副 区 長          

  和  氣  正  典  君             

 

 企 画 部 長          

  堀  越    明  君             

 

 参       事 

 企画部企画調整課長事務取扱 

  柏  原    敦  君             

 

 企 画 部 財 政 課 長          

  品 川 義 輝 君             

 

 企画部施設整備課長 

  小 林 道 夫 君             

 

 企画部広報広聴課長 

  木 村 浩 一 君             

 

 企画部情報推進課長 

  山 本 浩 一 君             

 

 総 務 部 長          

  榎 本 圭 介 君             

 

 総 務 部 総 務 課 長          

  立 川  正 君             

 

 総務部人権啓発課長 

  島 袋 裕 子 君             

 

 総 務 部 人 事 課 長          

  黒 田 肇 暢 君             

 

 総 務 部 経 理 課 長          

  立 木 征 泰 君             

 総 務 部 税 務 課 長          

  伊 東 義 明 君             

 

 地 域 振 興 部 長          

  久 保 田  善  行  君             

 

 地域振興部地域活動課長 

  川  島  淳  成  君             

 

 地域振興部副参事 

  宮  澤  俊  太  君             

 

 地域振興部協働・国際担当課長 

  遠 藤 孝 一 君             

 

 地域振興部生活安全担当課長 

  黛    和  範  君             

 

 地域振興部戸籍住民課長 

  提 坂 義 文 君             

 

 文化スポーツ振興部長 

  安 藤 正 純 君             

 

 文化スポーツ振興部文化観光課長 

  古  巻  祐  介  君             

 

 文化スポーツ振興部スポーツ推進課長 

  中  元  康  子  君             

 

 文化スポーツ振興部オリンピック・パラリンピック準備課長  

  辻    亜  紀  君             

 

 災害対策担当部長（危機管理担当部長兼務） 

  曽 田 健 史 君             

 

 防災まちづくり部防災課長 

  中 島 秀 介 君             

 

 会 計 管 理 者          

  齋 藤 信 彦 君             

 

 教   育   長 

  中  島    豊  君            



－3－ 

 教育委員会事務局教育次長 

  本 城 善 之 君             

 

 選挙管理委員会事務局長 

  秋  山    徹  君             

 監査委員事務局長          

  小 川 陽 子 君             

 

 区 議 会 事 務 局 長          

  米  田    博  君            

 



－4－ 

○午前１０時００分開会 

○鈴木（真）委員長  ただいまより、予算特別委員会を開きます。 

 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。また、当該報告に当たりまして

理事者より資料の配付を求められましたので、これを了承し、皆様の机上に配布させていただきました。

それでは、ご発言願います。 

○立川総務課長  それでは、お手元の新型コロナウイルス感染症に対する品川区の対応の資料に基づ

きましてご報告させていただきます。 

 まず、１．現状でございますが、都内発生状況につきましては、昨日現在５２名でございます。 

 ２．卒業式の開催につきましては、参列者の制限及び時間の短縮など、縮小して実施いたします。 

 ３．施設の状況でございますが、すまいるスクールにつきましては、これは３月２日が学校の最終日

でございまして、そこから３日、４日、５日、数字としましてはご覧のとおりでございます。 

 児童センターにつきましては休館中でございますが、電話相談のみ実施しているところでございます。 

 区立保育園につきましては、保護者への登園自粛及び臨時休園の可能性等を周知しているところでご

ざいます。 

 区立幼稚園につきましては休園でございますが、預かり保育については朝から実施しているものでご

ざいます。 

 私立保育園につきましては公立保育園と同様でございます。 

 私立幼稚園につきましては、それぞれ各園の判断ということでございます。 

 オアシスルームにつきましては、ホームページの予約画面におきまして、保護者へ利用自粛の要請を

しているところでございます。 

 高齢者施設につきましては、入所施設における面会は原則中止をしているところでございます。 

 ４．区施設使用料の還付、５．区民等への新たな情報提供についてはご覧のとおりでございます。 

 報告は以上でございます。 

○鈴木（真）委員長  それでは、第５号議案、令和２年度品川区一般会計予算を議題に供します。 

 本日の審査項目は、一般会計予算の歳出、第２款総務費のみでございます。 

 それでは、これより、本日予定の審査項目の説明を願います。 

○品川財政課長  おはようございます。本日もよろしくお願いいたします。 

 それでは、本日は１６２ページからになります。よろしくお願いします。 

 ２款総務費、１項総務管理費、１目企画調整費は、２億１,３５０万５,０００円で、主なものは、長

期基本計画策定完了による減で、２目財政管理費は、９億９,４０１万３,０００円で、３目施設整備費

は、３億３,７５９万３,０００円であります。 

 １６４ページをお願いいたします。広報広聴費は６億１,３４３万４,０００円で、１６７ページをお

願いいたします。中段、シティプロモーション推進経費では、区にゆかりのある著名人による魅力発信

を行っていきます。 

 １６８ページ、５目情報化推進費は、２２億９,４８９万２,０００円で、主なものは右側中段、先端

技術活用推進等経費で、常時、区民からの問い合わせが可能なチャットボットの導入を進めるものであ

ります。 

 １７０ページをお願いいたします。６目総務運営費は、５億４,４６４万６,０００円であります。 

 １７２ページをお願いいたします。７目人権啓発費は、９,５２３万円で、右側、下から４行目、性
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的マイノリティ向け交流スペース開設は、新規計上であります。 

 １７４ページをお願いいたします。８目人事管理費は、２４億３,１１０万９,０００円、９目庁舎等

管理費は、１１億８,２７６万５,０００円で、１７７ページ、上から８行目、庁舎機能検討委員会は新

規計上であります。 

 １０目会計管理費は、１億５,９４４万４,０００円であります。 

 １７８ページをお願いいたします。以上によりまして、総務管理費の計は、８８億６,６６３

万１,０００円で、対前年２１.３％の減であります。 

 ２項地域振興費、１目地域活動費は、２８億４,４１７万２,０００円で、主なものは、１８３ページ、

下から３行目、在住外国人支援団体助成は新規計上。１８５ページ、中段になります。コンテナ型等喫

煙所設置、維持管理は新規計上で、既存喫煙所をコンテナ型にすることで、受動喫煙防止に努めてまい

ります。 

 １８６ページをお願いいたします。２目文化観光費は、３２億５,７１５万９,０００円で、主なもの

は、１８９ページ、中段、観光サービス充実事業で、東海道品川宿観光ＰＲ事業、東京２０２０大会舟

運事業は、新規計上であります。 

 １９５ページをお願いいたします。歴史館事業から５行下、施設改修および展示基本・実施設計委託

は、新規計上であります。 

 左側、１９４ページ、３目スポーツ推進費は、７億９,５５９万３,０００円で、１９７ページをお願

いいたします。中段、品川区スポーツ協会助成金では、東京２０２０大会に向け、パラリンピックス

ポーツ体験イベントを実施してまいります。 

 左側、１９６ページ、４目オリンピック・パラリンピック準備費は、９億４,６１４万１,０００円で、

右側、ホスピタリティハウスの開設、聖火リレー、パブリックビューイング。 

 １９９ページをお願いいたします。しながわ文化プログラムの開催や、ホストタウンハウスへの出展

など、東京２０２０大会を盛り上げるとともに、区内外へＰＲを行ってまいります。 

 以上によりまして、左側、１９８ページ、地域振興費の計は、７８億４,３０６万５,０００円で、対

前年１０.６％の増であります。 

 ３項徴税費、１目税務管理費は、右側一番下、キャッシュレス決済の拡大は新規計上であります。 

 ２００ページをお願いいたします。以上によりまして、徴税費の計は、１１億１,３３９万１,０００

円で、対前年０.３％の増であります。 

 ４項戸籍及び住民基本台帳費、１目戸籍住民費は、２０１ページ中段、戸籍情報システム更新経費、

戸籍証明コンビニ交付は新規計上であります。 

 ２０４ページをお願いいたします。以上によりまして、戸籍及び住民基本台帳費の計は、１１

億１,９８４万９,０００円で、対前年１０.３％の増であります。 

 ５項選挙費、１目選挙費は、右側、下から４行目、都知事選挙執行費は新規計上であります。 

 ２０６ページをお願いいたします。以上によりまして、選挙費の計は、３億７万３,０００円で、対

前年４５.５％の減であります。 

 ６項統計調査費、１目統計調査費は、右側下段、国勢調査は新規計上、経済センサス基礎活動調査は

皆減であります。 

 以上によりまして、統計調査費の計は、３億１２２万７,０００円で、対前年３５０.２％の増であり

ます。 
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 ２０８ページをお願いいたします。７項監査委員費、１目監査委員費は、８,３３１万８,０００円で、

対前年０.６％の増であります。 

 以上によりまして、総務費の計は１９６億２,７５５万４,０００円で、対前年７.３％の減でありま

す。 

 以上で、本日の説明を終わります。 

○鈴木（真）委員長  以上で、本日の審査項目の説明が終わりました。 

 質疑に入ります前に、今現在、３３名の方から通告をいただいております。 

 これより質疑に入ります。 

 ご発言願います。西村直子委員。 

○西村委員  本日もよろしくお願いいたします。少しだけ、量が多いので早口でまいります。 

 ＳＮＳを活用した周知、外国語版ラジオ広報番組、ＬＩＮＥ＠チャットボット、ふれあい掲示板管理

費、町会・自治会活動活性化促進調査等、伺ってまいります。順不同でお願いをいたします。 

 まずは、ＳＮＳを活用した情報発信検討経費について、区内情報のウェブ発信の現状についてお聞か

せください。 

○木村広報広聴課長  ＳＮＳについてのお問い合わせでございます。現在は、公式のツイッター、そ

れからフェイスブック、ＹｏｕＴｕｂｅ、シティプロモーションのほうで、フェイスブックグループ、

それからインスタグラム、オリパラのほうでＬＩＮＥという形で、全庁的に職員が情報発信を積極的に

今進めているところでございます。 

○西村委員  さまざまにご尽力いただいていることを、私も日々確認を、チェックをしております。

ターゲットによって情報を収集する手段がさまざまになっています。２０代はほぼフェイスブックを使

わないと言われている一方で、ツイッターやインスタをメインに利用しています。ブログもあります。

シニアは、このようなＳＮＳをほぼ見ず、紙メディアや新聞をまだまだ利用します。１０年前と比較し

て、情報格差はインターネットユーザーと使わない方の間で確実に広がっており、インターネット利用

者の中でも情報格差が出てきています。あふれる情報の中から自分にマッチした情報源を見つけるため、

情報を提供する側は、ユーザーが探すストレスを軽減する必要があると思っています。もともと広告会

社におりましたが、見やすいサイト、情報を獲得しやすいことは、おもてなしにつながる時代になって

いると思っています。区民の情報探索行動が多様化するため、情報を行き届けるために、これだけの

ツールを使いながら、区も苦労している点ではないかと思っています。周知に関しての区のお考えがあ

ればお聞かせください。 

○木村広報広聴課長  今、委員のご指摘のございました、まさにそういう多様なターゲット、媒体に

どのように対応していくかというところで、昨年の台風でもツイッターの有用性、あと、広報紙にも 

ＳＮＳの情報を載せたりとか、チラシ、ポスターでのＱＲコードの掲載でありますとか、そういう、お

互いが行き来ができるようなことを進めてまいっているところでございますが、今後も、多様性も踏ま

えまして、戦略的に情報発信をすることが必要であるというふうに考えているところでございます。 

○西村委員  さまざまな発信ツールを展開していくというのは、私は皿まわしのようなものだと思っ

ておりまして、始めると発信を続けなければならず、発信メディアはこれからも増え続けると思ってい

ます。これは、区の発信としての提案なのですが、今、品川オリンピック・パラリンピック準備課アプ

リがありますけれども、例えば、ＬＩＮＥ＠ですと、いつ発信するかを決めて、プッシュ通知を使いま

して、例えば、友達登録を増やすのが大変ですが、区民１０万人に友達登録していただけると、何月何
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日一斉配信ということを決めておけば、区民全員に一気に拡散し、俗人的ではなくなっていきます。周

知の難しさ、ウェブマーケティングの必要性は十分に感じておりますので、例えば、東京都、渋谷区な

どのように公式アカウントを開設して、各担当課の情報を広報広聴課に集めることができると、情報効

率、負担の軽減、周知の強化にもつながると思うのですが、いかがでしょうか。 

○木村広報広聴課長  ＬＩＮＥにつきましては、大変使う方が多い媒体だというふうに認識しており

まして、品川区でも公式アカウントの取得に向けて今準備をしているところでございます。防災情報を

皮切りに、広範囲にこれからも展開してまいりたいというふうにも考えております。 

○西村委員  大変期待の持てるＬＩＮＥの公式アカウントだと思っておりますので、ぜひともお願い

をしたいと思います。 

 つながってまいりますが、ＬＩＮＥ＠のチャットボットですけれども、ライフスタイルが多様化する

中で、区役所まで来れない方、日中電話をする時間のない方に向けても、保育、入園相談案内ですとか、

子育て、戸籍などの情報を届けられる新しいチャットボットの取り組みに大変期待をしております。マ

スコミュニケーションは終了していると言われる中、ＬＩＮＥのマーケティング活用が大変注目されて

いると思います。ＬＩＮＥ＠を活用しますと、例えば、福祉、子育てのことだけニュース配信が欲しい

など、自分で選択しておいて、区民も情報を取捨選択することができます。ホームページは見に来た人

の属性が見えませんが、ＬＩＮＥはターゲットが見えてきます。発信するだけではなく、データ活用も

できます。せっかくスタートする、可能性の大きな事業ですので、先ほどおっしゃられた品川区の公式

アカウントという土台をつくりまして、この中でチャットボットの展開をご提案させていただきたいと

思うのですが、いかがでしょうか。 

○山本情報推進課長  ＡＩチャットボットについてでございますが、来年度、区民向けのＡＩチャッ

トボットを導入する予定でございます。その中で、利用方法といたしましては、ウェブサイトでの問い

合わせだけでなく、ＬＩＮＥを使った自動応答というのも行っていきたいというふうに考えてございま

す。先ほどありましたとおり、区の公式アカウントを取得予定ですので、そちらの中からメニューを選

択していただいて、ＬＩＮＥを使っての自動応答ができるようにしていきたいというふうに考えてござ

います。 

○西村委員  大変に期待をしております。 

 さらにもう１つだけお願いをしていただきたいのが、相談機能でして、情報提供だけではないアク

ションにつながることが可能ですので、ぜひともお願いをしたいと思っております。 

 また、さらなるチャットボットの可能性なのですけれども、先日、ある企業が、コロナ感染で混乱す

る状況を受けて、住民への迅速な情報提供を支援するということで、自治体向けにコロナウイルス感染

症に関するチャットボットを無償提供しておりました。配付されたものには、コロナウイルス対策用テ

ンプレートが既にインストールされていました。厚労省から届く情報は一律ですから、職員の皆さんが

電話対応に追われる中、多くの自治体が導入していると伺っております。また、市川市では、台風１９

号発生時に、市川市や気象庁など信頼できる情報をもとに、簡単にアクセスできるチャットボットを活

用していました。チャットボットを防災時にも使えると、自分が今どこの施設に避難できるのかを問え

ばチャットボットが答えますので、問い合わせをしなくても、区民の方は情報を即座に得ることができ

ます。Ｙａｈｏｏ！防災がこのような役割を担うのでしょうか。改めて教えていただけますと幸いです。 

○木村広報広聴課長  コロナウイルス感染症に関するチャットボットでございますが、数社、実際に

アナウンス、プレスリリースということで開始をするというところで、今、情報入手して検討、考えて
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いるところでございます。少しスピード感をもって対応を考えたいと思います。 

○西村委員  Ｙａｈｏｏ！防災は、どなたかお答えいただける方がいらっしゃいましたらお願いいた

します。 

○木村広報広聴課長  Ｙａｈｏｏ！防災につきまして、今、いわゆるミラーサイトというような形で、

品川区のホームページもそちらのほうで見られるような形になっているところでございます。そちらの

活用についても並行して考えてまいりたいと思います。 

○西村委員  では、続きまして、町会・自治会活動活性化促進調査について伺ってまいりたいと思い

ます。改めて、こちらどのようなものかお聞かせください。 

○川島地域活動課長  こちらの調査につきましては、区では、平成２８年４月に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というのを制定いたしまして、区は、協働の最大のパートナーで

あることを示しまして、さまざまな支援をしてきたところであるということですが、条例制定後５年を

迎えるということで、肌感覚というか、日々、いろいろ伝えられる声というのを私ども把握しているの

ですが、これを機会に、さらに町会・自治会の抱える現状を再確認させていただきまして、課題などを

抽出するという目的で実施するものでございます。アンケート調査とヒアリング調査が主な内容という

ことでございます。 

○西村委員  地域の活性化に関しましても、なかなか情報を行き届けるのは難しい点があると思って

おります。ふれあい掲示板管理費にも約６８０万円ぐらい、年間の維持費がかかっているというふうに

把握しておりますが、４８８基あるというふうに担当課からも伺いました。町会・自治会には３８〔後

刻に「８３」と訂正あり〕運動を含めまして、地域のことを見守ってくださっている方がたくさんいま

すが、高齢化していると言われております。一方で、若い世代の方々から、どうしたら自治会・町会に

入れるのと、地域のつながりを活性化したいとお声かけをいただくことがあります。例えば、ベビー

カーを押しているお母さんは、お散歩をしながら見るふれあい掲示板が大切な情報源だとおっしゃって

いました。 

 先ほどの質問とつながってまいりますが、たまたま張り出されている掲示板の情報を見て、たまたま

キャッチアップできる機会は多くありませんが、そこで出会えた情報が救いになることがあります。一

方で、数多くの張り出しを順次行う自治会の負担になっているとも伺ったことがあります。この点につ

きまして、ふれあい掲示板の現状、課題があればお聞かせください。 

○川島地域活動課長  今、委員ご指摘のとおり、町会のほうでも掲示等の負担が大きいということで、

ルールを徹底する、例えば、サイズをＡ３横かＡ４縦以外は掲示不可にする、それから掲載期間も、官

公署のものを１４日間にするですとか、そういったものを徹底していただくために、官公署連絡会、そ

れから区役所の中の連絡会などでも、繰り返し働きかけ、ルールを守ってくださいという働きかけを

行っているところでございます。 

○西村委員  申しわけございません。訂正いたします。８３運動でした。失礼いたしました。 

 このような自治会・町会の情報を広めていく際にも、デジタルの力を使うことはできないだろうかと

思っています。３０以上の自治体、鉄道会社などが導入している地域のひろばというアプリがあります。

会派にも代表が勉強会に来てくださり、さまざまな事例を伺いました。地域の住民同士による支え合い

を促進するために、質問や譲り合いなど情報交換ができたり、初めて住む土地の地域情報を得られたり、

行政からのお知らせを発信できたりします。運営するのは自治会・町会ではなく、企業と行政がタッグ

を組んで回していきます。現在、文化庁、中央区、渋谷区、港区、江東区など、３０の団体が、行政・
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自治体が参画しています。こういった新しいメディアを活用して、生活範囲で区切った、暮らしに役立

つコミュニティを支援する取り組みができると、より多くの方に情報をお届けできるのではないかと期

待するのですが、ご見解をお聞かせください。 

○川島地域活動課長  情報発信というところ、それから新しいメディアがさまざまありますが、なか

なか何をどのような形で活用すればいいのかというのが非常に難しいところでございます。区民の皆様

のニーズ、それから委員の皆様の新たな手法のご提案なども参考にしながら、情報発信力を強化してい

きたいというふうに考えてございます。 

○西村委員  本当にさまざまな世代の方、さまざまなライフスタイルになってきていますので、本当

に難しいことだというのは私もわかっているのですが、ぜひとも引き続きお願いをしたいと思います。 

 最後に、外国語版ラジオ広報番組について伺います。今一度、どのような時間帯で実施されているも

のか、内容をお聞かせください。 

○木村広報広聴課長  インターＦＭ８９.７メガヘルツ、こちらのほうで月曜日から金曜日、お仕事

前の朝６時５６分から３分間です。しながわインフォという番組で、生活情報、観光情報、イベント情

報、区からのお知らせを、日替わりの多言語、英語、中国語、韓国語、フィリピンのタガログ語、こち

らのほうで放送をしておりまして、放送内容は後日、番組ホームページから文字情報でもご覧いただく

ことができます。 

○西村委員  今年で１０年になるというふうに伺っておりまして、ラジオは効果測定がとても難しい

ものなのですけれども、本日、続けてお伝えしておりますように、情報収集の方法が多様化しておりま

すので、今一度、費用対効果を含めまして見直してみていただいてはどうかと思うのですが、反響です

とか、何かリスナーの声とか、ございましたらお聞かせください。 

○木村広報広聴課長  いわゆる聴取率という部分については、なかなか測定不能といいますか、そう

いう形で、なかなか捉えづらいところがあるのですけれども、先ほどご案内しました番組ホームページ

へのアクセス、文字情報へのアクセスは、月平均で８,０００件ございます。一定の効果が見られると

いうところでございます。 

 それから災害時には、災害情報を優先的に放送するということの協定を結んでおりまして、いわゆる

災害時に多言語でお伝えする情報発信手段としては有効なものとして考えているところでございます。

まず、そういうことをやっているというところを知っていただくというのが一番大事だと思いますので、

さらなる広報に努めていきたいと思っております。 

○西村委員  その災害時に多言語というのは、今初めて伺いまして、一定の効果があるのであれば続

けるという判断もあるかと思いますし、今一度ご検討いただければと思います。 

○鈴木（真）委員長  次に、松澤委員。 

○松澤委員  私からは、１７９ページ、地域振興経費、１８５ページ、自動通話録音機購入、１９９

ページ、品川区独自ボランティア「しな助」について質問いたします。 

 まずは、地域振興経費からです。決算特別委員会、一般質問でもお聞きしましたこの地域振興経費に

ついて質問いたします。品川区では、昨年７月に人口４０万人を超え、まだまだ増える予測が立てられ、

住み続けたい町として大変な人気があり、生まれ育った町としても私も大変誇りに思い、魅力をより一

層高めていくためにも、引き続き尽力していきたいと決意を新たにしているところであります。その中

で、人口増加に伴い、地域の人と人とのつながりの希薄化を考え、町会・自治会加入へ向けての取り組

みを質問し、電子申請やＱＲコードを活用するというご答弁をいただきました。 
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 そこで、これまでの取り組みとしまして、シナモロールのはがきやＱＲコードなど、さまざまな努力

をしていただきましたが、町会の活動はどのようになってきたのでしょうか。現状をお知らせください。 

○川島地域活動課長  これまで、区では転入者を対象に、シナモロールのはがきのデザインで町会・

自治会の加入促進に努めてきたほか、このはがきに今年度、ＱＲコードを印刷しまして、電子申請での

加入申し込みができるように整備させていただきました。こちらのほうは２万５,０００部ほど印刷い

たしました。今年、私は印刷していないと思っていたのですが、印刷しております。また、加入促進の

ために町会が配布する町会名入りのてぬぐいやパンフレットなどを購入する際にかかる経費の補助です

とか、さまざまな支援を行ってきたところでございます。 

 お問い合わせの町会・自治会活動の現状ということにつきましては、区の支援策をさまざま活用して

いただくことで、加入促進に役立てていただいております。それから、バスハイクですとか、餅つき大

会など、さまざまなイベントを実施していただき、町会・自治会活動の活性化に活用していただいてい

るということで、町会・自治会の皆様からも感謝の声をいただいているところでございます。 

○松澤委員  物資の支援購入、また、イベントの活用ということで、大変喜んでいるという声は、私

も実際に聞いております。 

 平成２８年４月には、２３区初となります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

を制定しました。町会・自治会に大変力を入れていただいていることがうかがえます。まず、加入が一

番であります。しかし、その後、町会活動に継続して参加してもらうことの難しさ、若い人たちとのつ

ながりがつくれないなどの課題が大変多くあり、課題解決には遠いと感じております。区では、１７の

補助金制度で盛り上がりを図っており、感謝しておりますが、町会内で事業を立ち上げることが難しい

点があると感じております。一般質問でもお聞きしましたが、ＮＰＯが中心に趣味でのつながりをつく

るなど、地域や町会でつくりづらいコミュニティ形成のサポートなどを支援していただきたいと思いま

すが、ご所見をお伺いいたします。 

○川島地域活動課長  町会・自治会活動をする上で、例えば、ＮＰＯに限ったことではないのですが、

文書作成ですとか、パソコンのスキルを持った方など、町会・自治会の役員の方が苦手な分野、それか

ら求めるもの、そういったところをつなぐ支援を求める声があるということでございます。 

 例えば、今年度、ＮＰＯということであれば、ＮＰＯの活動の紹介冊子を区のほうで作成いたしまし

て、各町会に配布したところでございます。また、行政書士会のご協力によりまして、町会の事務のサ

ポート制度を立ち上げまして、規約作成、それから議事録作成などの支援を行っております。引き続き、

このような町会・自治会の活動の活性化につながる支援策を続けてまいりたいと考えてございます。 

○松澤委員  行政書士の方の支援、文書スキルの支援、いろいろな支援を入れていただき、これから

も町会のつくりづらいコミュニティの活性化につなげていただければと思います。 

 これは働き方改革になってしまうかもしれませんが、神戸市では、副業を通じて、職員の意欲向上と

地域の課題解決を狙い、地域貢献活動に限りですけれども、役所での職務以外での報酬を受け入れられ

る制度、これを２０１７年４月に設立しております。これは、ＮＰＯ法人で開催した障害者支援、語学

教室など、活動に２０名ほど加わったというお話がありました。堂々と報酬を受け渡せ、役所の方も誘

いやすくなったとあります。 

 品川区としても、職員の方がボランティアで、住んでいる町会活動をしている方はいらっしゃるとお

聞きしております。いろいろな取り組み、こういうものを試していただいて、こうした新たな活性化に

向けたお考えをと思いますが、ご所見のほうをよろしくお願いいたします。 
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○川島地域活動課長  職員の仕事のスキルを地域貢献に活用するという考え方は、民間企業でも既に

とり入れられております。品川区でも数年前から、地元の消防団に入りましょうと推奨するような制度

化をしてございます。今後も、このような制度によりまして、町会・自治会活動の活性化につながるよ

うな取り組みがないかということで、さまざまな可能性を探ってまいりたいと考えてございます。 

○松澤委員  そういった形で、どんどんいろいろな形を考えていただいて、さらなる活性化に向けて

頑張っていただけたらと思っております。品川がさらに魅力的なところになることを願って、次の質問

に移らせていただきます。 

 次は、自動通話録音機です。前回、ほかの委員からも質問がありましたけれども、全国で１７万台確

保してあるこの自動通話録音機拡充を願い、いろいろ質問をしましたが、東京都の補助事業でもあり、

区市町村の調整をしなければならず、課題も多いと言われ、１,５００台、台数は増えることができな

かったとお聞きします。やはり、なかなか難しい事業なのかと思いますが、世田谷区では累計１万台以

上無料貸し出ししているとありますが、自治体での数の差が出る要因というものは何でしょうか。 

○黛生活安全担当課長  各自治体において差が出ます理由は、私のところでは明確にはこれはわから

ないところではございますが、それぞれの区の被害の状況、また、人口の多さなどにもかかわるのでは

ないかというふうに考えております。お話のありました世田谷区では、過去、被害件数がワースト１と

いうのが連続で続いているという状況もあり、また、人口も９４万人と非常に多いと、こういうところ

から関係しているのではないかと推察をしております。当区におきましても、区内の情勢とか犯罪の認

知件数など、よく見極めまして、対応してまいりたいと考えております。 

○松澤委員  品川区における被害件数、これは減少していると前回もお聞きしました。大変すばらし

いことだと思っております。警察を中心に、区民が一丸となって町を守る、意識連携のつながりの結果

だと思っております。銀行やコンビニでも、声かけにより１万７６１件、これを未然に防ぎ、特殊詐欺

に繰り返し使われた固定電話、これにつきましても、都道府県警の要請により８８７件停止していると

いう記事がありました。しかし、詐欺犯罪はやり方をどんどん変えていく中、現状、今、警察のほうで

気をつけている特殊詐欺などはありますでしょうか。 

○黛生活安全担当課長  １つは還付金詐欺であります。区内でも被害の件数は減りつつありますが、

還付金詐欺だけはやや増加傾向にあるということで、注意をする犯罪でございます。もう１つは、特殊

詐欺関連詐欺と申しまして、警察官などを装いまして、被害者のお宅にお伺いをして、被害者の隙を見

てカードをすりとってしまうという犯罪が増加傾向にあるということで、警視庁でも注意を喚起してい

るところでございます。引き続き、区内の４警察署や関係団体とも連携をいたしまして、注意喚起に努

め、被害のさらなる減少に努めてまいります。 

○松澤委員  私も、カード詐欺が非常に多くなったというのは、新聞でもよく読んでおりますので、

引き続き、区民の安心・安全を守り、特殊詐欺ゼロを願いまして、次の質問に行きます。 

 次は、品川区独自ボランティア「しな助」についてです。東京２０２０大会に向けて集まっていただ

いたこの２９団体、個人で５１１人もの方たちが、大会後は解散するということが決まっているという

お話を伺いました。今、人材が不足する中、また、ボランティア不足という中、せっかく大きく５００

人以上集まったボランティアの団体を解散するというのはどうももったいないといいますか、何かにつ

なげられないかなと思いますが、その辺のご所見のほうをよろしくお願いいたします。 

○辻オリンピック・パラリンピック準備課長  しな助についてのご質問でございます。しな助自体は

解散いたしますが、メンバーの方がまた地域の活動につながっていけるような方策は、これからもいろ
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いろ考えていきたいと思っているところでございます。 

○松澤委員  そういったボランティアの団体を、品川ボランティアセンター、社会福祉協議会などに

つなげていただくとか、そういう形を要望して終わらせていただきます。 

○鈴木（真）委員長  次に、つる委員。 

○つる委員  １６８ページ、情報化推進費、１８３ページ、国際交流推進事業、１９４ページ、ス

ポーツ推進費、１９７ページ、コロンビア共和国事前キャンプ、１８５ページ、路面表示物等設置、維

持管理について伺っていきたいと思います。 

 まず、情報化推進費についてです。２０１８年の決算特別委員会でも提案させていただいて、過日の

一般質問でも提案いたしました、クラウド型統合型地理情報システムがありますけれども、これはＬＧ

ＷＡＮを活用するということで、概略の２０２０年度予算の中での構築についてご答弁をいただいたと

ころでありますが、細かいところを伺っていきたいと思います。 

 まず、このＬＧＷＡＮを活用するということで、かなりのセキュリティーの高さが維持されるという

ふうに理解しておりますが、そこについての改めての確認と、また、この構築に当たっての、完成に向

けてのスケジュール、それから一般区民向けの活用もご答弁いただいておりますけれども、また、保幼

小中等の保護者が活用しやすいような区民向けのアプリについての展開、そして、そうしたものの区民

への周知、それから一応都内ではこのＬＧＷＡＮを活用したクラウド型の地図については、狛江市が既

に導入しているわけでありますが、２３区で横並びで見たときに、その状況がもしわかれば参考までに

教えてください。 

○山本情報推進課長  統合型地理情報システムについてでございます。ＬＧＷＡＮのセキュリティー

というところでございますが、考えているのは、委員おっしゃったとおりＬＧＷＡＮ回線を使ったクラ

ウド型の地図システムというところを予定しているところでございます。 

 それから来年度のスケジュールでございますが、４月、５月に、簡易型のプロポーザルを行いまして、

業者の選定をしていきたいというふう考えてございます。それから導入に向けて準備を進めまして、利

用開始を１０月ごろということを今予定しているところでございます。 

 それから区民向けの活用というところでございますが、実際にどういったシステムパッケージが業者

選択されるかというところにもよってきますけれども、スマートフォン対応等はできるものを導入して

いきたいというふうに考えているところでございます。 

 それから周知のところですけれども、そのあたりは区のホームページ等を通じて周知のほうを図って

いきたいというふうに考えてございます。 

 それから最後、２３区の状況なのですけれども、申しわけありませんが、こちらのほうでは把握はし

てございません。 

○つる委員  １０月ごろ利用開始ということで、これは各職員の庁内での活用も含む意味だと思いま

すけれども、区民向けということでは、アプリ、いわゆる一般的なザ・アプリという感じではなく、ス

マートフォンでも対応できる、そういう仕様になっていくという、それはいずれにしても区民にとって

使い勝手のよい、そういう仕様になることを望んでおりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 また、狛江市では取り組んでおりますが、ただ、何を活用しているか、ひもづけという表現が当たっ

ているかどうかあれですけれども、どういう展開をしていくかについても、例えば、ほかの区で既に実

施しているとか、同様に来年度行っていくようなところがあれば、そうしたところの情報共有等をして、

より品川区のものがすばらしい仕組みになっていくということの意味で確認をさせていただきました。
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逆に、そうでなければ、品川区が先行して、他の自治体に参考となるような、この統合クラウド型地図

の活用について、積極的に、事業者選定も含めてすばらしい仕組みにしていただきたいというふうに思

いますので、お願いしたいと思います。 

 １点だけ、ちなみに、これは予算書で言うと、どの項目がそれに該当するか、それだけ教えてくださ

い。 

○山本情報推進課長  予算書でございますが、１６９ページ、ＩＣＴ推進管理費の中の事務管理シス

テム運用保守等経費の中に入ってございます。具体的な金額といたしましては、約１,６００万円の予

算を要求させていただいております。 

○つる委員  それでは、次に行きます。国際交流等、また、スポーツ、コロンビア関係を伺っていき

たいと思いますが、これは、昨年の決算特別委員会の総括でも触れさせていただきましたコロンビア共

和国、ボッチャ、それからパラ・パワーリフティングをはじめとして、事前キャンプ、来年度も、今年

もという表現でしょうか、実施されるという中で、こうしたことを契機とした、スポーツを通じた国際

交流、また、パラリンピックという視点であれば障害者理解、またスポーツの振興というところで、幾

重にも意義が深いものであるというところで、今後の交流継続の発展を求めたところでありますけれど

も、まず、先日２月２７日、在コロンビア共和国日本大使館の特命全権大使が区長のもとに表敬訪問さ

れて、さまざまな意見交換と、品川区の、コロンビア共和国のボッチャの選手団、それからパラ・パ

ワーリフティングの選手団について意見交換をされて、また、特命全権大使としても今後しっかりそう

した交流の機会にも様子を見に来たいという表明もありましたし、区長のほうからも、今後さらに交流

を深めていきましょうということで、ホームページにも掲載をされておりました。また、引き続いて、

オリンピック・パラリンピック準備課、それから国際担当の方との意見交換も実施をされたということ

で表明されておりました。 

 そうしたことも含めて、今後、より具体的に、今、品川区、幾つかの国・自治体との国際交流、姉妹

都市提携等されておりますけれども、なかなか距離的に、物理的な距離感ですとか、先方のさまざまな

事情等あると思うのですけれども、新たなさまざまな交流、協定先と言いましょうか、そういったとこ

ろの位置づけの可能性、また、かねてより言っている区民スポーツ、このコロンビアの選手団が取り組

まれているボッチャですね。品川区でもスポーツ推進課をはじめとして、ボッチャについては長年その

振興に努めてこられたわけでありますから、そうしたところの部分も含めて、ボッチャを通じて区民ス

ポーツ大会とか、例えば、コロンビアとの交流をきっかけとして、コロンビア交流杯と、そういった名

称等を打って、先ほど申し上げた国際交流、障害者理解、スポーツ振興、さまざまな意味で活用してい

けるというふうに思っておりますし、また、先日も、第三日野小学校で、世界友だちプロジェクトの一

環で、コロンビア大使館の教育・学術担当の方がいらっしゃって、私もいろいろと連携をとらせていた

だいている方でありますが、スウィング・ラティーノのサルサのダンサーも来て、子どもたちが交流に

参加、すばらしいことだと思いましたけれども、そうしたところも含めて、今後の可能性についてご見

解をお知らせください。 

○遠藤協働・国際担当課長  各国との連携という部分でございますが、大使館につきましては、特に

コロンビア、それからインドネシア、あるいは姉妹都市・友好都市を結んでおりますジュネーブがある

スイスなどが、特に現在学校との交流を中心に、非常に文化的なものを含めて交流をいただいていると

ころでございます。今後も、このような交流はどんどん盛り上がってくるものかと思っておりますので、

現在の交流を引き続き継続し、そして発展させていきたいというふうに思っております。 
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○つる委員  もう少し幅広な、各所管の方からもお答えいただきたかったのですが、例えばボッチャ

の区民スポーツ大会、これは私も提案させていただいて、そして過日の本会議でも、芹澤議員のほうか

ら同様の提案がありました。本当に、スポーツを通じた交流というのは、非常に文化ということも含め

て、国の垣根を超えると言いましょうか、本当にすばらしい取り組みになっていくというふうに期待を

しておりますが、そうした可能性ですね。あとは、具体的に、例えば、今既に行っている、子どもたち

がその国に訪問するとか、ホームステイするとかというのは、なかなかさまざまなハードルもあるかと

思いますが、例えば、そういう選手団が継続的に行き来をする、そして、この品川区を舞台に、例えば、

これも提案していますが、国際大会、これは日本のボッチャ協会等からもいろいろ学んでいかなければ

いけない点かもしれませんし、会場の問題もあるかもしれませんが、そうした選手団が引き続き、継続

的に、この品川区を舞台にさまざまな、ボッチャをはじめとする障害者スポーツの振興に寄与いただく、

そして、品川区民にもそうした交流をいただくという機会にしていただきたいという意味で質問させて

いただいているので、スポーツの視点も含めてお答えいただければと思います。 

○中元スポーツ推進課長  区では、これまでもボッチャをはじめとした障害者スポーツ、さまざま地

域で取り組み、振興を進めてまいりました。障害者スポーツチャレンジデーやユニバーサルスポーツ

フェスタでは、必ずボッチャも体験スペースを設け、実際のゲームに近い形のコートをつくって体験を

していただいております。今年度もまた新たに障害者スポーツの指導者の派遣事業というものを、予算

を入れさせていただいてございます。こちらをまた区内の福祉施設など、そういうところにも障害者ス

ポーツの指導員を派遣して、より広く振興していきたいという思いでございます。また、将来的には地

域スポーツクラブが今４カ所、もうすぐ４カ所、３月で立ち上がる予定ですので、地域ごとにその４地

区の対抗戦であるとか、交流試合のようなものを進めていきたいと考えているところでございます。 

○つる委員  ぜひ、区内における、また、そうしたコロンビアをはじめとする海外のパラアスリート

たちとの交流というのは、このオリンピック後ということも含めて継続的に、また次の、何十年後にな

るかわかりませんが、また再び東京にオリンピックが来る際に、そのメルクマールと言いましょうか、

また、インという形になるような、そういう交流をぜひ今年度、２０２０年度を契機に進めていただき

たいというふうに思います。 

 また、特命全権大使がいらっしゃって、区長とも交流されて、国と自治体という交流はなかなかない

かもしれませんが、さまざまなすてきな場所がコロンビアの中にもありますから、そういう自治体も紹

介をいただいて、今後、品川区としての自治体間交流、そうしたところまで視野に入れていただきなが

ら推進いただければというふうに思います。 

 次に、路面表示物等設置、維持管理についてですが、これは道路上に路上喫煙禁止啓発、歩きたばこ、

ポイ捨て禁止という標示、これは昨年ぐらいから４言語の標示のものが多く張られているという理解で

おりますが、そもそもこの路面に標示する、貼付するに際してのルールとか、どこに張っていいかとい

うことを、概略を教えてください。 

○黛生活安全担当課長  基本的に、これが貼付できますのは、区道ということになっております。 

○つる委員  区道ということでご答弁いただきましたが、我が家の目の前が私道なのですね。そこに

も、目の前に２カ所あるのですが、そうしたところの貼付についてはどういうやりくりで張られている

のでしょうか。 

○黛生活安全担当課長  私道につきましては、近隣の方々に状況等をお伺いをさせていただいて、そ

のような、いわゆるポイ捨ての状況等があるということが確認された段階におきまして、近隣の皆様に
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ご了解をいただいた場合につきましては、私道でも張らせていただくというような対応をさせていただ

いております。 

○つる委員  こうした注意啓発の標示とはもしかしたら趣が違うかもしれませんが、根拠となる法律

というのは道路法とか道路交通法に基づいて貼付されているという理解でいるのですが、私の質問のメ

インは、この路上喫煙禁止啓発ということだけではなくて、別の款なのですけれども、自転車の駐輪に

際する注意啓発で、子どもたちの絵が描かれたものを標示して駐輪を防いでいく、ぜひやってください

というふうにお願いをする中であっては、いや、警視庁がなかなかうんと言ってくれないのですという

ことをさんざん言われてきて、やりませんと明確に言われたことも過去にはあったのですね。そういっ

た中で、今ご答弁いただいた、基本は区道としながらも、私道については、そういう苦情が多いところ

には張っていく。同じ標示物という理解の中で、比較的道路のど真ん中に表示されているというものが

あるわけですね。そういうものと、自転車の駐輪を防いでいく標示というその理解の違いとか、警視庁

との認識とか、その辺がどういう違いがあるのかなと。路上喫煙を禁止していくのは品川区の条例で

しっかりと明確になっている部分もありますけれども、まずはそういうルール、道路上に標示をするに

際しての違いというものが何かあるのか教えてください。 

○黛生活安全担当課長  大変申しわけございません。警視庁のほうで、どのような基準で自転車の駐

輪禁止の標示を張っているのか、その基準につきましては、私のほうで把握がないところでございます。 

○つる委員  具体的な質疑は、別の土木費でやるのですけれども、要は、路上喫煙禁止は道路のど真

ん中にも張られているわけですよね。だけど私は、別の款で、当然土木費でやりますが、自転車の駐輪

を防いでいくということに際して、それはなかなか道路標示で交通の妨げになるのだみたいに大上段に

言われて張らせてくれないという、だけれども、路上喫煙のほうはこれだけ張られているわけですよね、

細かいところに。であるならば、自転車の駐輪防止も張れるのではないかという期待を込めて、土木費

で質疑をしていきたいと思います。 

○鈴木（真）委員長  次に、中塚委員。 

○中塚委員  １７３ページの男女共同参画推進事業について伺いたいと思います。マイセルフ品川プ

ランが策定され、現在、第１７回品川区行動計画推進会議が開かれていまして、そこに性的マイノリ

ティの理解や促進をするための教育や啓発、支援などの環境整備が諮問されました。これまでも多様性

尊重講座など、さまざまな事業が始まっていることをうれしく思っております。 

 新年度では、みんなのひろばが始まるということですが、歳入の審査の際に、課長から、わらをもつ

かむ思いとお話がありましたが、実施に当たって、どのような思いなのか伺いたいと思います。 

○島袋人権啓発課長  品川区の中では、新長期基本計画素案の政策の１つの柱に、平和で人権が尊重

され、多様性を認め合う社会の実現を掲げております。また、マイセルフ品川プランの中におきまして

も、差別や偏見をなくせるよう、さまざまな思いや悩みを共有し、自分らしく生きることができる品川

を目指したものとしているものでございます。 

 平成３０年度から始まりました、性の多様性の理解促進講座でございますが、講座と上映会、講座と

講演会を進めました。次年度におきましては、その時々にとらせていただきましたアンケートの中から、

やはり、交流する広場をぜひ開設してほしいというご意見をいただきましたので、まず初めにやってみ

ようということで、次年度予算要求させていただいているものでございます。 

 安心して自己表現ができる居場所、どの程度の方がやはり来られるのか、また、他区の状況を見ます

と、住区では来られないからほかの区で開催しているところで参加してみたい、自分の悩みを共有して
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話すことができたらすごくよかったというようなお声も、他区からの情報で聞いておりますので、まず

は本当にどのような形で進められるかということが非常に不安ではございますが、まずはやってみよう、

できるところからやってみようというところでございます。 

○中塚委員  安心して交流ができるスペースをつくることはとても大事だと思っておりますので、ぜ

ひ挑戦していただきたいと思います。 

 男女共同参画センターでは、さまざまな事業や、こうした新しい取り組みも検討が始まっているので

すけれども、やはり率直に言って、区民から見ると、そうした姿がまだまだ届いていないと思います。

啓発誌「マイセルフ」も、とても豊かな内容で、特集「自分らしく生きる」では中島氏が、特集「誰で

も生きやすい社会」では川眞田委員長の対談がそれぞれ紹介されて、ぜひ多くの方に読んでいただきた

いと思う内容だと思っております。ただ、あまり区民に届いていないということなのですけれども、性

の悩みや戸惑いがある方、ジェンダー平等やジェンダー教育に関心がある方に届く工夫が必要だと思っ

ております。例えば、中学校や高校、大学での配布など、特に若い世代に届ける工夫を検討していただ

きたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○島袋人権啓発課長  男女共同参画センター、なかなか場所もわかりづらいというお声をいただいて

おりますが、さまざまな場面で、やはり私ども男女共同参画センター、人権啓発課は発信していかなけ

ればいけないと考えているところでございます。マイセルフ品川の男女平等啓発冊子でございますが、

今までは、直近のもののみをホームページから見ることができましたが、全部を見られるように、ただ

いまインターネット上では公開しているところでございます。マイセルフ品川のプランにもございます

が、やはり、小さいときから男女共同参画ってどういうことなのかを学んでいただけるように、さまざ

まな講座、参加者の対応等してまいりたいと考えているところでございます。 

○中塚委員  ぜひ、若い世代に届くような工夫をご検討いただきたいと思います。 

 このマイセルフの中島氏のインタビューの中で、子どもやその周りの大人への発信活動に力を入れて

いるのはなぜですかとの問いに対して、中島氏は、何ごとも知るのに早過ぎることはないと思っている

からです、子どものころは、自分の生きづらさが何か言語化できない、つまり不安な気持ちを言葉にで

きないということを話しておりました。今後の事業展開ですけれども、ぜひ、親子で性のことについて

学ぶことができる事業を進めていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 この中で、例えば、性の多様性についてや、そもそも性とは何か、心の性、体の性、表現をする性、

例えば、性別による男女の体の違いや、第二次性徴、生殖の性、楽しむ性や性的同意、さらには感染症

や予防方法など、さまざまなテーマで親子で知ることができることはとても大事だと私は思います。実

は、親も子どもが話す性の疑問や悩みに対して、どう説明したらいいのか、どう接したらいいのかとい

う悩みも深いものがあるかと思います。いわゆるコウノトリの話をしている時代ではないと思っており

ますし、ごまかしてはいけないと私も思います。児童向けに性のことを学ぶことができる絵本も増えて

おりますが、その存在もまだまだ知られていない現状もあります。それだけに、性のことについて、親

子で学ぶことができる事業をぜひ検討していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○島袋人権啓発課長  ただいま、親子で参加できる講座を、このところ試みているところでございま

す。まず、何かと言いますと、今年度でございますが、性の多様性講座と講演会の、講座のほうでござ

いました。こちらのほうも、教育委員会の養護教員の先生を中心に広めていただきたいというお願いを

させていただいたところでございますが、小学校５年生の男性児童も参加していただいたり、その子が

帰って、家の中で家族、兄弟に広めてくれたという実績がございますので、参加される方が少なくはあ
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りましたけれども、今後もそのような親子で参加できる講座を進めてまいりたいと思っているところで

ございますし、また、他区の講座を見ていますと、やはりさまざまな、男女共同参画センターだからこ

そできる講座を実施されているようなので、品川区におきましても、今後展開していきたいと考えてい

るところでございます。 

○中塚委員  ぜひ、親子でさまざまな性のことについて学ぶことができる、家族の中でも話し合うこ

とができる、そのような環境づくりを進めていただきたいと思います。 

 理解や啓発という意味では、品川区のホームページの情報量も充実が必要だと思っております。２１

世紀にふさわしい人権意識を育てようのページでは、性的志向、性同一性障害を理由とする差別をなく

そうとありますが、その情報量は本当に少しです。性の多様性についての説明や、どんな戸惑いや生き

づらさがあるのか、その不安はどこから来ることなのか、そしてどこに支援や相談先があるのか、今や

はりスマホでググる時代ですから、そこの検索でヒットすることがとても大事だと思いますし、イン

ターネット上は本当にさまざまな情報があふれているだけに、この公的な施設、つまり行政のホーム

ページが正しい知識と理解、支援をわかりやすく得ることができる工夫はとても大事だと思います。そ

の上で、ホームページを充実していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 合わせて、品川区行動計画推進会議ですが、議事録要旨を見ました。２時間の審議がＡ４、１枚に要

約されていて、議事録要旨も、意見交換、質疑応答との記載がありまして、どんな意見やどんな質疑な

のか全然わかりません。これは要旨ではなくて、ぜひ全文紹介にしていただきたいのですが、いかがで

しょうか。 

○島袋人権啓発課長  ２点質問をいただきました。 

 まず１点、ホームページの件でございます。人権啓発課におきましては、係が２つございまして、人

権一般に関する同和対策担当、もう１つが男女共同参画担当、おのおののホームページでございますの

で、男女共同参画センターのほうのホームページに入っていただけますと、今、委員がおっしゃられて

いた項目に関しては、知識を広めるように進めているところでございます。また、もう１つの人権にか

かわる部分でございますけれども、意識調査等をさせていただいておりますので、そちらのほうも今年

度実施しておりますので、間もなく報告書が上がりまして、そちらのほうにも性的マイノリティのこと、

さまざまな人権侵害のこと等を挙げておりますので、アップするように努めてホームページの充実を

図ってまいりたいと思います。 

 また、もう１つ、第１７期行動計画推進会議のホームページのことでございますけれども、こちらは

委員の皆様が区民代表の方でございまして、意見を述べるときに、やはりその方たちの中でも非常にデ

リケートな部分があるということですので、短くさせていただいているところでございます。 

○鈴木（真）委員長  次に、筒井委員。 

○筒井委員  私からは、１７１ページ、新年賀詞交換会経費、１７９ページ、地域振興経費、町会に

ついて、１８７ページ、しながわ発見出会い事業、１８９ページ、ハタチの龍馬ＰＲ事業、同じく東海

道品川宿観光ＰＲ事業についてお伺いをいたします。 

 まず、新年賀詞交換会経費についてなのですけれども、これは３６４万円ほど計上されておりますけ

れども、これは、平成３０年、平成３１年の予算特別委員会でも、私は同様の質問をさせていただいて

おりまして、今回で３回目になるのですけれども、いよいよ今年こそ、オリンピック・パラリンピック

の終了後の景気悪化、そして周知のとおりの新型コロナウイルス、コロナショックによる不況、これは

必ず景況というのはよくなくなるという状況は見えております。それにもかかわらず、やはり新年賀詞
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交換会、お正月のときに一部の人のみ無料で飲食を提供するということは、やはり多くの一般の区民の

理解は得られないことかなと考えております。そして、この新年賀詞交換会のようなものは、既に２３

区の約半分の区が、もう有料制、会費制を敷いております。来年度も予算計上しておりますけれども、

ぜひとも品川区も新年賀詞交換会の会費制導入へと進んでいっていただきたいと考えておりますが、い

かがでしょうかということと、続けて行きます。 

 町会についてですけれども、東品川五丁目についてです。これはマンション３棟、新しく建っており

ますけれども、東品川五丁目のこのマンション３棟の方々の住んでおられる町会は一体どこになるのか

ということを教えてください。 

 しながわ発見出会い事業なのですけれども、品川区のホームページから、このしながわ発見出会い事

業を検索いたしますと、ただ単に「しながわ発見出会い事業」という単語のみが載っているだけで、内

容が全く書いていないので、これは一体どういうことなのかをお知らせください。 

 続けてまいりますけれども、ハタチの龍馬ＰＲ事業は、私は品川龍馬会に入っておりまして、二十歳

の龍馬像というのを知っております。このハタチの龍馬ＰＲ事業というのは、ＤＬＥのアニメのキャラ

クターのものかと思いますけれども、やはり、そうしたことでこのハタチの龍馬というのは、品川区の

大事な資産だと考えておりますので、このせっかくのハタチの龍馬というのを、今年、オリンピック・

パラリンピックがございます。そして、品川区は水辺活用に力を入れておりますので、このハタチの龍

馬をオリンピック・パラリンピックや、水辺に積極的に関与させて、せっかくのこのハタチの龍馬、一

石二鳥、一石三鳥にもぜひ有効活用していただきたいと考えておりますけれども、このハタチの龍馬Ｐ

Ｒ事業、どういったことになるのかについてお知らせをください。 

 そして、東海道品川宿観光ＰＲ事業についてなのですけれども、もうぜひ、この東海道品川宿は品川

区の観光スポットに資する場所だと考えておりますので、これをもっともっと強化していっていただき

たいと考えております。東海道品川宿と言っても、やはり住んでいる人や訪れる人からは、もうちょっ

と観光に活用するのだったら工夫したほうがいいとか、町並みがちょっと寂しいとかも言われておりま

すので、ぜひ、今回の事業を機に、東海道品川宿の観光を強めていっていただきたいと思いますけれど

も、どのような内容になるのかをお知らせください。 

○立川総務課長  新年賀詞交換会に関するご質問にお答えいたします。新年賀詞交換会の開催方法等

につきましては、委員のご指摘も踏まえ、今後どういった方法が適切かということについては検討を進

めている必要があるかなというふうに考えているところでございます。 

○川島地域活動課長  私からは、ただいまのご質問の、天王洲エリアのマンションの住民の町会の帰

属というところでございます。当該マンションのある天王洲エリアには、天王洲会という町会がござい

ます。ただし、この天王洲会という町会は、法人・企業で構成されております。しかしながら、近年、

天王洲エリアにマンションが増えてきたことから、区としましても、天王洲会に近隣住民の町会加入が

可能かどうかというところは確認はさせていただいております。ただ、そちらのほうは大丈夫だろうと

いうことではございますが、現在の会則では法人のみが会員になっているということ、もし具体的な希

望があれば会則変更等も含めて検討するというような意向は伺ってございます。もし、町会のほうに単

独で入りたいというようなお話がある場合は、まずは地域センターのほうにご相談いただければという

ふうに考えてございます。 

 それから、ホームページのしながわ発見出会い事業の表示のほうは、こちらのほうの不手際というか

ミスでございますので、早速削除させていただくように手続きさせていただきます。申しわけございま
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せんでした。 

○古巻文化観光課長  私からは、ハタチの龍馬ＰＲ事業、それから、東海道品川宿観光ＰＲ事業につ

きましてお答えをさせていただきます。 

 まず、ハタチの龍馬ＰＲ事業でございますけれども、こちらは明治維新１５０年を１つの目安として

進めてきた事業でございますけれども、ハタチの龍馬、今までの歴史的な資源のＰＲだけではなくて、

今後、さまざまな区内の観光資源、そういったもののＰＲ、それからハタチの龍馬自体の周知、こう

いったものを進めていきたいというふうに考えているところでございます。具体的には、来年度につき

ましては、区と高知県が連携協定を結んでいるもの、そちらを根拠にいたしまして、コラボをした動画

の制作をしたりということも考えておりますし、また、着ぐるみを作成するということで、動くハタチ

の龍馬が登場して、さまざまなイベントでそちらをＰＲしていきたいというふうに考えております。ま

た、ノベルティの制作等も含めて、ハタチの龍馬自体の周知、これを進めて、オリンピック・パラリン

ピックということでございましたけれども、そういった関連の機運醸成にも活用していけるような形で

施策を進めていきたいというふうに考えております。 

 それから、東海道品川宿の観光ＰＲ事業でございますけれども、こちらは具体的には、今、品川宿内

にございます品川宿交流館をもっと活用できないかということを考えまして、そちらを活用する形で、

例えば周辺のまち歩きツアーをしたり、交流館自体の展示、中身を新しくしたり、そういったものも考

えておりますし、また、品川宿の歴史に関するワークショップを開催したり、そういった形で、まずは

品川宿交流館をＰＲする、それから交流館を拠点に東海道品川宿の観光ＰＲをしていく、そういった形

で進めていきたいと考えているところでございます。 

○筒井委員  ハタチの龍馬についてなのですけれども、本当に、着ぐるみをつくってやられるという

ことなのですが、もうやるならとことんぜひ積極的にやっていただいて、やはりしつこいぐらいやらな

いと、多分、人というのは記憶に残らないと思いますので、せっかくのこのハタチの龍馬というもの、

かなりお金もかけて気合いの入っている事業だと思いますので、やるからには積極的にやっていただき

たいと考えております。 

 あと、東海道品川宿につきましては、まずは交流館を拠点にしたまち歩きとかワークショップという

お話でしたけれども、そうしたソフト面の事業に加えて、款が違いますけれども、そうしたハード面の

整備というのも積極的にぜひやっていただきたいと考えております。これはよろしくお願いします。 

 新年賀詞交換会経費は、検討していただくということなのですけれども、こうした景気が悪い状況で

すので、ここでたとえ新年賀詞交換会を会費制にしても、これはかえって品川区のイメージアップにつ

ながると思いますので、ぜひ前向きな検討をよろしくお願いします。 

 町会のほうは、天王洲会ということで、これは、マンションのほうが地域センターに問い合わせをし

てくださいということなのでしょうか。逆に、区のほうから、ある程度バックアップというか、アドバ

イスしないと、多分、マンションの方々自身はあまり動かない話かと思うのですけれども、その点いか

がでしょうかということと、私は天王洲会のエリアにも住民の方が増えてきておりますので、天王洲会

のほうに入れてもいいのかなと思っておりますけれども、その点、いかがお考えなのでしょうか。 

 あと、しながわ発見出会い事業なのですけれども、これは削除してしまうのですか。区としてはやら

ないということなのですか。 

○川島地域活動課長  先ほどのマンションの件から申します。こちら、住民のほうからの働きかけと

いうことではなくて、こちらは区のほうから働きかけて、いろいろな調整をしているというところでご
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ざいます。ただ、こちらも、住民の方の、例えば総意がどうなっているのかとか、それから個人的に町

会に興味があるですとか、その辺のほうもまだはかりかねているところがありまして、区のほうもどの

ようなアプローチをすべきかどうかというのは様子を見させていただいているようなところもございま

すので、ただ、しっかりやっていかなければいけないというふうに考えてございます。 

 しながわ発見出会い事業は、ホームページの誤った記載の項目を削除したということで、事業は続く

ということでございます。 

○筒井委員  わかりました。東品川五丁目の住民の方々、お住まいの地域は東品川二丁目防災桟橋の

本当にお近くということで、ぜひとも、逆に積極的に地域に関心を持っていただくよう区からの働きか

けをお願いをいたします。 

 しながわ発見出会い事業についてなのですけれども、しながわ発見出会い事業、一般の検索、グーグ

ルから検索いたしますと、東京都の婚活支援サイトが掲載されておりまして、そこで、品川区結婚支援

事業と書いてあるのですね。そうしますと、今までの品川区の過去のご答弁では、婚活、結婚支援では

ないというようなご答弁でしたけれども、そこは矛盾してくるのではないかということなのですけれど

も、その点、いかがお考えでしょうか。 

○川島地域活動課長  私ども、周知を広くするというようなところで、都のサイトにも登録をしてい

ただいているというところで、東京都のほうのカテゴリーでは婚活事業というふうになってございます

が、私どもの事業というのは出会いの部分をまずつくるということで、最終的にはそれが結婚まで結び

つくということもあるのかなというふうに考えてございます。 

○筒井委員  わかりました。たまたま結婚に、出会いを結びつけられればいいかなということなので

しょうけれども、私も、目的が少子化対策というのが非常に重要だと考えておりまして、結婚される方

が増えればいいなと、そしてお子さんも結果的に、望むものなら産んでいただければいいかなと思って

おりますが、今回、品川区がやっておられる手段が問題かなと思っておりまして、これは変えたほうが

いいかなと思っております。というのが、やっている場所が、特定のレストランとか、しながわ水族館

とかで、ある意味、あまり動かない場所で、しかも少人数で、年齢制限が３９歳までということでか

かっておりまして、子どもは要らないけれども結婚したいという方も、これはきっといらっしゃると思

います。これは、不妊治療の助成とは違って、あまり結婚については医学的根拠というのはないのかな

と。ですから、もっと幅広く、多くの区民が参加するようなもの、そして年齢問わず、ある程度、上限

をもっと上げていただきたいと考えておりますけれども、そういったことで、やはりパーティーなどと

いうよりは、婚活アドバイスのセミナー開催などをしたほうが、より多くの区民にとって結婚の支援に

なるのではないかと。どうせ婚活をされている人は、いろいろなパーティーや出会いの場とか、そうし

た婚活サービスを受けておりますので、やはりここは行政があえてやる意味というのを持たせないと、

あまり意味がないのかと思っておりますので、パーティー形式より、今言ったようなセミナー開催とか、

そうしたほかの手段というのはないのかと考えておりますけれども、その点、いかがお考えなのでしょ

うか。 

○川島地域活動課長  委員ご指摘のようなご意見もあるかもしれませんが、私どもはこういった形で

年２回パーティーと、それからほかの会場でというような形での開催を考えております。よりよい形に

なるように検討してまいります。 

○鈴木（真）委員長  次に、吉田委員。 

○吉田委員  私からは、１７１ページの番号制度対応経費と、それから２０３ページの個人番号カー
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ド経費、１７３ページの人権啓発事業、１７５ページ、電気・ガス・水道料、１７７ページ、契約関係

事務費、１９１ページ、品川薪能等開催経費、時間のあるところまで伺いたいと思います。 

 最初に、１７１ページの番号制度対応経費と、個人番号カード経費、２０３ページのほうです。番号

制度対応経費と住民票等コンビニ交付対応経費は、昨年予算からほぼ倍増しております。個人番号カー

ド経費には、交付会場業務委託が新規計上されております。第二庁舎のほうにマイナンバーカードのた

めの特設会場ができております。昨年６月２８日に総務省から出された通知への対応と認識しておりま

すが、どのような業務を委託するのか伺いたいと思います。 

 それから歳入の質疑のときに、戸籍証明のコンビニ発行については、先行自治体の動向や、そこで出

てきた課題について検討しながら進め、実施は年度末からということでしたが、課題を認識しながら特

設会場だけ急いだ理由が何かあれば伺いたいと思います。 

 戸籍証明のコンビニ発行については、本籍地と現住所の場所で扱いが違うということもあるようです

し、手数料の割引も戸籍証明についてはまだ決まっていないということなど、これも歳入の質疑のとき

に伺いました。これまでは、マイナンバーが必要ないと思っていたけれども、戸籍証明がとれるのなら

便利になると思って申請に来られる方もあるのではないかと思うのですけれども、これらの課題が今、

残っているということは、早く申請にいらした方にきちんとお伝えするのでしょうか。その辺も確認さ

せてください。 

○提坂戸籍住民課長  第二庁舎のマイナンバーカードの交付会場のお尋ねでございます。こちらにつ

いては、職員と委託職員の方と両方で役割を分担して行っているところでございますが、委託している

内容としましては、Ｊ－ＬＩＳ、地方公共団体情報システム機構のほうから、申請をなさったそれぞれ

のお客様に対して、個人番号カード交付通知書というのを送っているのですが、そちらを交付会場にお

客様がお持ちいただいて、その内容を確認するということが１点、あと、窓口の案内、フロアマネー

ジャー的な役割、あと、本人確認書類の提示とか提出を受けて、受付の補助をする、あと、マイナン

バーカード全般に関する制度の説明、あと、外国のお客様が見える場合もございますので、英語や中国

語の対応者の配置、あと、日々の日程表の作成・提出という形になってございます。実施体制としまし

ては、業務従事者の中から統括管理責任者を常駐させる、あと、業務責任者と従事者を適正配置すると

いうことでございます。 

 あと、コンビニにおける戸籍の証明発行については、先日も答弁したとおりでございますが、来年度

末からのスタートを予定しております。課題としましては、品川区に住民票を置いていて、しかも本籍

も品川区の方、あと、住所は品川ではないのだけれども本籍を品川に置いてある方、そういう方に対し

て、それぞれ発行を行うかということで、まず、品川区に住民票を置いていて本籍を置かれている方に

ついては、当然、戸籍の証明書は発行するという予定でございますが、納税者か納税者ではないかとか、

そういうスタンスで考えますと、住民登録をしていない方で本籍を置いている方にサービスを行うとい

うことが適当なのかどうかということがまず課題ということと、あと、手数料についても、税金をお支

払いいただいている方と、お支払いいただいていない方に対して同じ手数料でいいのかということと、

あと、コンビニ交付のシステム上、手数料を対象者によって振り分けることができるのかどうかという、

そういういろいろな課題がありまして、その辺を先行自治体の事例を今も調査しているところでござい

ますけれども、その辺から判断して、適切に検討してまいりたいと考えてございます。 

○吉田委員  それらのことは先日伺ったので、そういう課題がまだ残ったままの発行になりますよと

いうことを説明されるのかということを伺いたかったので、その辺を確認させてください。 
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○提坂戸籍住民課長  それらの課題をクリアした上で、来年度末から発行するということでございま

す。 

○吉田委員  意図が通じないようなのですが、言いたいのは、そういう課題がまだ見えていないで、

ああ、これから戸籍証明がコンビニでとれるようになるのだと思って来られる方に対して、結局、年度

末になったら、いやいや、あなたの場合は本籍がないのでとか、いろいろあるわけですよね。そういう

ことがきちんと説明されるべきではないのですかということなのです。それを伺いたいと思いますが、

時間がないので、昨年、総務省が通知を出したのは、マイナンバーカードの取得が進まないからと認識

しております。取得が進まないのは、多くの人がこの制度を望んでいないから。望む人が増えた場合に、

その課題がきちんと説明されていないといけないのではないかというのが今の質問の趣旨です。総務省

から来ているのはあくまで通知ですので、カードの取得やマイナンバーを申告するのは個人の自由であ

るということは大前提だと思います。それは、もちろん認識してらっしゃると思いますが、確認をして

おきたいと思います。なぜ確認するかと言えば、現実には、例えばお子さんの医療証の手続きの申請書

のほうに、あたかもそのマイナンバーの申告が必須であるかのような表現、そう受け止めてしまうよう

なことがあって不安に思う方からの問い合わせが生活者ネットワークには来ます。今後そういうことが

ないように、強く求めたいと思います。先ほどの課題の説明について、ご答弁があれば伺いたいと思い

ますが、合わせて次の質問もいたします。 

 １７３ページの人権啓発事業です。先ほどもご質問が出ましたが、性的マイノリティの方たちのひろ

ば、年間で２日間だけ開かれるということで、具体的にどのようなことを考えているのか。先ほどのご

答弁の中には、区を超えての交流も視野に入れておられるようだったのですが、広報がとても重要にな

ると思います。広報をどのように考えておられるのか伺いたいと思います。 

○提坂戸籍住民課長  戸籍のコンビニ交付についてのお尋ねについて、またお答えいたします。今の

段階では、手数料をどうするかとか、対象者をどうするかということははっきり申し上げられない段階

なので、ある程度固まったところで、コンビニで戸籍証明ができますよということでホームページなり

で周知をしてまいりたいと考えております。 

 あと、マイナンバーカードについては、本来、国が果たすべき役割の事業でございますけれども、こ

れは地方自治法に定める第１号法定受託事務に該当しまして、いわゆる番号法にも、市町村が処理する

こととされております。その中で、国の方針に沿って、品川区としましても、マイナンバーカードの普

及啓発を図っているところでございますけれども、ご案内の中では、例えば、税金の場合だと納付期日

を指定して納付してくださいとか、納付していただきますという表現を使っているのですが、あくまで

もマイナンバーについてはやわらかい表現で、申請しましょうという、そういう表現にとどめていまし

て、あくまでもこれは任意ということでございます。 

○島袋人権啓発課長  広報の仕方でございますが、このひろばを運営するに当たりまして、さまざま

な自治体、企業が相談しておりますＬＧＢＴ法連合会、こちらを通じまして、品川区にふさわしいＮＰ

Ｏを教えていただきながら、その手法を紹介していただきながら進めてまいりたいと考えているところ

でございます。 

○吉田委員  まだコンビニ交付のことは違うのですけれども、それは結構です。 

 次に、性的マイノリティの方たちのひろばです。先ほどのご答弁でも、アンケートの結果、集まれる

場所ということで、一歩踏み出すということについては、方向性としては評価したいと思います。心配

しているのは、次年度の事業に２日間だけのひろばということなので、目立った実績が出ない可能性も
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あるかと、こういうことはじっくり広げていかないとなかなか広がらないのではないかということを心

配しております。実績いかんにかかわらず、一歩踏み出したということで、次に向けて、結果はどうあ

れ継続の方向でお願いしたいと思います。後でもしご答弁があれば伺います。 

 次に、１７５ページの庁舎管理費の中の電気・ガス・水道料について伺います。今、パワーシフト・

キャンペーンで行っている自治体庁舎の電力調達の状況調査に生活者ネットワークも参加しております。

品川区にも協力をいただきました。品川区は、本庁舎は随意契約で東電から調達、第二庁舎については

指名競争入札で、この数年、毎年のように違う事業者から電力調達をしておりますことを確認いたしま

した。指名競争入札の指名の条件を伺いたいと思います。 

 合わせまして、このアンケートでは、電力調達について環境配慮に関する方針があるかという問いに

対して、品川区環境基本計画でエネルギーの低炭素化については定めているとご回答がありました。低

炭素化だけなのでしょうかという問いです。今後の区庁舎の電力調達について、環境配慮に関する方針

があれば伺いたいと思います。 

○島袋人権啓発課長  開催することが非常に大事ですし、これは継続して続けてまいりたいと考えて

いる事業でございます。 

○立木経理課長  第二庁舎の電力調達の際の指名競争入札の件でございますけれども、こちらのほう

は、仕様書がございまして、そちら、調達における仕様を定めた内容に沿ったことが供給できる事業者

を、経理課の指名選定委員会のほうで選びまして、指名をしているという状況でございます。 

 それから環境方針、調達に際して、今回は品川区環境基本計画における基本目標、「低炭素な暮ら

し・仕事・まち」を実現するということに基づきまして、区のほうで令和９年度に温室効果ガスの排出

量を、平成２５年度比３３％削減を目標というところで書いてございますので、そちらに基づきまして

仕様を決定いたしまして、再生エネルギーを使用するということで、仕様を決定して発注をかけたとい

うところでございます。 

○吉田委員  仕様書に定められた内容が実現できる事業ということなのですが、伺ったのは、その仕

様書の定めの中に、環境配慮が低炭素化だけなのでしょうかということなのですが、要は、低炭素化だ

けという、今のご答弁でしょうか。もう一度伺いたいと思います。 

○立木経理課長  大変失礼いたしました。仕様でうたっている中では、今年度と変えたところ、来年

度のものに関しまして、再生可能エネルギー利用率１００％、二酸化炭素の調整排出係数ゼロのプラン

を用いるというところの仕様をうたってございます。 

○吉田委員  つまり、今回の指名競争入札の条件に、環境基本計画より踏み込んだ再生可能エネル

ギーという条件をつけたということでよろしいですよね。その点については大変評価したいと思います。

できれば、港区のように、電力調達について、環境配慮に関する方針を作成して明記されることを要望

したいと思います。環境配慮契約法に基づく契約は、地方公共団体は努力義務で必須ではないというこ

とを承知しておりますが、環境配慮契約法では、入札で電力調達をする場合には、環境配慮の基本方針

を定め、入札に参加する事業者の満たすべき条件を設定、いわゆる裾切り方式と呼ばれておりますが、

それなどを求めております。繰り返しです。努力義務なのは承知の上で、今後、環境配慮契約法に定め

られた条件を満たす電力調達を求めたいと思います。本庁舎が今、随意契約で東電ということなのです

が、本庁舎の今後の電力調達も合わせまして、その辺の方向性があれば伺いたいと思います。 

○立木経理課長  品川区の環境基本計画というものが１つございますので、そちらの方針にのっとっ

た形で、今後そういったところ、例えば本庁舎の電力調達のほうと、あとは電力調達方針、そちらのほ
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うもこちらの計画に沿った形で、どういった形が望ましいのかというのは検討してまいりたいと思いま

す。 

○吉田委員  ご答弁としてはそこまでかなと思うのですけれども、ぜひ、ＣＯ２、低炭素化だけでな

い、そういういわゆる裾切り方式のような指名のあり方とか、そういうものをぜひ求めていきたいと思

います。これは意見にとどめます。 

 次に、１７７ページの契約関係事務費です。これまで生活者ネットワークとして、契約を結ぶ手順に

ついて伺ってまいりましたが、契約の権限については、品川区契約事務規則で定められていると理解し

ております。今回確認したいのは、所管課に委任されている契約についてとくくっていいかと思います。

その最終的な段階で、所管課から経理課に事務が渡るときの役割分担についてうかがいます。契約の仕

様書の中身について、所管の課長に問い合わせると、契約事務は経理課なのでそちらに聞いてほしいと

言われ、今度、経理課長に問い合わせると、いや、契約事務は経理課だが、仕様書の中身は所管課が決

めているのでそちらにと言われます。経理課長はご存じだと思いますが、昨年１２月からこれまでの間

にそれが３例出ました。どうしてこういうことが起きるのか、経理課としての見解を伺いたいと思いま

す。 

○立木経理課長  こちらの件に関しましては、契約事務に関しての、契約に関してのお問い合わせと

いう形で、所管のほうがお受けしますと多分、その言葉のところで、契約だから経理課だろうというこ

とでお答えをしているところかというふうには思っているところでございますが、実際、契約事務の手

続きに関しましては経理課で行ってございます。あと、その契約に当たっての中身、仕様の部分、こち

らのほうの問い合わせということでしていただければ、所管課長のほうでしっかりとお答えできるかと

いうところで思っておりますが、この辺に関しましては、また研修等でしっかり周知してまいりたいと

思っております。 

○吉田委員  私は仕様書の中身を伺いました。そうしたら、いやいや、契約については経理課なので

と言われてということです。２例目のときに、経理課長に、こういうことでは困るのですけれどもとい

うふうに申し上げましたが、課題は認識されていると思います。所管課の課長が仕様書の中身を、聞い

たことをすぐ答えられないのは当然だと思います。いちいち仕様書の詳細まで覚えているのは絶対無理

だと思います。問題は、それぞれの契約で、所管に委任されている範囲、つまり、仕様書の内容の決定

権と責任が所管にあるということの認識がないのではないかなと思われるケースが見られるということ

です。この点についてどうなのかなと。もちろん、仕様書のつくり込みについて、きちんと趣旨を説明

された事例もあるので、そちらがほとんどだというふうに思いますが、昨年１２月からの短期間にこ

の３事例というのは少し多いかというふうに思っております。いろいろなことを伺うと、それは所管の

責任ですというお答えが多いのですけれども、所管に、こういうケースについてはそれぞれの所管とい

うことではなく、先ほど研修とありましたけれども、どこかで徹底すべきと考えますが、いかがでしょ

うか。 

○立木経理課長  事業決定、発注に際して、まず事業決定があるわけでございますけれども、そちら

のほうは当然、各課のほうで行うことになっております。あと、その中身につきましてのご相談等は経

理課のほうでも随時受けている状態です。あとは、要は中身の部分の、切り分けの部分と言いますか、

そういったところの仕切りの部分は、担当係長、それから課長に向けての研修の中で、それぞれで行っ

てまいりたいと考えております。 

○吉田委員  よろしくお願いします。 
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 １９１ページの、品川薪能等開催経費です。オリンピック・パラリンピックの機運醸成として実施予

定の神輿連合渡御がここに計上されていることを確認しております。宗教行事に経費投入しないという

これまでの答弁と矛盾するように感じますが、今回はあくまでオリパラの機運醸成と理解してよろしい

でしょうか。 

○古巻文化観光課長  今回の神輿を中心としたイベントにつきましては、これは神事ということでは

なくて、あくまでも伝統文化を見せるための事業ということでご理解いただければというふうに思いま

す。 

○鈴木（真）委員長  次に、松本委員。 

○松本委員  よろしくお願いします。 

 １７３ページ、特別職報酬等審議会経費について伺います。昨年の第４回定例会において、区長、区

議会議員などの給料、報酬の月額を減額する一方、期末手当の支給月数を引き上げ、結果的に年収ベー

スでは増額になる各条例案が可決されました。我々日本維新の会は、身を切る改革という政策を掲げて

おりまして、昨年の区長、区議会議員などの期末手当の支給月数を引き上げることについては反対して

おります。この特別職の報酬等につきましては、過去、当品川区議会においても何度も言及されている

ところですが、本日は特別職報酬等審議会に焦点を当ててお伺いしたいと思います。 

 まず、議員報酬の額、並びに区長、副区長及び教育長の給料の額の改定の流れなのですけれども、今

般、これまでの流れを見ておりますと、区長がまず特別職報酬等審議会に対して、報酬・給料に対する

意見を求める諮問を行い、特別職報酬等審議会が答申を出す、その答申を踏まえて報酬等を改定する条

例案が議会に提出されるというふうな流れでよろしいでしょうか。 

○立川総務課長  ご案内のとおりでございます。 

○松本委員  確認ですけれども、答申は、区長の諮問が前提ということでよろしいのですね。 

○立川総務課長  そのとおりでございます。 

○松本委員  品川区特別職報酬等審議会条例第２条では、区長は議員報酬等について審議会の意見を

聴くものとすると定められています。この審議会の意見なのですけれども、この審議会の意見というの

は答申に限られているのでしょうか。それとも、別のものも入っているのでしょうか。 

○立川総務課長  答申をいただくこともございますけれども、答申をいただかず、ご意見だけをお聞

きすると、そういう機会も年度によっては持っております。 

○松本委員  答申以外も含まれるということで理解いたしました。条文では、毎年１回、審議会の意

見を聴くというふうになっているところだと思います。これは、今のご答弁によりますと、諮問に対す

る答申を必ずしも意味しているわけではないということになると思います。そうすると、区長や区議会

議員の給料・報酬について、これを改定するために諮問を、ではいつ行うのか、行うべきか、そういっ

たことについては条例上特段の定めがないという理解でよろしいでしょうか。 

○立川総務課長  特に定めはございませんが、やはり人事委員会の勧告等が出るような、そういった

時期などに、一般的に行っているところでございます。 

○松本委員  わかりました。 

 では、人事委員会のいろいろと、区の職員については人事委員会のほうでいろいろあると思うのです

けれども、今の特別職のほうですね。これを特別職の報酬等審議会に諮問するということについては、

誰が決定するのでしょうか。 

○立川総務課長  いわゆる諮問につきましては所管であります総務課と、総務部長等と相談いたしま
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して、区長のご意見をいただき、それで決定するものでございます。 

○松本委員  ここははっきりさせたほうがいいと思うので。最終的には、区長が決裁をするという理

解でよろしいのですか。 

○立川総務課長  ご案内のとおりでございます。 

○松本委員  つまり、これまでのお話をまとめると、諮問するかどうかということ自体は特に、いつ

諮問するか条例上決まりがない。最終的には区長が決裁するというふうな流れになっているかと思いま

すので、つまり、区長が判断すれば、昨年も諮問もしないということは可能だったという理解でよろし

いでしょうか。 

○立川総務課長  ご案内のとおりでございます。 

○松本委員  ということなので、これは区長が決裁すればということなので、やはり、消費税増税等

が昨年あったというところで、それはご考慮いただければというふうに思います。ここの点は、また引

き続き、今後も区議会の中で取り扱っていきたいと思うのですけれども、そこと関連しまして、品川区

特別職報酬等審議会条例第２条、先ほどから引用しております条例ですが、審議会に意見を聴く対象は、

議員報酬の額ならびに区長、副区長および教育長の給料の額となっています。これは、条文上、期末手

当の支給月数については、条文上は対象に含まれていないという理解でよろしいでしょうか。 

○立川総務課長  条文上は含まれておりませんが、答申をいただいているところでございます。 

○松本委員  そうなのですよ。実は、期末手当については条文上含まれていないということになって

います。ただ、区のウェブサイトに載っている、令和元年、平成２９年、平成２７年、いずれの諮問文、

諮問を行っている諮問文には、期末手当の支給月数まで含めて、品川区特別職報酬等審議会条例第２条

第１項の規定に基づき、別紙のとおり諮問しますというふうに書かれているのです。条文上、根拠のな

い審議事項を諮問するというのは、これは問題はないのでしょうか。 

○立川総務課長  報酬等ということで、その「等」に含まれているというふうに考えているところで

ございます。 

○松本委員  今、報酬等というのはどこの「等」についておっしゃられているのですか。条文の

「等」でございましょうか。 

○立川総務課長  明確に条文に入っているものではございません。 

○松本委員  そこは、では、何を諮問するかということは、これは基本的には条文に基づいたほうが

よろしいかと思うのですが、そこについては、どういった理由でこれは問題がないというふうにお考え

なのでしょうか。 

○立川総務課長  報酬等に合わせて、期末手当の額につきましてもお聴きしたほうがいいのかなと、

そういう理由でございます。 

○松本委員  その点が大事だと思うのですけれども、聴いたほうがいいのかなというところで、その

聴いたほうがいい理由についてお答えください。 

○立川総務課長  報酬と期末手当と、どちらもお支払いしておりますので、両方聴いたほうが合理的

かなというところでございます。 

○松本委員  そこで、これもお伺いしたいのですけれども、逆に、諮問に期末手当を含めないことも

可能という理解でよろしいでしょうか。 

○榎本総務部長  この特別職の報酬の流れの中ですけれども、大分前になりますけれども、平成９年

度ぐらいまでは、報酬の改定はプラス改定しかなかったのですね。そういう流れもありまして、プラス
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の中でやってきたのですけれども、途中からやはりマイナス改定という流れが出てきた関係で、プラス

とマイナスと分かれる部分があります。そういう判断もありまして、平成１５年度からは期末手当も入

れて検討しているという形でございます。 

○松本委員  そこなのですけれども、お調べいたしましたところ、平成２２年、今、平成１５年から

というお話がありましたけれども、平成２２年の第４定例会では、これは審議会を経ずに区長等の期末

手当の支給月数が改訂された年があります。平成２２年の段階に至っても、これは引き下げのほうなの

ですね。引き下げのほうでは審議会に諮っていない、そのときの、当時の総務課長が、平成２２年１２

月１３日総務委員会で何と答弁しているかというと、審議対象とするのは区議会議員の方々の報酬、そ

れから区長・副区長の給料について審議しているものでございまして、期末手当については審議対象で

はないというふうな答弁をされているのです。そうすると、引き上げるときは、ある意味正当化のよう

な形で審議会に諮って、引き下げるときは審議会に諮っていないというのは、若干態度が矛盾されてい

るのではないかと思いますが、いかがでしょうか。 

○立川総務課長  当時は、規定上、職員の例によるということで、議員の報酬も決めておりました。

ただ、その後改定がありまして、現在の形になっているところでございます。 

○松本委員  報酬等審議会については、引き続きまた今後も伺っていきたいと思いますので、よろし

くお願いします。 

○鈴木（真）委員長  次に、湯澤委員。 

○湯澤委員  私からは、１６７ページ、著名人による魅力発信、１６９ページ、ネットワーク・セ

キュリティー経費、それから１７９ページ、町会・自治会加入促進支援についてお伺いさせていただき

ます。 

 まず、著名人による魅力発信についてなのですけれども、こちらの事業内容を教えてください。また、

品川区の魅力を発信してもらう著名人につきましてはどういった基準で選ばれているのか、また、その

際に、品川区にゆかりのある著名人を考慮して起用をされているのか。著名人と出身地であったり、出

身校が一緒であったりすると、大変親近感が湧くと思います。芸能人、ミュージシャン、そしてスポー

ツ選手など、ジャンルごとに区で把握されているかも含めて教えていただければと思います。 

○木村広報広聴課長  著名人による魅力発信に関する事業内容についてでございます。今年の東

京２０２０オリンピック・パラリンピック大会の記憶と、それから品川区の魅力を結びつけたような形

で、いわゆる有名な方に発信をしていただくという形で、レガシーとして後世に伝えるということ。具

体的にはエッセー集のようなものを考えておりまして、そちらを制作するということでございます。見

開き２ページぐらいのところを、いろいろな方に寄稿していただくというようなところで考えておりま

す。基準でございますけれども、これから選定にもちろん入るわけでございますが、基本的には、ご案

内のとおり、品川区にゆかりの方、ご出身の方、あるいは何かお仕事でこちらにおられた方、品川で活

躍されている方、こちらを基準にして、これからになりますけれども、選んで進めてまいりたいという

ふうに思っております。 

○湯澤委員  民間では、インターネット上で、多くのフォロワーを持つインフルエンサーを起用して、

自社の魅力を発信してマーケティング拡大戦略などを行っております。魅力発信の選考の対象としてイ

ンフルエンサーを対象とすることなどを提案いたしますが、その辺についてもいかがでしょうか。 

 また、ＦＭしながわにおいても、著名人やインフルエンサーを起用して、品川区のＰＲ ＣＭなどを

作成して流したり、また、時報のお知らせなどもそういう方にしていただくなど、提案をさせていただ



－28－ 

きたいと思っております。やはり、ビッグネームになりますと出演料がかなり１００万円単位で高く

なっていくと思うのですけれども、より多くの方に魅力を発信できるし、また、ＦＭしながわの認知度

も上がると、災害時の区民の安全・安心にもつながっていくと思いますので、お考えをお聞かせくださ

い。 

○木村広報広聴課長  いわゆるインフルエンサーの方、ＦＭの認知でそちらのほうというお話でござ

います。おっしゃるように、確かに、単体でいろいろお願いすると、というところはございますけれど

も、著名人の方がご参加いただけるような、例えばイベントの会場でＦＭが取材に行ってコメントをい

ただく、あるいは何かメッセージを発信していただく、そういうような形も考えていきたいと思うのと、

今、ＳＮＳのほうで、品川も公式でいろいろ行っておりますが、いわゆる情報のハブとしていろいろな

方に拡散をしていただけるような方も実際にいらっしゃるようなこともございますので、そういう方の

ご協力も得ながら、ＦＭの認知につなげてまいりたいというふうに思っております。 

○湯澤委員  ありがとうございます。さらなる魅力発信に向けて、前向きにご検討していただきたい

と思います。 

 次の質問に移ります。ネットワーク・セキュリティーについてなのですけれども、インターネットセ

キュリティー関連製品を取り扱っているトレンドマイクロ社によりますと、２０１９年の上半期、半年

だけで２６８億件以上のウイルスをブロックしているとのことで、これは１日に換算すると３０万件の

ウイルスがまかれているという計算だそうです。これらは、上司や同僚、そして取引先を装ったメール

に仕掛けられていることが多く、受け取った側のほうは全く怪しむことなく開封して、ウイルスに感染

してしまって、機密情報の漏えいや抹消などにつながっているとのことであります。品川区においては、

こういったハッキングやウイルスメールなどの攻撃を常に受けていて、その対策が万全なのか、また、

そういったネットワーク・セキュリティーについてどういった人材を起用しているのかを教えてくださ

い。 

○山本情報推進課長  情報セキュリティーについてのお尋ねでございます。まず、ウイルスつきの

メールがどれぐらい届いているかということでございますが、区では、不審なメールやなりすましの

メールというところの数を把握しているのですが、それが大体１日５００件ほど届いているところに

なっております。これらにつきましては、職員の手元に届く前にサーバー側でブロックして削除をする

というふうな運用をとっております。 

 それからウイルスつきのメールの対策というところは、今、無害化という処理を行っておりまして、

インターネット経由でメールが届く場合、職員の手元に届く前に、一旦、悪意のあるプログラム等が添

付ファイルに仕組まれている場合、それを除去して、それから職員のもとに届くというような仕組みを

入れておりますので、そのあたりのセキュリティー対策を行っているところでございます。 

 人材のところですけれども、基本的には情報推進課の職員で対応することもあるのですけれども、常

駐のそういったセキュリティー対策を行っているシステムエンジニアがおりますので、そういった人材

を活用して、対策等を行っているところでございます。 

○湯澤委員  また、その情報を扱う職員に対して、専門家による指導などもなされているのか。また、

災害などでネットワークがダウンすることなどもないのか、データのバックアップと、また、データ流

出などの対策も万全なのかも教えていただければと思います。 

○山本情報推進課長  専門家の指導というところでございますが、情報推進課としましても、外部の

専門の研修等を受講しながら、最新の知識等の習得というところを励んでいるところでございます。 
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 それからダウン時と情報流出防止等ですけれども、まず、ダウン対策というところでは、サーバーで

あったりネットワークの冗長化というところを図っておりますので、そういったところで業務の継続と

いうのを担保しているところでございます。情報流出のところに関しましても、各種セキュリティーの

対策を行って、外部に個人情報等が流出しないような仕組みというのをとり入れているところでござい

ます。 

○湯澤委員  本当に水面下の攻防が大変だと思いますけれども、ぜひ、区民の大切な情報を引き続き

守っていただければと思います。 

 次に、町会・自治会加入促進支援について伺います。品川区は区民の７割がマンションに住んでいる

ということでありますが、マンションの住居者の加入は大変な課題であると思います。一定の基準を満

たしたマンションに対しては、区の条例によって地域連絡調整員の設置を定めておりますが、この調整

員に対して、区はどのような指導を行っているか、また、調整員だけでなく、不動産関連団体に、町

会・自治会加入申込書の依頼など、働きかけはされているのか、そしてまた、マンション住民の方から

は、町会加入の際に覚書のようなものがあればいいなという声もあるのですけれども、区はそういった

もののひな形なども用意されているのかをお答えいただければと思います。 

○川島地域活動課長  地域連絡調整員に対してというところですけれども、こちら、都市計画課と住

宅課で配布しております開発指導要綱の中に、条例の紹介のリーフレットを挟み込んで、活動の内容を

知っていただくような形をとってございます。そのほか、東京都の宅建協会品川支部などにも依頼をし

て、不動産業者などにも、こちらの条例のリーフレットを紹介していただいているところでございます。 

 それから地域連絡調整員に限定しませんけれども、広く不動産関係の団体には、マンション住民の加

入促進、促すような働きかけとしまして、その条例の紹介リーフレット、それから町会加入のハガキを

お配りするなどしているところでございます。 

 それから、マンションなどの新築時の町会との交渉の覚書のひな形のところでございますが、現在、

こうした交渉時の覚書の作成というところにつきましては、町会・自治会への支援メニューとして、町

会サポート事業の提供、それから弁護士相談などを紹介しているところでございますが、今後、新築マ

ンション等が増えてきたというようなところになりますと、町会等の交渉などの際の、例えば先行事例

をご紹介するなどといったところから始められるのかというところで、引き続きそういった部分も、区

も支援のほうを考えていきたいと考えてございます。 

○湯澤委員  町会・自治会加入促進に対しましては、区も、また町会の役員さんたちも本当に大変な

ご努力をされていると思います。私も、さまざまな提案をさせていただきながら、努力していきたいと

思っております。 

○鈴木（真）委員長  会議の運営上、暫時休憩いたします。 

 なお、本日午後１時より本会議が予定されております。本会議終了後、直ちに再開いたしますので、

あらかじめご了承願います。 

○午前１１時５５分休憩 

 

○午後１時０７分再開 

○鈴木（真）委員長  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 質疑を続けます。ご発言願います。せお委員。 

○せお委員  私からは１７７ページ、庁舎機能検討委員会および庁舎機能検討経費、２０１ページ、
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住民基本台帳関係費についてお聞きします。 

 庁舎機能というのは新庁舎のことかと思いますが、こちらの検討委員会はまず、どのような専門の

方々が委員になられているのかを、お話しできる範囲でお教えください。 

○立木経理課長  来年度の予算のほうで計上させていただいております、庁舎機能検討委員会の構成

メンバーの案でございますけれども、メンバーは学識経験者を３名程度、それから区内の関係団体の代

表者を１２名程度、それから公募区民を５名程度、あと区議会議員の皆様から４名程度ということで、

合計２４名程度の構成を考えてございます。 

○せお委員  当然ではありますが、庁舎は一番重要な建物でありますので、検討に検討を重ねていた

だきたいと思っております。ですから委員の構成に関しても多様な視点が必要となります。行財政改革

特別委員会でも発言させていただいたのですが、ぜひさまざまな当事者を委員会に入れていただきたい

です。アンケートやパブリックコメントももちろん取り入れていただきたいのですが、何より多様な

方々が同じ場で話し合うというのが、相互理解が生まれて多様な結論が出ます。可能な限りで、多様な

方々を委員会に加えていただきたいです。まずそちらが１点。 

 あとは細かい話になりますけれども、全国さまざまな庁舎を実際に見に行って、聞いてきてもらいた

い。こちらは、できれば委員の方も一緒にと思うのですが、この２点、ちょっと見解をお聞かせくださ

い。 

○立木経理課長  来年度、外部委員を入れた機能検討委員会というものは、一つ大きな柱として開催

をさせていただきたいと思っております。そちらの委員会の業務支援のほうも、来年度委託費として計

上させていただいておりますので、そうした専門的なコンサルティングをやるような会社の知見等々を

もらいながら、さまざまな形でいろいろな意見を取り入れられるような形で、考えてまいりたいと思っ

ております。 

 あともう一つ、先行している自治体の事例につきましては、もう既に職員は大分いろいろなところに

行っている状況ではございますけれども、検討委員会のほうでも、何かしらそういったものができない

かどうかというのは検討してまいりたいと思います。 

○せお委員  品川区の区有施設というのは、駅前がかなり少ないと思いますので、今回は大井町駅前

ということで、駅前にあることがありがたい高齢者や障害者、あと子連れのお母さん、お父さんが利用

する施設なども併設していただけると利便性が高まります。今の段階では、新庁舎の機能検討が始まる

段階ですので、こちらについては要望で終わらせていただきます。 

 次に住民基本台帳関係費ですが、品川区では現在、お引っ越しをされた方が手続きをしに区役所にい

らした場合、どのような手順を踏んで、手続きをしていきますでしょうか。大まかで結構ですけれどお

聞かせください。 

○提坂戸籍住民課長  お引っ越しの手続きと申しましても、区外から転入してきた方、あと区内で転

居された方と、やり方は違うのですが、まず区外から来られた方は、あらかじめ前住所で転出証明書を

お取りになって、それをお持ちいただいた上で、こちらの届け出用紙に書いていただき、それを窓口に

出していただいて、職員が聞き取りを行って転入手続きをとっていただきます。 

 区内転居の場合は、特に転出証明書とかは必要ございませんので、直接窓口、本庁舎あるいは、いわ

ゆる一・四・八の地域センターのほうにお越しいただく形になります。 

○せお委員  今年の１月から福岡市が、引っ越し手続きのオンライン予約を始めました。事前にス

マートフォンやパソコンから必要事項を入力しておけば、その後、区役所の窓口で本人確認とサインを
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して終了だそうです。手当や保険の手続きも一括で行えるということで全国初だということです。ワン

ストップ窓口などで１カ所にいれば、転居の際の手続きが全て終了するというのは、最近よく聞かれる

と思うのですけれども、福岡市の方法は時間が短縮できると思います。 

 こちらの議会棟の３階で、皆さんご存じのとおりかなり混雑していて、私も先日、住民票と印鑑証明

をお願いしたら１時間ぐらいかかってしまいました。来年の引っ越しシーズンも、コロナウイルス対策

とかを行わなければいけないかもしれないですし、あと、長時間外出しているというのが困難な方もい

らっしゃいます。あとさらには、小さなお子さんがいらっしゃる共働きご家族などは、時間がなかなか

とれないというような方も多いです。福岡市のようなサービスも検討していただきたいと思うのですが、

それを行う上での課題も含めて見解をお聞かせください。 

○提坂戸籍住民課長  転入手続きのオンライン予約を導入している自治体としては、福岡市を初め数

カ所あるということは把握してございまして、複数のベンダーからも、そういう手続きができるという

ご紹介、ご案内をいただいております。その中で、現在品川区では、限られたスペースの中で、本庁舎

については、窓口体制の変更や委託の導入を行いまして、区民の皆様が少しでも気持ちよくお帰りいた

だけるよう取り組んでいるところでございますけれど、率直に申し上げてまだ道半ばの部分でございま

す。 

 その中で、職員や委託業者のマンパワーに加えまして、ＡＩやＲＰＡの活用をすることは必要となっ

てくるということは当然考えてございます。その中で、先行自治体の実態を詳しく把握した上で、メ

リット以外にもデメリットもあるということも聞いていますので、その辺を総合的に判断して、積極的

に研究を重ねてまいりまして、いつという時期はまだはっきり申し上げられませんけれど、将来的には

そういう形で、待ち時間の短縮を図って区民の皆様が気持ちよく帰っていただけるような窓口を目指し

てまいります。 

○せお委員  例えば、新庁舎で始めるという区切りなどもあると思うのですけれども、それはかなり

先ですし、品川区という大都会ですので、時代に追いつかないと区民のニーズには合わないのかなと思

いますので、福岡市のやり方も含めて、ぜひ早目の検討をお願いしたいなと思います。品川区、まだ人

口が増えていっていますので、そちらも含めて検討をお願いしたいと思います。品川区に引っ越してき

てよかったなとか、品川区にそのままいてよかったと思っていただけるように、サービス向上の検討を

お願いしたいと思います。 

○鈴木（真）委員長  次に、あくつ委員。 

○あくつ委員  私からは１６３ページ、企画調整関係事務費、１７９ページ、地域振興事業から、２

つお伺いをさせていただきます。 

 まず、長期基本計画の中で、主にＳＤＧｓの推進について伺います。区長の施政方針では、令和２年

度予算は、１０年後の将来像を具体化する長期基本計画のスタートダッシュとするための予算とし、新

たな課題に果敢にチャレンジされる、こういう表明がなされております。 

 この間、３年間ずっと要望を続けてまいりました、長期基本計画の改訂の際には、ＳＤＧｓというも

のを、横串としてぜひ入れていただきたいということは、会派としても何度も申し上げてきたところで

す。そして、策定委員会の中でも、当然私どもの会派から出ている新妻委員、また、ほかの公募委員、

また、参与、大学の先生、また副委員長、委員長からもこのＳＤＧｓについては、９回の委員会の中で

何度も何度も言及がされてまいりました。結論とすると、地域・人・安全の３つの分野でそれぞれ政策

の柱と、ＳＤＧｓが掲げる１７のゴール、目標というのが対比をされるという対照表のような形で決定



－32－ 

をしたところです。 

 まず、この確認をしたいのは、計画というものと、このＳＤＧｓの対照表という資料というものは別

個のものなのか。別個資料として参照してくださいという意味なのか。それとも、これは計画の一部な

のか。区は積極的にＳＤＧｓとの連携をしていくという表明でよろしいのかどうか。ここを確認させて

ください。 

○柏原企画調整課長  今回、新しい長期基本計画に、ＳＤＧｓということで入れさせていただいてご

ざいます。策定委員会の中等々では資料というお話もさせていただいたところではあるのですが、章立

てとして、品川区長期基本計画とＳＤＧｓということで一つの項目として入れさせていただいています

ので、一体のものというふうに見ていただいて結構かと思います。 

○あくつ委員  質問の中で、積極的に連携をしていくのかどうかというところを確認させていただき

たかったのですが、その点についても後で、お願いいたします。 

 それで、先般の公明党の代表質問の中で、このＳＤＧｓの推進についてお尋ねをしたところ、まずは

職員庁舎内での意識啓発を図っていくというご答弁でございました。これは、策定委員会の中でも大学

の先生がおっしゃっていましたが、ＳＤＧｓというのは国連の長期基本計画のようなものですというこ

とで、もう既にスタートをしています。２０１５年に、これは１９３カ国が全て賛成をして始まってい

る。あと１０年間で、もう結果を出さなければいけないというところなのですが、まずはこの意識醸成

をしていくというところなのですけれども、現在何を行われているのか、行っていく予定なのか、そこ

についても教えていただきたい。早くやらなければいけないという趣旨で質問しているのですが、いか

がでしょうか。 

○柏原企画調整課長  本会議のほうでも答弁申し上げたところではございますけれども、まず職員の

意識醸成というところが、まず重要というところで捉えてございまして、実はもう今年度、２月から、

職員向けの研修というところでスタートさせていただいてございまして、議会等でもご意見いただいて

います、カードを使った研修ということで、もう始めたところでございます。次年度におきましても、

こういったところの研修を中心に、意識醸成それから施策にどうやってつなげていくのだとか、そうい

うところを進めていければというふうに思ってございます。 

○あくつ委員  先ほどちょっと、２点目の質問について、積極的に推進をしていくということでよろ

しいのかなと思うのですけれども、大学の先生もこのＳＤＧｓをどうやって、地方自治体の政策にこれ

を落とし込んでいくのかと、連携していくのとでやはり課題があるということは言っています。この

ＳＤＧｓというのが登場したために、新しいものを何か取り組まなければいけないということではない

と。自治体の職員が福祉の増進ということで日常的にやっていただいていること全てが、実はＳＤＧｓ

なのですということに、なかなか気づいていないケースも多く見られるということを、牧瀬稔さんとい

う大学の先生もおっしゃっています。 

 例えばここから提案なのですけれども、職員の名刺に、自分が担当されている事業に関係する 

ＳＤＧｓのアイコンをプリントとしてはどうですかということを、この先生はおっしゃっています。当

然、一つの事業に対して１７のうち幾つもの被っているアイコンがいっぱいあるのですけれども、例え

ば環境課であれば、ゴール１３の「気候変動に具体的な対策を」とか、人権啓発課であれば、ゴール５

の「ジェンダー平等を実現しよう」とか。その１７の中から課の中で話し合いをして幾つかピックアッ

プをする。その中でやはり理解が進んでいくよという、こういう提案をしていますが、こういったこと

もひとつ、採用をお考えになってはいかがでしょうかということが一つです。 
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 そしてもう一つは、ＳＤＧｓ、今日も議会の中でもバッジをしている方がいますけれども、最近企業

の方でもバッジをしている方も増えていますが、自治体でも、神奈川県、横浜市、大阪府、さまざまな

自治体の中で、自治体としてこのホイールバッジという円形のバッチをつくって、職員、また議会で着

用しているということが非常に増えてきました。テレビなんかつければ、国会中継で今、政府、野党与

党問わずつけていますけれども、こういったことも、品川区として今回、長期基本計画ということで根

拠ができましたから、そういったこともお考えをいただければと思います。 

 ちなみにこれは国連のほうで、ロゴの使用については自由にやっていいと。営利目的でなければ、許

可も取る必要がない。色やデザインを変えなければいいですよということを言っていますけれども、今

の点について、お答えいただければと思います。 

○柏原企画調整課長  まず冒頭のところで、長期基本計画の中でＳＤＧｓを取り込んだというところ

で、これは区としても計画の中で、こういったところを意識しながらきちんと進めていきたいというと

ころでございます。 

 それから名刺、それからバッジ等のご提案を今、いただいたところでございます。名刺等につきまし

ては、区の中でも職員向けの名刺につきまして、デザインというのを一定程度決めている部分がありま

すので、そういった中でこのＳＤＧｓのロゴといいますかアイコンをどう使えるかというのは、少し検

討させていただければと思います。 

 それからバッジにつきましては、オリンピックもそうですけれども、いろいろ事業等で進めていく上

でバッジというのもあります。ただ、ちょっと今、種類がかなり多くなっているというのがありますの

で、用途等につきましては、これがどういった形で表現ができるかというのは、こちらのほうももう少

し、内部で検討させていただきたいと思います。 

○あくつ委員  ぜひ積極的な、同じことなのですが、職員の方、また議会等も含めて、世界で国連加

盟国１９３カ国というのはほとんどの国ですから、入っていないところもありますけれど、そこが今同

じ目的、１０年後の目標に同時に歩を進めているのだという意識を持つということが大事だと思います

ので、よろしくお願いをいたします。 

 個人情報保護のことに関してなのですけれども、３年前の決算特別委員会の款別審査の中で個人情報

保護法が改正をされて、５,０００人以下の事業所、これは町会・自治会も含むとなっておりますけれ

ども、こうしたところについても取扱事業者となって、もしこの個人情報保護法に違反をすると、これ

は罰則規定がありますよということで、ただし、この段階では、町会・自治会の品川区のマニュアルの

中で何も反映されてないのですがいかがですかというご質問をさせていただいたところ、それはこれか

ら入れさせてもらいますと、検討するというお話でしたが、今どのように検討されているのか。 

 また災害対策の観点からも、これは町会にやはり規定を定めるべきだと、私は経験上思っております。

こうしたことについて、町会・自治会を所管される地域活動課のほうにご見解を伺いたいと思います。 

○川島地域活動課長  個人情報保護につきましては、各町会・自治会にとっても非常に難易度の高く

難しい、しかも重要な問題であるという認識というのは、委員ご指摘のとおりでございます。しかし、

今ご提案のございました、町会の規約作成、個人情報保護法に対応しました規約を作成することにつき

ましては、各町会・自治会にとっての取り組みに大きな差が出そうであるというところ、それから法改

正のときの難易度も高そうだということもございまして、非常に重要な観点ではございますが、今後の

検討課題とさせていただきたいというふうに考えてございます。 

○あくつ委員  今申し上げたことは、町会・自治会の規定の中に、その個人情報保護法の取扱規程を
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つくるというところでのご答弁だったと思うのですけれども、あるなしで何が違うかというと、やはり

町会の方が個人の名簿を集めたり改訂する場合とか、災害時の要支援者の方とのやりとりをするときの

大きな大きな根拠となりますので、その上での策定を要望をさせていただいて終わりたいと思います。 

○鈴木（真）委員長  次に、安藤委員。 

○安藤委員  １８３ページ、区民施設経費にかかわって区民集会所、１７１ページ、非核平和都市品

川宣言事業について伺います。 

 まず区民集会所の貸し出し業務についてです。区民が集会所を使用する上で、区は、複数回集会所を

利用する予定がある場合には団体登録をお願いしており、その際に、団体会員名簿の提出を求めていま

す。割引の区内料金を適用するかどうかを判断するために代表者や連絡先を申請してもらうというのは

理解できますけれども、団体名簿を、しかも全ての構成員、会員について記入を求めるというのはやり

過ぎで、集会、結社の自由や検閲を禁止した憲法２１条違反と言われても仕方ないのではないかと思い

ます。今後、品川区としてはどのように対応していくのか伺います。 

○川島地域活動課長  区では、適正な料金区分で申請を行わない団体がある、代表者に緊急連絡がで

きない場合がある等のことから、名簿の提出を求めてきたところではございますが、さまざま状況も変

化してきたということで、令和２年４月より、名簿の提出は求めない、閲覧のみでという扱いに変更す

る予定でございます。 

○安藤委員  その割引のところの確認というのは、そういった形でできると思いますので、ちょっと

対応を変えていくということですので、配慮してお願いしたいと思います。 

 次に、今月３月２６日に制定からちょうど３５年となります、非核平和都市品川宣言について伺いま

す。今年２０２０年は、４月にＮＰＴ再検討会議が行われる年でもあります。この会議は、２０１７

年７月に国連で採択された、人類史上初めて核兵器を違法化する核兵器禁止条約の成立に大きな力を発

揮してきました。その核兵器禁止条約は、発効に必要な５０カ国の半分を超える３３カ国が批准して、

発効は時間の問題となっています。 

 さて、あと品川区ですけれど、２０１７年６月におくればせながら、平和首長会議に参加をしており

ます。平和首長会議には１６３カ国、７,８６９都市が加盟して、国内の都市の加盟率は９９.５％を超

えています。加盟都市相互の緊密な連帯を通じて、核兵器廃絶の市民意識を国際的な規模で喚起すると

の目的を掲げて、具体的な取り組みとしては、核兵器禁止条約の早期締結を求める国際署名活動、政府

への要請行動、そして臨界前を含む核実験への抗議などの活動を行っています。 

 ところが品川区は、この平和首長会議に参加しているにもかかわらず、昨年２月、トランプ政権など

が行った、この臨界前核実験に対して抗議していませんでした。これまでもしていません。紹介したよ

うに平和首長会議では、抗議文を出して、このように言っています。「被爆地ヒロシマ及び世界

の７,７００を超える都市が加盟する平和首長会議を代表して厳重に抗議するとともに、今後一切の核

実験の中止を求める」と述べています。 

 伺いますけれども、なぜ平和首長会議に参加しているのに、区は、臨界前核実験に抗議をしないので

しょうか、伺います。 

○立川総務課長  臨界前核実験につきましては、通常の核実験と違うものというふうに認識しており

ます。 

○安藤委員  どのように違うと認識しているのですか。核実験にいい核実験、悪い核実験なんてある

のですか。 
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○立川総務課長  区の見解としまして、臨海前核実験につきましては、通常の核実験というものとは

明らかに違うという解釈でございまして、それで臨界前核実験については、これまでも抗議等はしてこ

なかったというものでございます。 

○安藤委員  その対応はおかしいので改めていただきたいと思います。改めて非核平和都市宣言を読

んでみましたけれども、近隣区の宣言なども同じ時期に大体制定されているのですが、近隣区はどちら

かというと、非核３原則ですとか平和憲法堅持ですとか、核兵器の廃絶という言葉、こういうのを並べ

ているのに対して、品川区のそれというのはかなり、自分の言葉で訴えるユニークなものなのですね。

その最大の特徴は、「いかなる国であれ、いかなる理由であれ、核兵器の製造、配備、持込みを認めな

い。持てる国は、即時に核兵器を捨てよ」とあるように、核保有国を含め例外なく全ての国に、即時に

核兵器廃絶を求めているということに私はこの特徴があると思います。 

 伺いますけれども、なぜ、このような宣言を行っているのに、この宣言の内容に反して例外を設けて、

臨界前核実験には抗議しないのか。みずから立てたこの宣言というのをどうして破るのかお答えくださ

い。 

○立川総務課長  いわゆる臨界前核実験につきましては、包括的核実験禁止条約には、第１条におい

て、核爆発の実施を禁止対象としているが、臨海前核実験は核爆発を伴うものではないため、禁止対象

とはしていない、この趣旨に従いまして品川区では、いわゆる反対はしないということでございます。 

○安藤委員  私伺ったのは、品川区のこの宣言です。この例外なく全ての国に核廃絶を即時に求めて

いるのに、なぜ、この宣言に反して例外を設けて、臨界前核実験に抗議しないのか、みずからの宣言を

破るのかと伺ったので、もう一度お答えください。 

○立川総務課長  質問の趣旨が同様でございますので、同様な内容で答弁をさせていただきます。包

括的核実験禁止条約は、第１条において、核爆発の実施を禁止対象としているが、臨海前核実験は核爆

発を伴うものではないため、包括的核実験禁止条約の禁止対象とはなっていないという、こういった理

由でございます。 

○安藤委員  その理由を掲げて抗議しないとは、私は間違っていると思います。爆発を伴おうが伴わ

なかろうが、核体制、核兵器を強化するために行っている実験なわけですから、これに抗議をしないと

いうのは、みずから制定しているこの平和都市品川宣言というのを、全く踏まえていない。私は間違っ

ていると思いますので、その対応を改めていただきたいと思います。 

 もう一つの問題は、核兵器禁止条約に対する区の姿勢なのですけれども、平和首長会議は全ての国に

核兵器禁止条約の早期締結を求める署名活動に取り組んでいます。世田谷区ではこれに呼応して、ホー

ムページで、この署名活動についてと題してページを直接つくっていまして、この平和首長会議の電子

署名のリンクも張り、また窓口でも署名を預かると、で、平和首長会議に送付していくということも

言っております。区の平和事業の際には署名活動もあわせて行っているそうです。いわば世田谷区は、

平和首長会議の主張と行動に共鳴して、核兵器禁止条約の締結、核兵器の廃絶に向けて積極的に行動し

ているのです。 

 伺いますけれども、なぜ品川区は、即時に核を廃絶せよと宣言しながら、また平和首長会議に参加し

ていながら、核兵器禁止条約の早期締結を求める署名に区長がサインをしないのか。それと、核兵器禁

止条約の締結に向けた行動をとらないのか。世田谷区に比べてもあまりに消極的なのではないでしょう

か、伺いたいと思います。 

○立川総務課長  平和首長会議に、品川区も平成２８年から加盟しているところでございますが、こ
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の平和首長会議の目的、また活動内容の中で、いわゆる、幾つかございますけれども、そういった中に

具体的に署名活動を進めるとかそういったものはございませんので、区といたしましては実施するもの

ではございません。 

○安藤委員  非常に、何というのでしょう、全然消極的なんですよ。被爆者の声、核兵器廃絶を求め

る世界と日本の声が国際政治を動かして、核兵器に固執する勢力を追い詰めて、核兵器禁止条約を成立

させ、発効は時間の問題というところまで来ました。品川区が宣言を生かして、悲願の核廃絶に大きな

力を果たすように強く求めて質問を終わりたいと思います。 

○鈴木（真）委員長  次に、くにば委員。 

○くにば委員  本日は、１７９ページ、町会ホームページ運営支援等、品川区町会自治会連合会助

成、１８１ページ、区民活動情報サイト、１６７ページ、トップページリニューアルの４点をお伺いし

ます。少し駆け足になりますがよろしくお願いします。 

 全国の町会・自治会の長年の悩み、課題は、加入率の向上、そして若年層の加入です。この課題解決

のために、質疑させていただきます。練馬区の平成２９年区民意識意向調査で、町会・自治会に未加入

の方に加入していない理由についてアンケートをしたところ、未加入理由の１位が加入方法がわからな

い、２位は誘われない、５位、加入するメリットがわからない、との回答結果でした。これは品川区に

おいても同様の課題だと考えます。 

 練馬区ではこの結果を受けて、町会・自治会運営者に対して、次のようにアドバイスをしています。

「若い世代は、まずインターネットで情報を検索します。町会・自治会のホームページを作成し、活動

内容、イベント案内、入会方法などを情報発信して、若者・現役世代の方々の目に触れるよう努めてい

きましょう」。品川区でも同様に、ホームページ等でのより的確な情報発信をすることが、加入率増の

キーポイントになります。 

 これらを踏まえ、お尋ねします。来年度予算の町会ホームページ運営支援等の約７６３万円、そのう

ち、ホームページ運営支援のみで予算を幾ら計上しているか。また、現在の取り組みと来年度の取り組

みについてお知らせください。 

○川島地域活動課長  ただいまご質問いただきました、町会・自治会ホームページ支援のところにつ

きまして、実際のホームページ作成支援、フォローアップの支援につきましては、経費は年間５２

万２,７２０円。内容につきましては、明治大学と共同研究という形で、町会・自治会のホームページ

の作成、それからフォローアップの支援をしていただいているということでございます。現状２２町会

がこの支援によりまして、ホームページを作成して、支援を受けているところでございます。 

○くにば委員  今ご答弁ありましたけれども、このとても重要な取り組みに、現在わずか５２万円し

か予算をかけていないのです。私、品川区の町会自治会のホームページについて一通り調べました。区

内２０１の町会自治会のうち、ホームページを作成して、今でも更新し続けているのは、わずか１０分

の１の２３町会のみでした。なぜこのようになってしまっているのか。お声を聞くと、町会にホーム

ページに詳しい人がいないからつくれない。手間がかかる。更新が面倒などの理由がハードルになって

いるとのことでした。 

 先ほどの未加入理由の、加入方法がわからない、誘われない、加入するメリットがわからない。この

両者をつなぐことができていない。これ非常にもったいないですよね。ここで一つ提案です。両者のか

け橋をつなぐ区の取り組みとして、町会・自治会には手間をかけないように、町会・自治会についての

簡単なアンケートを書いてもらうだけで、そのアンケートを従来のアナログな方法で、ファクスでお送
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りいただくと、区がかわりにページを作成すると。で、そのページに誘導する目的専用のポスターをつ

くって、町会・自治会の掲示板に、町会・自治会の方は張っていただくだけ。これで手間はかけさせま

せん。 

 それで、このページとポスターに企業広告を参考にして、より加入率を上げる工夫をいたします。こ

こではメリットのみを強調します。視覚的に訴えるよう、楽しそうな写真やポップなイラストを中心に

構成にする。そして、いつでも気軽に簡単にページにアクセスできるように、目立つところにＱＲコー

ド、そしてスマホで検索をするように、検索ボックスをそこに表示します。そしてこれはあくまでシン

プルな構成にして、その先のホームページで詳細を見ていただきます。続きはホームページでというわ

けです。 

 こちらについて、従来の案内ポスターではなく、こういったホームページへの誘導を主眼に置いたデ

ザイン構成のポスターをつくり、効果測定をすることを提案いたします。ご所見をお聞かせください。 

○川島地域活動課長  委員ご指摘の、そういったポスターやチラシのテンプレートというようなもの

の作成ということですが、一度しっかりしたものをつくり込んでおけば、何度も使える、それから町会

の方のハードルも低いのではないかというようなアイデアであるというふうに感じているところでござ

います。実際に作成できるかどうかの準備をしていきたいといった感触を持っております。 

○くにば委員  私のほうでも可能な限りできるところはご協力したいと思います。 

 これに関連いたしまして、品川区町会自治会連合会助成の、２,５９０万円余の予算内訳について事

前にお伺いしましたところ、４４１万円余で、新規に町会・自治会連合ホームページを作成するとのこ

とでした。今述べたページを、こちらのホームページに全て入れる。新しいサイトに全部入れるとのこ

とです。 

 今現在、結局その町会・自治会のホームページのどこに問題があるかというと、誘導する動線がない

のです。品川区の町会・自治会についてというページのところに、テキストで書いてあるだけ。あとは、

すまいるネットというページのところに簡単に書いてあるだけで、ほとんどホームページに誘導してい

ないのです。なのでその１０分の１しかないホームページにすらアクセスが集まらない。なので効果が

わからないから、ホームページの更新をやめてしまう。こういった負のループになっていると思うので

すけれども、この町会についての共通の案内については、基本的にはこのページに集約します、先ほど

のポスターについてはあくまでごくシンプルに、詳細についてはこのページにアクセスをして飛んでい

ただくと。そういった形で、各自治会のページをよりシンプルにすることによって、わかりやすく、も

う見ている途中で飽きないようなテキストの構成にするというふうに考えています。そちらがまず一つ

の提案なのですけれども、こういったサイト構成を含めた取り組みをご提案しますが、ご所見をお聞か

せください。 

○川島地域活動課長  委員ご指摘の、今の町会・自治会連合会のポータルサイトの作成につきまして

は、できるだけ操作が簡単なものにするということ、町会・自治会の方のハードルも低くということで

ございますが、一番重要なところが、つくって終わりではないというようなところ。ランニング、更新

の部分についても、何か支援をしていく必要があるということでございますので、その辺もちょっと知

恵を絞っていきたいというふうに考えてございます。 

○くにば委員  本来であれば、そのホームページの運営の支援というのは、先ほどの５２万円しかな

い予算の中でする予定のはずです。なので、こちらのほうをボリュームを増してというか、せっかく

ホームページを新しくつくっていただくのであれば、そういった更新が簡単に、区の中で、お金をかけ
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ずできるように、そういったホームページの構成にしていただければと思います。 

 次に、１８１ページの区民活動情報サイト、１６７ページのトップページリニューアルについてお伺

いします。区民活動情報サイト、こちらはしながわすまいるネットというところになるのでしょうか、

品川区ホームページのトップページリニューアル、こちらの２つについて、概要とスケジュールをお聞

かせください。 

○遠藤協働・国際担当課長  私からは、区民活動情報サイトの件についてお答えいたします。こちら、

来年度予算といたしまして６９４万１,０００円を計上させていただいておりまして、そちらにつきま

しては現在の区民活動情報サイトの運営ということで、２８０万６,０００円。それから来年、開発経

費として４１２万５,０００円、こちら新しいサイトをつくるということで令和３年稼働ということで、

計上させていただいております。 

○木村広報広聴課長  私からは、区のホームページのトップページのリニューアルについての概要を

ご説明させていただきます。以前からトップページに関しましては、わかりにくい、見にくい、それか

らたどり着きづらいというようなお話もございまして、そちらに対応するために、トップページをわか

りやすく見やすいものにするということでございます。予算といたしましては１,０００万円余、実際

にデザイン、製造、それから動作確認、もろもろ合わせましてそちらの予算を計上しているところでご

ざいます。 

○くにば委員  それぞれご答弁ありがとうございます。結局、その区民活動情報サイト、こちらに関

しては、２０１０年に恐らく最初にホームページをつくって、２０１１年から本格稼働をして、今まで

約９年間、１０年間ぐらいずっとそのまま同じホームページを使っていたと。今現在、スマートフォン

で見ても、スマートフォン対応していないのです。なので、それぞれせっかく５００くらいの団体が登

録しているのにたどり着けないというところで、こちらのサイトについても、ぜひ、わかりやすく簡単

にという部分を主眼に置いて、ぜひともつくっていただければなというふうに思います。 

 そして、品川区のトップページに関して、以前の決算特別委員会のところで、私はいろいろ細かいと

ころを申し上げましたけれども、ぜひこちらについて、予算として約１,０００万近く投資するとのこ

となので、そちらの税金のほうが適切に運用されますように、私のほうでまたいろいろとご提案できる

点もあると思いますので、ぜひよろしくお願いします。 

 こちらの区の取り組みとして、現在は、これらを含めてさまざまなホームページの制作、運用、あと

はチャットボットの運用等、ＩＣＴ関連の取り組みを推進しておりますので、それらの事業がつくった

だけで終わらないように、成果が伴うよう、今後とも力を入れた取り組みを期待しております。 

○鈴木（真）委員長  次に、木村委員。 

○木村委員  私からは１６７ページ中ほどにありますけれども、イメージアップ運動経費、５３０万

円余からの質問をいたします。理事者の皆さんからお話を聞くまで、このイメージアップ運動というも

のは、品川区のいいところを全国に向けて発信をする事業と勘違いをしておりました。この事業で特に

力を入れているところは、朝の挨拶運動、そしてかけ声運動、電話名乗ろう運動、執務室の整理整頓、

点検等のことであります。 

 お聞きいたします。お話を聞いていましたところ、昨日今日の話ではなくて、今から２０年、３０年

もさかのぼったお話だということで、少しびっくりをいたしました。どの事業でも同じですけれども、

イメージアップのために働くことは当たり前のことだと私も思っております。区職員の方々も、十分理

解をしているとは思いますけれども、職員一人ひとりも十分理解をしていると思いますけれども、まだ
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まだこの事業をこれからも続けていくのかどうか。 

○木村広報広聴課長  イメージアップ運動に関しましてのご質問でございます。今お話もございまし

た、約３０年前になりますけれども、平成３年から運動は本格的にスタートいたしました。もともとは、

職員にいわゆるお役所仕事と言われるような意識、あるいは区民の皆様へのご対応というのが見受けら

れていたところがございます。わかりやすい言葉あるいは伝え方、区民サービスの向上、きめ細かさみ

たいなところが求められていたところでございます。これを何とか改善をして、品川区でよかったな、

品川区に住んでよかったなと思っていただけるように、職員みんなで頑張っていこうと始めた運動でご

ざいます。 

 この３０年間の運動継続によりまして、職員の意識、身だしなみ、それから区民サービスに対する考

え方、こちらも向上してきたと捉えております。ただし今後も、多様な考え方、それから社会変化に

しっかり対応していく必要がございます。区民サービス向上のために引き続き継続して取り組んでまい

りたいというふうに考えております。 

○木村委員  これは常識的なことですけれども、そういう点におきましてやはり区民の皆さんに対し

て、しっかりと対応すること、これは当然のことであろうと思っておりますから、この事業、これから

もまた続けるということでありますから、頑張っていただきたいと思っています。 

 次に、区長は過去に、区役所はサービス産業、区民の皆さんは不安を抱いてこの区役所の窓口に訪ね

てくるということを十分に承知をして、そして安心し、また満足をしていただける、そしてお帰りいた

だくことが大切ですけれども、来庁者の皆様には、丁寧できちんとした接遇に心がけていただきたいと

の弁があったということもお聞きをいたします。 

 物を売る商売ではありませんし、形のないものを売るサービス業であります。そのことの理解ができ

ていない、特に新人の職員の中には、このような方がいるのではないかと思いますけれども、毎年勉強

の繰り返しでありますが、商品がないわけでありますから、何に対して一番注意をして接客をし、失礼

がないようにこの細心の注意を払うところ、それはどういうところでしょうか。 

○木村広報広聴課長  多くの方と接するとき一番注意を払うところということでございます。今もお

話ありました新人職員への研修、こちらのほうでは基本的なマナーもそうですけれども、一番は初期対

応、お客様がお見えになったときの初めての対応、気軽にお話をいただけるような雰囲気づくりでござ

いますとか、しっかりとお話をお伺いして、お気持ちに寄り添って丁寧な説明をする。そのためには、

正確な知識を持って相対することが基本となるように考えております。研修のほうでもそういった面、

それからイメージアップ運動でもそういうようなポイントで運動を進めておるところでございます。 

○木村委員  本当に、初対面の方々も大変多くいらっしゃるわけでありますから、区役所というとこ

ろは大変居場所の悪いところだなと思われることは、心外でありますから、笑いが出るということはあ

まりよくないことかもしれませんけれども、本当にもっとこう、区民の皆さんと親しくなれるような、

そういう職場づくりをしていただきたいと思っています。 

 次に、区民憲章・しながわ百景の普及、１２１万円余からの質問であります。この事業、区政４０周

年、区民憲章制定５周年になる昭和６２年に、しながわ百景の普及、「わがまちしながわ」の生活、歴

史、風土を、区民の皆さんからの推薦で２１０件が選定をされ、その対象となり、その風景の中か

ら、１００カ所が選出されています。 

 お聞きをいたしますが、この事業もイメージアップ事業の一つであります。範囲の狭い品川区で百景

と名づけた背景は、東京百景をまねたと、軽く批判じみたことがインターネット上に書かれています。
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しながわ百景の名称は、大なり小なりヒントになったことと思いますけれども、どのようにしてこの名

称ができたのか、お聞かせください。 

○木村広報広聴課長  今お話にもございました品川区民憲章、こちらの中で、「古きよき歴史と伝統

を守り、さらに生活文化を発展させ、後世に伝えます」というような一文がございます。こちらを実践

するような形で、今お話のあった経過を含めまして、風景を、じゃあこれを幾つにするんだというとこ

ろもございますけれど、基本的に今おっしゃったような百景を選出して、区民の方に、ご自身がお住み

になっているところを誇りや愛着を持っていただきたい、こういう記録として残していきたい、そうい

う思いで始めたものでございます。 

○木村委員  その中で品川区に来られた方、この百景を見て、品川区に来られたお客様がどのような

印象を持っていると思いますか。 

○木村広報広聴課長  実際には、いわゆるビル街、都市、それから下町のような情緒を持った、一歩

入ればそういうようなまち並み、そういうものが共存、混在しているまちで、いろいろな風景、細かい

ところで、歴史文化を感じさせるような、そういうような土地柄もございます。そういう、いろいろな

ものが共存している姿、そういうことを皆さんお感じになられているのではないかというふうに思いま

す。 

○木村委員  多くの方がこの品川区にやってくる、それを目的にやってくるということは、この品川

区のためにもなると思いますから、ぜひ頑張っていただきたいと思います。いかにしてこの品川区のよ

さを知っていただくか、それによって来客数が大きく変わってまいります。品川区のイメージアップの

ためにも、ぜひ頑張っていただきたいと思います。 

 次に、同じく１６７ページ中ほどにありますけれども、シティプロモーション推進経費、６,９１９

万円余からの質問であります。シティプロモーションには、地域再生、観光振興、そして住民協働など、

いろいろな概念が含まれています。シティプロモーションの捉え方は多々ありますけれども、その一つ

は、そこに住む地域住民の愛着度の形成とも考えられます。その先には、地域の売り込みや、自治体名

の知名度アップにつながることも可能だと思います。 

 シティプロモーションとは、簡単に表現すれば、地域の売り込み、地方活性化を進めるために、各自

治体はさまざまな戦略を検討していると思います。本区におきましても、シナモロールなるマスコット

に、品川区のイメージアップのために精力的にこの活動をさせています。シティプロモーションとは、

このような自治体ごとの営業活動を称して呼ぶ言葉と私は思っておりますけれども、２０２０年、東京

オリンピック・パラリンピックがこの７月から行われ、本区におきましても、ビーチバレーやホッケー、

そして応援競技としてブラインドサッカーが、他区にでありますけれどもやってまいります。 

 お聞きをいたします。オリンピック・パラリンピック一色になることが予想されるため、地域の魅力

をアピールすることは難しいのでしょうが、少し考えを変えれば、このシティプロモーション的には絶

好のチャンスとも考えられるのではないかと思います。そこで、オリパラを通して、もしアピールでき

るところがあれば、本区においでになった海外の方々に品川区の何をアピールをして、そして本区を

知っていただきたいのでしょうか。お考えをお聞きかせください。 

○木村広報広聴課長  委員のお話にもございました、オリンピック・パラリンピックにつきましては、

国内外から多くの方が、品川を訪れる絶好のチャンスだというふうに捉えております。その中では、先

ほどもちょっとご案内させていただいた品川区の歴史、伝統という部分、特に外国の方には、そちらの

部分をアピールしてまいりたいというふうに考えております。 
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 一例でございますけれども、昨年盛り上がりましたラグビーのワールドカップがございました。そち

らのときに、品川駅周辺のホテルをターゲットにいたしまして、そこへ来ていただく外国人の方向けに、

徒歩圏内であります旧東海道で味わえるような、伝統文化であるとか和食であるとか、そういうものを

ご紹介するようなパンフレットというものをつくりまして、お配りいたしました。今年は今度できます

高輪ゲートウェイ、そこら辺までちょっとターゲット広げまして、品川区、歴史、文化、さらにアピー

ルをしていきたいというふうに考えております。 

○木村委員  ぜひ頑張っていただきたいと思います。将来的にはこの人口減少や経済力の低下を懸念

している自治体というのは本当に数多くあります。人口が多く、かつ活気のある地域を実現するために

は、まずは、地域自体を魅力的にしなければなりません。そして、地域の魅力を多くの方に知っていた

だくためには、近未来のためにもオリパラ開催区として営業をすることが必要であります。営業という

言葉、考え方は従来のこの自治体にはなじみがありませんが、今では、シティプロモーション課という

部署を設けている自治体も多数あります。 

 お聞きをいたします。今以上にこの品川区を知っていただくためには、本区におきましても、営業活

動も必要と思いますし、シティプロモーション課が必要ではないかと考えます。２年ほど前には、それ

に似たような課があったとお聞きをいたしましたが、今後、復活は考えられるのでしょうか。お聞かせ

をいただければと思います。 

○木村広報広聴課長  今、私が広報広聴課長でおりますけれども、２年前に報道プロモーション担当

課長ということで、一つプロモーションに特化したポストができました。全国のシティプロモーション

サミットでございますとか、動画の制作、いわゆるプロモーション活動に特化したような形の組織で

やっておったところでございます。数年前から、区民とともに進めるシティプロモーションというよう

な形を展開しております。それまでも広報広聴課だけではなくて、区役所全体、あるいは区民の方と一

緒にやっていこうというような、そういうような展開の仕方をしてきておりまして、区役所の組織を何

か増強して推し進めるということではなくて、区民の皆さんが主体となって、みんなで一緒に盛り上げ

ていくと、そういうような形の、まちの魅力を発信するような仕組みづくりをこれから行っていきたい

というふうに考えております。 

○木村委員  本当にこの品川区を日本全国に売り込むチャンスでもございます。ぜひ皆さんの考えを

しっかりと持っていただいて頑張っていただきたいと思います。 

○鈴木（真）委員長  次に、芹澤委員。 

○芹澤委員  私からは１７９ページ、町会ホームページ運営支援等、そして１９９ページ、キャッ

シュレス決済の拡大、あとは時間が余れば１６５ページの広報紙発行経費についてお伺いをいたします。 

 まず初めに、町会のホームページについて伺います。先ほども少し議論がありました。補助を受けて

つくっているホームページが二十二、三町会というようなお話がありました。恐らく補助を受けてなく

てもつくっている町会というのもあるのではないかなと思いますが、結構多くの町会がホームページを

つくっていると認識をしています。しかしながら、やはり情報の更新というのが数年間されていない

ホームページであったりとか、あとは、トップページがもう本当に１枚だけで、そのトップページも、

この地域が町会ですと書いてあるだけでして、町会長とか何も書いてないようなホームページも実際ま

だあると理解をしています。この町会のホームページをそもそも支援しようと始められたときは、恐ら

くアナログでの町会情報の周知に限界を感じ始めたというか、ネットを通じた周知という必要性を非常

に感じて、とりあえずやってみようというふうな意義で始められたのかと思っています。 
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 そういった姿勢というのはとても大切だとは思いますが、現在なかなか更新されていない。ホーム

ページというのは、当然作成経費もそうですが、維持するお金というのが必ずかかるものですので、そ

うするとやはり残念だなというふうに少し思っています。町会のネット媒体を通じての周知、これは大

変意義があるものですので、ぜひさらに進化させていただきたいと考えています。私個人としては、新

しく若い世代等が品川区に越してきたときに、丸々町会、どこどこ町会という名前を入れてホームペー

ジ等を検索される方はあまりいないのではないかなと思うのです。例えば五反田に住んでいる方であれ

ば、五反田に住んでいる、あとは品川区に住んでいるというような意識が大きい一方、町会というのが

当然、引っ越したばかりですから、ほぼないと思っています。 

 これは理想ですが、ホームページの周知の目的とされる若い世代が考えることとしては、ぜひ品川区

全体のアプリというのをいま一度考えていただいて、子育てとか、防災、福祉、もしくは選挙等も入れ

ていいかもしれません。そういった区の大きなレベルでのアプリというのをぜひご検討いただいて、さ

まざまな通知が来る中で、地域のイベント、新年会等も含めて地域のイベント等の周知をしていって、

品川区に住んでいるという認識から、五反田に住んでいる、どこどこ町会に住んでいるのだというよう

な、より細かい地域の認識というのを目指していくというのも一つなのかなと思います。もちろん、品

川区全体のアプリというのも、非常にお金もかかりますし、仕組みも非常に難しいと思っています。既

にアプリもさまざまあると思いますので、すぐにできるものではないと思うのですが、まず、区の今後

の方針として、そういったものができればいいなというものがもしビジョンとしてあれば、お聞かせく

ださい。 

○木村広報広聴課長  全体のアプリについてのご質問でございます。ご案内のとおり、各種、「パパ

ママ」でありますとか、来年度の予算の中では防災もあります。それから私どものほうでは、まち歩き

アプリとかという形でございます。一つ方法としては、いわゆる先ほどのＬＩＮＥの話ではないのです

けれども、それぞれにアクセスせずとも、一つどこかに登録しておいて、例えばご自分の属性であった

り嗜好であったりとかを登録していただければ、情報が飛び込んでくるというような、そういう仕組み

というのはこれからどうしても必要になるかなということで、考えております。研究を進めておるとこ

ろでございますが、これを引き続きやってまいります。 

○芹澤委員  ぜひこれは将来的な課題として、ご検討いただければと思います。 

 その将来的な話もそうですが、やはり今の制度をより拡充していくという中で、初めの課題に戻りま

すが、更新する方々がやはり町会に非常に少ないというのがまず課題にあると思います。例えばイベン

ト、町会のイベントというのは基本的に行政のほうに届けているものですから、その情報をもとに外部

に委託するというのも手だと思います。ただ、更新をする、町会のホームページを運営していくという

のも、やはり町会の役割だとも私は思っていて、町会の会員、役員の方々が、自分の町会のホームペー

ジを運営していく中で、さらにその町会への加入意識が深まっていくのではないかなというところも考

えています。 

 今の町会ホームページの支援の仕組みがどういったものかはわかりませんが、今、ホームページでい

えばワードプレスであったりとか、つくるのは最初大変なのですが、更新はいわゆる一般の方々でもで

きる、そういったものが、レベル高いホームページが一般の方でもできるような仕組みが既にできてい

ます。例えば、この品川区の町会ホームページのフォーマットみたいなものを用意した上で、やはり外

部に作成はしていただいて、更新はなるべく簡単にするようにできると。その更新をする、簡単にでき

ますのでどうぞというのでも、なかなか町会の方々というのは非常に難しい、ハードルが高く感じます
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ので、そこはぜひ、もしできるのであれば、行政がもう一歩踏み出していただいて、更新に対する講習

といいますか、こういうふうにやれば簡単に更新ができますよといったものを、冊子をつくるのか、何

かセミナーを開くのか、いろいろな方法があるかと思いますが、ぜひそちらもご検討いただければと思

います。 

 また、それぞれ来ていただくというのもそうですが、来年からは商店街でエリアサポーターという制

度も、たしか始まると思っています。同じような仕組みで、先ほどのやはり五反田といったようなエリ

アで見ていただける仕組みというのを町会であってもいいと思っています。その中で例えばウェブ担当

の方というか、ウェブを教えていただける方がぐるぐる地域を回って、どこどこ町会さんどうですかと

いうようなお声がけをできるような環境があってもいいのかなと思いますので、そちらもご検討くださ

い。 

 あと先ほど、くにば委員からＱＲコードという話がありました。私もＱＲコードは非常に便利だと

思っています。この町会のホームページというものの課題の一つが、先ほど言ったようにやはり検索し

ないと出てこないわけです。アナログで言えば掲示板があります。掲示板はなかなか見ない。で、ホー

ムページも見られない。掲示板にはやはり、特に情報が、年間通じれば集まっているのですが、時期を

通じてその時期の紙が張ってあったりするものなので、例えば今の時期だとあまり町会のイベントとい

うのが張っていなかったりするわけだと思います。 

 私からの提案として、その町会の掲示板に、補助を受けてつくった町会ホームページのＱＲコードを

張っていただいて、大体、信号とかとまるところに掲示板が置いてあるところも結構ありますので、ふ

としたときに、ああそういえば町会に入っていないな、町会はどういうことやっているのかなと思った

若い世代が、携帯やスマホをぱっとかざせば、その地域の活動が、年間を通じて、今やっていること、

これからやっていくことではなくて、年間を通じて、４月には桜祭りがあるんだなとかというような確

認ができるというような、掲示板をぜひ町会のアナログとネットの窓口にしていただくというのもご検

討いただきたいと思います。ご見解をお聞かせください。 

○川島地域活動課長  町会ホームページにつきましては、先ほど冒頭にお話がございました、独自に

ホームページを作成している町会は２７町会。区の支援でつくったのが２２町会ということでございま

す。おっしゃるとおり更新が滞っているところが多くて、区の支援で作成しました２２町会、９つの町

会のみが１年以内に更新しているというような状況でございます。 

 区のホームページ作成支援の仕組みと申しますのが、先ほどもございましたが、明治大学と共同研究

という形でやっておりまして、当初は作成の支援セミナーみたいな形でもやっておりまして、ホーム

ページを作成し、その後のフォローアップみたいなところまで、電話相談ですとかそれからメール相談、

実際に現場に行って作業をするというようなことまでも、年間数件の作業をお願いしてきたようなとこ

ろでございますが、そちらもおっしゃるとおりのところで、実際の町会の役員の方の担い手の方が、

しっかりやっていただくというところがないと作業が滞ってしまうというようなところでございます。

その辺をどうしていくかというのが大変難しい課題だと思っておりますが、新年度予算というところで、

町会・自治会連合会のホームページ作成支援助成という形で予算を立てておりまして、町会全体の、簡

単に使えるようなポータルサイトをつくって、情報発信の支援ができないかというふうに今、検討して

いるところでございます。 

 それからエリアの中で、指導者みたいな方を募ってというようなところです。こちらもまた、実際、

どのような方が今、町会の中で、ホームページの作成ですとかそういったことに強いかどうかというよ
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うなところも、まだその人材の確保、わからないので、そういったところも含めて、いろいろ調べなが

ら検討していきたいと思ってございます。 

○芹澤委員  ホームページというのは、つくってから年数が経てば、基本的には、いわゆるＳＥＯと

いって順位がどんどん上に上がっていくものなのですが、１年以上更新されていないと、それを上回っ

てさらに検索順位がどんどん下回っていって、どんどん多分、検索に引っかからないようになっていっ

ていると思いますので、これからつくる連合町会のホームページも含めて、ぜひ更新ができるような、

更新がされるような仕組みを、お力添えをいただければと思います。 

 続いてキャッシュレスについて伺います。これからＬＩＮＥ Ｐａｙでの税金の支払いだったりとか、

あとは確か電子マネー等も何かいろいろ導入をされるというようなお話だったかと思います。電子マ

ネー、バーコード決裁、いろいろあるかと思いますが、システムとしてまず、入金日がこれ即日、電子

マネーはそうだと思うのですが、キャッシュレスも即日入るのかというのと、あとは何か手数料みたい

なものが引かれて入金されるのかというのをお聞かせください。 

 あと、今はモデル実施みたいなものだと思いますので、これから拡充をされるのだと思います。方針

として、どこまで拡充をされるというか、これはなじまないなというようなご見解があるのであれば、

お聞かせをお願いします。 

○伊東税務課長  税の部分で、新年度からＬＩＮＥ Ｐａｙということで、キャッシュレス決済を導

入する予定でございます。これにつきましては、さまざま、納税する方の利便性の向上ということで、

間口を広げるという一つの方法を増やしていくというような趣旨で取り入れるものでございます。手数

料的な部分に関しましては、１件当たり６０.５円というのがかかるということでございます。ほかに、

基本使用料ということで月額１万６,５００円ほどが固定費としてかかってくるというようなアプリで

ございます。決裁日に関しては、ちょっと私、まだ細かくは確認していないところでございますけれど

も、翌営業日にデータが届くというような形でございます。 

○山本情報推進課長  キャッシュレス化の拡大というところでございますが、来年度、戸籍住民課の

各手数料の支払いに交通ＩＣ系カードの電子マネーの取り扱いを行う予定でございます。今後の拡大な

のですけれども、ただいま戸籍住民課のほうで、利用割合等を確認しながら、検討していきたいと考え

ているところでございます。 

○芹澤委員  これから、多分財布を持たない世代というのがどんどん出てきて、お年玉も今キャッ

シュレスというふうな話も出ています。ぜひさまざま、すぐに全部というのはできないと思いますが、

歴史館であったりとかしながわ水族館であったりとかも含めて、リニューアルのときにぜひ、キャッ

シュレスでお支払いができるような仕組みというのをつくっていただければと思います。 

 最後これ、項目が合っているかどうか不明なのですが、中学生の主張大会というのがあって、冊子を

つくっているかと思うのです。これ読み物としても大変すばらしいもので、ぜひこれは広報というか、

周知をしていただきたいと思っています。なかなか今、発行部数も少なくて、広報というものができて

いないと思っていますので、例えばこれ高齢者施設であったりとか、あとは、ぜひこれも電子化をして

いただいて、子どもたちに同級生の主張というのを、スマートフォン、ウェブメディア等で見られるよ

うにしていただきたいというのと、あとは広報紙のスタンドパイプというのが各地に６０カ所ぐらい

あったかと思いますので、そこも何か、１冊でも２冊でも、その発行されたときには置けるような仕組

みづくりというのをご検討いただければと思います。こちら、要望で終わります。 

○鈴木（真）委員長  次に、塚本委員。 
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○塚本委員  私からは、最初に１９７ページのオリンピック・パラリンピック開催周知事業の中から、

パブリックビューイングとパペレシアル品川との交流というところ。それから次に、１９３ページの文

化センター運営費についてお伺いしたいと思います。 

 まず先に、オリパラの開催周知事業なのですけれども、パブリックビューイングをやっていただける

ということで、２,１００万円ほどの予算がついておりますが、場所、日程など計画の概要についてご

説明していただきたいということ。 

 また、パペレシアル品川との交流ということで、プレス発表はこれはパペレシアル品川の応援みたい

になっていましたけれども、交流応援、こういったことで、どういったことが予定されているのかお知

らせください。 

○辻オリンピック・パラリンピック準備課長  パブリックビューイングとパペレシアル品川との交流

についてのご質問でございます。まず、パブリックビューイングなのですが、こちらが定義としては、

大型の映像装置を使いまして、一般公衆に向けて公開する。そして、無料であるというような一応定義

のものでございます。今のところ、場所として決定しているのは、スポル品川を使ってしながわハウス

を設置しますが、その中でパブリックビューイングを行うことは決定をしております。そのほか、区内

で３カ所程度を予定しておりまして、日程等はこれから詰めるということで、区で応援している３競技

の日本戦があるようなときですとか、あと、やはりその映像装置を借りるというのがなかなか季節的に

難しいといいますか、かなり競合するときですので、そのあたりの調整を図りながら、日程等は決めて

いきたいと思っているところでございます。 

 もう１点、パペレシアル品川との交流の件でございます。パペレシアル品川、ブラインドサッカーを

応援する中で品川を本拠地とするチームができまして、その交流を行うというものです。予算の中に今

含まれているのは、横断幕の設置と、区民との交流会、こちらを３回程度予定するようになっておりま

す。 

○塚本委員  パブリックビューイングのほうで、区内３カ所ぐらいを予定しているというところで、

日本戦ということ、これはいわゆる、もちろん日本戦が望ましいわけですけれど、放送するに当たって

の制約というのか、こちらの事情で選べるのですか。要するに機材とかの準備ができれば、実施できる

のか。それとも、自分たちでカメラも持ち込んで、自分たちで中継するとか、そんな形になるのですか。

要するに、こちらの側で放送するものを選べるというのか、そういうところはどうなっているのかとい

うこと。 

 あと雨天時の対応とかもあるかと思うのですけれども、そういったこともどのように検討されている

のか。あと飲食の提供とか、そういったことをどのようなふうに考えていらっしゃるのかというのを

ちょっとお知らせください。 

 あと、パペレシアル品川のほうでは、区民との交流ということですけれども、もうちょっと具体的に

言うとこれは、試合を観戦するとかというレベルのイメージなのか、それともそういう競技とは離れた

ところで、何か懇親会みたいなことのほうを計画されているのか、教えてください。 

○辻オリンピック・パラリンピック準備課長  まず、パブリックビューイングの番組ですが、それは

自由にこちらのほうで選定することはできます。ただ、番組の中で途中で競技が終わって解説が入ると

か、そういったところは放送はできないです。ＣＭのところはカットとかいうような制約はあるところ

でございます。また飲食等ですが、やはり大きな画面を見て皆さんで一緒に応援するものですので、そ

ういったものも伴えるようなふうにはできますし、そこに対する規制というのは、ブランド保護の関係
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ではございますが、飲食ができないということはないです。こちらは一緒にやれるような形で計画はし

ていきたいと思っております。 

 それから、パペレシアル品川との交流なのですが、ただ一緒に応援するということだけではなくて、

選手との交流ということで、例えば簡単な、ふだんやっているブラインドサッカーの体験みたいなもの

を選手と一緒にできるですとか、それから顔を覚えて交流するということで、やはりファンになるとい

うことがまず応援する一つの原動力になると思いますので、密接に交流ができるような形はつくってい

きたいと思っております。 

○塚本委員  特に、パブリックビューイングについての、何をパブリックビューイングの対象とする

かというところで、いろいろと選べるとなると、いろいろ悩ましいところもあるかと思うのですけれど

も、一応品川区としてはこれまで３競技応援というところもありましたので、ホッケー、ビーチバレー、

ブラインドサッカー、こういったところも一つ検討の中に入れていただきながら、よりよい形でのパブ

リックビューイングが実現できるようにお願いしたいと思います。 

 次に、１９３ページの文化センター運営費なのですけれども、荏原文化センターなのです

が、２０１５年に大規模改修ということで、結構長い期間休館をしてリニューアルしていただきました。

ちょっと改めて、この改修内容、どういったものだったのか教えてください。 

○古巻文化観光課長  ２０１５年の改修ですけれども、こちらの大ホールのほうの改修がメインだっ

たというふうに認識をしております。長い期間お休みをさせていただきましたけれども、あとは内装が、

一部できるところについて内装等の更新をしている、そういった状況でございます。 

○小林施設整備課長  今言った工事内容ですが、基本的には構造の耐震補強がメインでございます。 

○塚本委員  それで、耐震的なところが、これはやらざるを得ないというようなものの中でやってい

ただいたものだったのですけれども、その後、２０１８年１０月にプールの空調の工事というのがやら

れたり、昨年は２月に機械室の天井の剥離というのがあって、これも対応していただいた。今年度は１

月にＬＥＤ化ということでも工事していただいて、その都度、施設を若干使用制限して対応していただ

いているのですが、なかなかやはり、いろいろな部分での老朽化ということを、利用されている区民の

方々からはお伺いいたします。また、プールの空調工事などは２０１８年の１０月にやっていただいて

いるのですけれど、その後に利用者から、工事終わっているんだけれども空調のききが悪いとか、ある

いは特に多いのは、レクリエーション室の音響が非常に古くて、なかなか使い方が、もう今や、ちょっ

とよくわからないような、最近のを使っていると全くわからないような、非常にアナログな設備になっ

ていまして、そういったところでのお声もいろいろいただいているのですけれども、こういったことの

老朽化、これは荏原文化センターだけではないと思うのですけれど、各文化センターとも同じような状

況を抱えているかと思いますが、この老朽化対策というのは、毎年毎年、部分的にやっていただいてい

るのですけれども、今後どのように、この老朽化対策を考えていらっしゃるというか、いこうと思って

いるのか、お伺いしたいと思います。 

○古巻文化観光課長  今、委員からもお話がありましたとおり、文化センターの建物自体というので

しょうか、施設全体として、かなりの年数経ってきているところがほとんどでございまして、こちらに

つきましては、特に設備的な部分での老朽化というのは、確かにご指摘いただいているとおりかという

ふうに思っております。ですから、これは計画的に今後、進めてまいりますので、例えば荏原文化セン

ターで申しますと、音響の、大ホールのほうの調整卓、こちら今年度、改修をいたしまして更新をして

おりますし、今後もそういった形で計画的に順次、老朽化対策、更新を進めていきたいというふうに考
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えております。 

○塚本委員  耐震工事をしたということで、しばらくまだ長く使おうという前提だと思いますので、

そういった中で、区民の皆様の使い勝手という部分での必要な設備の老朽化対策は、適宜やっていただ

ければと思います。よろしくお願いいたします。 

○鈴木（真）委員長  次に、横山委員。 

○横山委員  私からは１７３ページ、配偶者暴力相談支援センター周知経費、ＤＶ・カウンセリング

相談、１８７ページ、防犯活動団体支援、しながわ発見出会い事業、１８９ページ、文化芸術・スポー

ツ活動支援事業について、また１９７ページ、オリンピック・パラリンピック開催周知事業と、時間が

ありましたら１６９ページ、ＩＣＴ推進管理費についてお伺いします。 

 １点目は配偶者暴力相談支援センター周知経費、ＤＶ・カウンセリング相談、しながわ発見出会い事

業についてお伺いいたします。昨日３月５日に報道された警察庁のまとめでは、昨年１年間に警察に寄

せられた、配偶者などパートナーからの暴力、ＤＶの被害相談が、前年比４,７２５件増の８

万２,２０７件に上り、２００１年のＤＶ防止法施行以降で最多だったことがわかりました。児童虐待

の増加要因は、面前ＤＶであり、虐待とＤＶが並存する家庭への対策強化が急務です。 

 ８月２６日の文教委員会で、せお委員の質問にもありましたが、妊娠期より前からのＤＶ未然防止に

関する親世代、子ども世代、それぞれの区の取り組みについて教えてください。児童相談所は子どもを

保護しますが、男女間のもめごとに介入する支援はほとんどなく、実質警察だけになっています。男女

間の関係性が変わらないと虐待はなくなりません。さらに男女間にトラブルを抱えたまま離婚しますと、

パートナーチェンジを繰り返し、新たなＤＶ、虐待を生むおそれがあります。男女間の争いをおさめる

ことのできる相談員の養成と増員をお願いしたいのですが、区の考えをお聞きします。 

 ２点目は、防犯活動団体支援についてお伺いいたします。令和元年１１月の品川女子学院生徒と区議

会の意見交換会で、私は、「落書きなくしてまち汚さず」をテーマにしたグループに参加しました。ま

た豊島区では、令和元年１２月に発生した落書きの被害に対して、警備体制の強化、損害賠償請求や、

落書き防止に関する条例の制定を予定しています。落書き消去活動をさらに推進していただきたいので

すが、品川区地域見守り活動事業に対する補助金の活用など、今後の進め方を教えてください。 

 ３点目、文化芸術・スポーツ活動支援事業、オリンピック・パラリンピック開催周知事業についてを

お伺いいたします。鳥取大学特命教授の野田邦弘さんの著書『文化政策の展開 アーツ・マネジメント

と創造都市』から引用いたします。「アートは社会の役に立たないとよく言われる、果たしてそうだろ

うか」、ここで中略します。「東日本大震災でコミュニティーを創出した人々を元気づけたのは、地域

に根づいてきた伝統芸能だったし、被災者が失った家族の写真をあれほど一生懸命探すと誰が予測した

であろうか。人の自己表出行為としてのアートは、ある種の限界状況において大きな役割を果たすこと

ができると考えられる。この価値は経済的な指標であらわすことはできない。そもそも社会的公正を経

済指標だけではかるのが間違いである」とあります。そこでお伺いしますが、品川区における文化政策

の理念と目的、評価方法についてご説明ください。また、東京２０２０大会の文化芸術のレガシーの構

築として、アートを深く見て対話するような鑑賞者の育成を進めていただきたいと思いますが、現在の

取り組みと区の考え方を教えてください。 

○島袋人権啓発課長  私のほうからは、総務費でございますので、男女共同参画センターの機能のほ

うからお答えしたいと思います。まず初めに、配偶者暴力相談支援センターの機能についてでございま

すが、センターの名称でございます、これは建物ではございません。配偶者からの暴力の防止及び被害
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者の保護等に関する法律に基づく被害者支援の中心的役割を果たす機能の名称、つまりはネットワーク

のことでございます。 

 今まで区では、このような名称を内閣府に届けを出してはおりませんでしたが、同じように機能は果

たしていたと、東京都のほうからも言われてきております。今回、この予算に上げさせていただきまし

たのは、内閣府のほうにも届けを出すことによって、さまざまなメリットがあるということからでござ

います。まずは、今まで、区の既存のさまざまなＤＶ相談がございます。入り口は男女共同参画セン

ターの総合相談、カウンセリング相談、法律相談、ＤＶ相談がございます。こちらを受けて、庁内の関

係各課に、あるいは関係機関に支援をお願いしておりまして、そのようなネットワークをつくってきて

おりました。また、今回、男女共同参画センターのほうでさせていただきますのは、そのような周知、

どういったことをどこがやるかというのがわかりやすいようなカードをつくったり、啓発をする部署で

ございますので、さまざまな啓発を進めてまいるところでございます。ですので、今後もさまざまな機

関と連携をとりながら、進めてまいりたいと思っているところでございます。 

○川島地域活動課長  出会い発見事業の啓発での活用というようなご質問でございます。こちらのし

ながわ発見出会い事業につきましては、年２回程度、パーティーとウォークラリーみたいな形での開催

でございまして、年齢が、若年層というよりも２５歳から３９歳という年齢設定でございまして、委員

ご提案の、若い方へのというようなところからすると少し年齢が上に外れているのかなというふうなと

ころですので、なかなかちょっと啓発の機会の場というところとすると、少し違うのかなというふうな

見解でございます。 

○古巻文化観光課長  私からは、文化施策に関しましてお答えをさせていただければと思います。ま

た、品川区におけます文化施策の理念と目的、それから評価方法でございますけれども、こちらの文化

施策に関しましては、平成１９年に議員提案によりまして制定されました、品川区文化芸術・スポーツ

のまちづくり条例、こちらの理念と目的に沿いまして、政策を展開している、図っているところでござ

います。一つはこちら、品川区文化芸術・スポーツ振興ビジョンというものも策定をさせていただきま

して、具体的な施策につなげていくと、そういうような形で進めていってまいります。 

 評価方法につきましては、数値的な目標設定も実施計画等でさせていただいておりますけれども、国

のほうで、例えば最近になりまして、文化芸術基本法の改正等、大きな動きもございました。そういっ

たことも踏まえまして、評価方法につきましても数値的なものだけではなくて、例えば他分野との連携

とか、そういったものの形で、もう少し幅広く評価、考えていく必要があるのかなというふうなことを

今考えているところでございます。 

 それから、そのあとの東京２０２０大会の文化芸術のレガシーの関係でございますけれども、鑑賞者

の育成ということでございますが、まずは、大きくはさまざまな主体の方が文化芸術に触れる機会をた

くさんつくっていく、創出していくということが重要かなというふうに考えております。来年度に向けま

しては、例えば、品川区とトット基金、それから喜多能楽堂が共催します、インクルーシブＮＩＰＰＯＮ

といった手話狂言の特別公演なども考えておりますので、こういった形でさまざまな方々が文化芸術に

触れる機会をつくっていきまして、進めていきたいというふうに考えております。 

○黛生活安全担当課長  お尋ねのありました落書きの件につきましては、品川区地域見守り活動事業

に対する補助金助成要綱におきまして、落書き消去を行うに当たって４０万円を上限に６分の５の補助

をする仕組みをつくっております。残念ながら、これを利用されている団体が現在までございませんの

で、今後利用していただけるように、まずは周知の徹底に努めてまいります。また、ご紹介のあったよ
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うなすばらしい活動をしている学校や団体などから問い合わせがあれば、地域団体への橋渡しなどを

行っていきたいと考えております。 

○横山委員  さまざま、ご答弁ありがとうございました。しながわ発見出会い事業なのですけれど、

若年というところで、すみません、私はできれば小学校５年生くらいになるまでに、デートＤＶとは何

かというのを理解してほしいなと思っているところなのですけれど、学校での取り組みの状況はまた別

の機会に確認したいと思うのですが、区内高校ですとか大学などと連携していただいて、受験や就職活

動が終わって落ちついた時期の高校３年生ですとか大学４年生ですとか、あとは２０代、３０代でも

デートＤＶとは何かというのを知らない方というのもいらっしゃるかと思うのですけれども、そちらの

ほう、ご見解をお伺いします。 

○島袋人権啓発課長  男女共同参画センターにおきましては出張、出前講座をしております。過去に

も、高校、大学等々に向かいまして、講師を派遣しまして、デートＤＶ講座を実施しております。この

ところ、前にお邪魔したところにお聞きしましたところ、警察の生活安全課のほうのＤＶの講座等が始

まると聞いておりまして、そちらとも連携をとりながら始めたいと思っております。 

○横山委員  ぜひ、いろいろな方に知っていただくということが大事だと思いますので、さまざまな

手法を使っていただいて進めてください。 

○鈴木（真）委員長  次に、高橋伸明委員。 

○高橋（伸）委員  １８５ページ、コンテナ型等喫煙所設置、維持管理、１６７ページ、シティプロ

モーション推進経費に関連した質問をさせていただきます。 

 まず最初に、１８５ページ、コンテナ型等喫煙所設置のことをお伺いしたいと思います。本区も１１

月を目途に実施をするということなのですけれども、足立区は昨年の９月から、同じくこのコンテナ型

の喫煙所が設置されております。利用時間が午前６時から午後１１時まで。年末年始も含めて、年間通

して利用されているとのことです。それで、コンテナ型喫煙所は密閉されて、喫煙所内に臭気、有害物

質の約９割を除去するプラズマ脱臭機を配備しているということです。受動喫煙対策においても大きな

効果があると、足立区も取り組んでおられるというところで、本区も１１月からこれを始めるというこ

とで、今私が申し上げた、具体的にまだ決まってなければご答弁はいいのですけれども、大体どれぐら

いの時間、そして通年やるのかということを、まずお聞きをしたいと思います。それとこれ、プラズマ

脱臭機というと同じような設備なのかどうかもお聞きしたいと思います。 

○黛生活安全担当課長  初めに利用時間でございますが、まだ具体的な時間までは詰めておりません

が、少なくとも防犯上の理由もありますので、深夜帯については、これを閉じる方向で考えております。

また、お尋ねになられましたプラズマ脱臭機でございますが、我々も足立区の取り組みのほうを参考に

しておりますので、ほぼ同程度のものを導入したいと考えております。 

○高橋（伸）委員  これ、プレスにも載っているのですけども、このプレスの事業予算です

と、２,８９９万５,０００円余、予算書を見ますと、５,０４０万８,０００円余なのですけれども、

ちょっと金額が違うのですが、具体的にこの５,０００万円余という中身がおわかりになっていれば、

教えていただきたいと思います。お願いします。 

○黛生活安全担当課長  こちら、大井町緑地児童遊園のほかに、何カ所か候補地が今、挙がっており

まして、そちらを検討しているところでございます。そのほかにも、オリンピック期間中のラストマイ

ル対策として、歩行喫煙等がなされないように、閉鎖型の喫煙所を含めた分煙設備を何カ所か設置をし

たいと考えており、その予算を計上させていただいたものでございます。 
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○高橋（伸）委員  これは１１月なので、オリパラには当然間に合わないのですけれども、オリパラ

のホッケー会場周辺のところに、コンテナはできないと思うのですが、喫煙場所を何カ所か設置するの

かどうかという確認をさせてください。 

○黛生活安全担当課長  現在、場所につきましては選定中でございますが、できれば複数カ所、閉鎖

型の喫煙所設置をいたしまして、臨時喫煙所としてこれを運用する計画であります。しかしながら、ど

こに置くかにつきましては、現在、関係機関と最終的な調整を進めておりますので、こちらのほうを

粛々と進めてまいりたいと思います。 

○高橋（伸）委員  今、課長のご答弁あったように、関係機関というのは東京都なのかということを

お聞かせいただきたいと思います。 

○黛生活安全担当課長  お尋ねのように、周辺、都有地が多くございまして、候補地の中に都有地も

含められておりますので、関係機関の中には都が含まれるというところでございます。 

○高橋（伸）委員  ぜひ、受動喫煙対策においても大きな効果があると思いますので、取り組んでい

ただきたいと思います。 

 続いて、１６７ページ、シティプロモーション推進経費に関連した質問をさせていただきます。これ

はちょっと所管が違うというのはわかっているのですけれども、シティプロモーションという観点から

質問をさせていただきます。 

 東京都が、今回の新型コロナウイルスによって、そのイベント自体をやるかどうかわからないのです

けれど、３月８日から５月１１日まで、東京都がマンホールスタンプラリーというのを開催する予定で

あります。これは東京９区、これ当然品川区も４つのデザインマンホールをめぐってスタンプラリーを

やるということなのですけれども、この４つのデザインのマンホールで、シナモロール、品川紋次郎、

シナカモン、やたたまといったマンホールをめぐるスタンプラリーになります。これは、本来ならこの

所管は違うと思うのですけれども、シティプロモーションという観点から、その経緯をお聞かせいただ

きたいと思います。 

○木村広報広聴課長  委員の今のご案内の部分ですけれども、私どものほうも、いわゆる何と言いま

すか、東京都のほうからこういうのをやるから何か協力して、とかというような形とは違いまして、情

報提供はいわゆるＳＮＳのほうでキャッチさせていただいて、実際には３月の頭ですけれども、シティ

プロモーションのＦａｃｅｂｏｏｋグループのほうで、こういうことをやります、どうぞご参加くださ

いというような形の情報掲載をしておるところでございます。 

○高橋（伸）委員  わかりました。ちょっと関連の話なので、このマンホールカードについては、こ

こでやめておきます。 

 最後に一つだけ、プレスにありました、訪日外国人向けプロモーションをやるということで、

Ｉｎｓｔａｇｒａｍ投稿が新規事業になっています。具体的に、その取り組みをどういうふうにされる

のかどうか、教えていただきたいと思います。 

○木村広報広聴課長  こちらの中身につきましては、実際に外国人写真家の方にＩｎｓｔａｇｒａｍ

の投稿をお願いするというところでございまして、競技会場周辺を散策して投稿するという形でござい

ます。こちらのほうにつきましては英語版の観光ガイドを発行するというところ、それとリンクをさせ

て、実際に、外国人の方の目線で見ていただいた部分を発信していただこうというところでございます。 

○高橋（伸）委員  ぜひ、外国人が来訪されるので、これもしっかりと取り組んでいただきたいと思

います。 
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○鈴木（真）委員長  次に、のだて委員。 

○のだて委員  私からは１９５ページ、品川区スポーツ推進計画策定について、特に障害者スポーツ

について伺います。スポーツ基本法には、「スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことは、全ての

人々の権利」と示されています。スポーツをしたり見たり、支えたりということを区民に保障していく

こと、その環境整備をするのが区の責務だと思います。来年度までに策定される区のスポーツ推進計画

にも、スポーツをすることは権利であると位置づけるべきだと思いますが、いかがでしょうか。 

○中元スポーツ推進課長  現在、スポーツ推進計画策定の２年間にわたっての途中でございます。基

本理念等がもう少し、来年度当初、４月以降に策定のほうは進めているところでございますので、その

中でまた、文言等につきましては検討しているところでございます。 

○のだて委員  今、策定中ということで検討ということなのですが、ぜひやはり、スポーツ基本法に

もそう書いてありますし、やはりこのスポーツをするということが豊かな生活を送っていくということ

で、さまざまなところで寄与していくということになると思いますので、この権利として位置づけるべ

きだということで、お願いしたいと思うのですけれども、改めて伺いたいと思います。 

○中元スポーツ推進課長  基本的にこちらのスポーツ推進計画はそもそも、委員おっしゃったように

国の、文科省のほうのスポーツ基本法に基づいて、自治体に計画の策定が努力義務で求められているも

のに取り組んでいるところでございますので、スポーツ基本法の趣旨、理念を捉えてそれに基づいた計

画としてまいりたいと考えているところでございます。 

○のだて委員  理念を捉えてということでしたけれども、ぜひ、この記載をしていっていただきたい

と思います。この策定委員会の中で課題がまとめられていまして、その一つとして、３０代から５０代

の働き盛り世代、子育て世代へのスポーツの実施率が低くなっているということで、対策が必要だとい

うことで、挙げられています。その実施しない理由としては仕事や家事が忙しいということなどが挙げ

られておりますが、やはりこの日本社会では長時間労働などさまざま労働環境が悪化しておりまして、

そうした中で、子育てということもある中で、やはりできないというところが大きいのかなというふう

に私も感じているところです。そうしたところで、まだ検討段階だとは思いますが、今、現段階でどう

いった対策、方向性など考えているのか、伺います。 

○中元スポーツ推進課長  そちらの課題はまさに全国的な、どこの自治体で数値をとっても、やはり

その世代の方々がなかなかスポーツをする時間がとれなかったりとか機会がないということで、課題と

して捉えているものでございます。具体的なところといたしましては今、区でも土曜日とか日曜日に向

けて、親子で参加できるイベントを意識して実施しているところでございますので、それを一層充実推

進させてまいりたいと考えているところでございます。 

○のだて委員  ぜひ、さまざまな機会捉えて、こうした方々もスポーツができるようにということで

取り組んでいっていただきたいと思います。 

 障害者スポーツについて伺いたいと思います。これまでも、我が会派では障害者スポーツの普及啓発

で、仮称、障害者スポーツ推進計画として、単独で政策をすべきだと指摘をしてきました。改めて、障

害者スポーツ推進計画の作成を求めますが、いかがでしょうか。 

○中元スポーツ推進課長  区ではこれまで、障害のある方もない方もともに、いつでもどこでも誰で

もいつまでもスポーツを楽しむことのできる地域社会を目指すということを、スローガンで掲げてやっ

ておりまして、その趣旨を活かすためにも、スポーツ推進計画の中で障害者スポーツにつきましても盛

り込んでいきたいと考えているところでございます。 
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○のだて委員  なぜこれだけ障害者スポーツ推進計画を求めるかというと、策定委員会ではそれなり

に話題には出ておりますけれども、この一緒くたにしてしまっては、ほかの施策に埋もれてしまうので

はないかと危惧をしております。それはやはり、障害というのは、その障害の種類や個人でもさまざま

で、本当に条件が違うので、それぞれにおいてきめ細やかに検討し、考えていかなければいけないので

はないかと思っていますが、いかがでしょうか。 

○中元スポーツ推進課長  策定委員会の中でも、区内の障害者の団体の代表の方が２名入っていらっ

しゃいますし、知的の方、肢体不自由の会の代表の方、また東京都のほうから、障害者の団体の代表の、

そちらからも推薦をいただいた委員の方に入っていただいていることで、逆に今の会議の中では、障害

者スポーツや障害者の方が健常者の方と一緒に、どうやったらスポーツを一緒にやっていけるかという

ところに力点を置いた議論がされているところでございます。決して埋没させるようなことはせずに、

きちんとそこのところも前向きに打ち出していきたいと考えているところでございます。 

○のだて委員  ２つの障害者団体と東京都の団体から聞いているという中で話題にはなっているとい

うことなのですけれども、やはりこの策定委員会でも調査が行われて、この２つの団体からヒアリング

をしたということになっておりますが、この２つの団体だけなのです。やはり必要ならほかの団体にも

調査を行っていくということで、その議事録には書いておりましたけれども、他の団体にもヒアリング

をすべきだと思うのですが、いかがでしょうか。 

○中元スポーツ推進課長  策定委員会の中でそのようなご意見を受けとめまして、予算要求をさせて

いただき、来年度予算のほうで、またヒアリングを追加で、ほかの団体のところであったり、また特別

支援学級のほうであったりというところで、今はどこにヒアリングをするかというところを事務局とし

て検討しているところでございます。 

○のだて委員  今、予算要求をしているということで、ぜひできる限り幅広くヒアリングを行ってい

くことが必要だと思いますので、多くの方にヒアリングをできるようにしていっていただきたいと思い

ます。また、策定委員会の中で、障害の有無の確認もすべきではないかということで意見が出されてい

ましたけれども、このアンケートの項目には見当たりませんでした。この障害のある方の意見を直接聞

くチャンスだったと思いますけれども、なぜ障害の有無についての項目をつくらなかったのか、伺いた

いと思います。 

○中元スポーツ推進課長  今回のアンケートのほう、無作為抽出で郵送でやらせていただいたのです

けれども、質問項目、基礎的なところにつきましては、ほかの自治体や東京都のほうと同じような条件

でやらせていただいたということが、つくらなかった理由というところでございます。 

○のだて委員  他の自治体と合わせたということでしたけれども、やはりこれ、いい機会だったと思

うのです。そうすると、障害者の当事者からの意見というのは、どのように反映をしていくのか、伺い

たいと思います。 

○中元スポーツ推進課長  委員からのご意見にもございましたが、やはり障害の有無というのは本当

にいろいろなさまざまな種類がおありになると思います。それですので、そこでやはりヒアリングのと

ころで力を入れて、数字だけではなくて、個々の皆さんの生の意見を伺いながら、区としてどのような

形がいいかということを考えていきたいというところでございます。 

○のだて委員  ヒアリングに力を入れるということでしたので、ぜひ多くの方に、さまざまな障害、

そしてさまざまな方にヒアリングをしていただいて、それをしっかりと計画に反映をさせていっていた

だきたいということで、要望をしておきたいと思います。また、障害者スポーツの普及促進の拠点とな
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る障害者スポーツセンターの設置についても、計画に位置づける必要があるのではないかと思いますけ

れども、いかがでしょうか。また、これまで都に設置を求めてきた状況はどうなっているでしょうか。

ぜひつくっていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○中元スポーツ推進課長  そちらのセンターの設置につきましては、引き続き城南地区のほうにもぜ

ひ設置をと、東京都に対して求めてまいりたいと考えているところでございます。 

○のだて委員  求める中で、この設置が進まない課題というのは、何かあるのでしょうか。 

○中元スポーツ推進課長  こちらといたしましては、品川区としては求めているところで、あとは東

京都としての、全体的な東京都の中でのご判断になるかと思います。なかなか都心区ですので場所の問

題とかも課題は大きいかというところを推測しているところでございます。 

○鈴木（真）委員長  次に、こんの委員。 

○こんの委員  私からは、１６５ページ、区提供番組制作費（区民チャンネル）、１７９ページ、地

域振興経費、１６９ページ、先端技術（ＡＩ・ＲＰＡ）活用推進等経費、１９９ページ、品川区独自ボ

ランティア「しな助」の活動、最後に２０７ページ、国勢調査。ページ順不同でお伺いさせていただき

ます。 

 まず、区民チャンネルについてですけれども、昨日、朝のＮＨＫ番組を見た区民の方より、このよう

なお声がありました。お声を寄せてくださった区民の方はお孫さんと一緒に見ていたそうなのですが、

そのＮＨＫの番組では、コロナウイルスに関する報道の中で、学校の休校に伴い、横浜市では５、６年

生の児童に向けて、学校の先生たちからのメッセージが発信されていたというものだったそうです。一

緒に見ていたお孫さんが、先生に会えたみたいでこういうのいいな、別の先生からもあったらいいなと

いう、そういう声があったそうなのです。そこで、この区民の方は、自宅でお留守番をしている児童・

生徒や、すまいるスクールに通う児童などに向けた学校の先生からのメッセージは、大変によいもので

はないかと考えたそうです。そこで、品川区には品川ケーブルテレビがあるので、品川区の番組で特集

を組むなど、学校からのメッセージなどを発信してみてはどうですかという、こういうお声でした。 

 そこで、まず確認をいたしますが、品川ケーブルテレビの区民チャンネルなどで、区が作成している

番組は、レギュラー番組のほか、特集番組を組む場合もあると認識しておりますけれども、特集番組を

組む際、何か基準や規定はあるのでしょうか。それとも、緊急時を除き自由に特集を組めるのでしょう

か。番組作成について確認をさせてください。また、区民チャンネルなどで、今回のこのコロナウイル

スに関する報道など、何か考えていることはありますでしょうか。 

○木村広報広聴課長  通常のケーブルテレビのニュース番組のほかに、特別番組ということでの何か

基準がというところでございますけれども、ある程度、番組としては、まちめぐりの番組であるとか、

品川区内の人を紹介するとかという形で、幾つか特別番組としての枠をとって放送しております。いわ

ゆる緊急時に何かというような部分については、今のところ、その分では持っていないのですけれども、

そこはそこで、状況を判断して入れていくことは可能であるかなというふうに思っています。 

 それからコロナウイルス対策でございますけれども、区のニュース、お知らせの中で、毎週、これが

冒頭で、注意のご案内それから問い合わせ先の連絡先とかという形ですぐわかるような形で、毎週放送

をしておるところでございます。 

○こんの委員  現状はわかりました。そこで、区民の方からのこうしたお声、学校からのメッセージ、

そうしたものを発信できるような放送、具体的に進めていくとした場合に例えば、教育委員会の学校や

先生方にも協力をもらって、広報広聴課と教育委員会とで共同で作成するというふうに考えられますけ
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れども、作成するにはさまざまなご苦労があるとも認識をできます。今後、コロナウイルス対策に関連

した休校が、今のところは春休みまでとなっておりますけれども、この先どのような状況になるのかわ

からない中、こういうときだからこそできることを考えて取り組んでいくことが、重要ではないかと考

えるのですが、区民チャンネルを活用した学校からのメッセージなど、こうした発信の報道番組作成を

提案してみたいのですが、ご所見をお伺いいたします。 

○木村広報広聴課長  委員ご案内の番組、私も拝見させていただきました。区からのメッセージ、学

校からのメッセージというところで、大変有用な取り組みではないかというふうに思っておるところで

す。ご案内にもございましたけれども、教育委員会と相談して協議をしながら進めてまいりたいと思い

ます。 

○こんの委員  次にまいります。地域振興経費の中で、町会・自治会活動活性化促進調査委託につい

てお伺いしたいと思います。この調査委託費は６６０万円と計上されておりました。参考までにまず、

予算の内訳を教えてください。それから、調査は、条例制定後５年経過したことに伴って実施するとい

うことは理解をしております。また主な目的としては、事業の効果測定とか、課題の洗い出しとか、そ

うしたことであるということの認識をしておりますが、この課題の洗い出しについては、これまで地域

振興関係に限らず、さまざまな事業の調査をされてきたと思いますけれど、そうしたこのアンケートや

ヒアリングなどの調査の結果を見させていただくと、ほとんどが調査データから見る共通課題の洗い出

しと、全体像を把握するにとどまっている調査であったように捉えられます。 

 そこで、今回のこの町会・自治会活動活性化促進調査は、これまでの調査の内容やその手法などを１

段掘り下げて、各町会・自治会の地域性や特性も踏まえた課題の洗い出し、そうした結果が求められる、

得られるような調査であると、こうしたことが重要であると考えます。例えば、加入促進については、

マンション建設が多い新住民が多い地域と、あまり建設が行われない、古くから住んでいる方が多い地

域と、加入促進としては共通の課題ですけれども、その課題への対応や、対策は同じでないと考えられ

ます。そうしたことから、各町会、各地域、そうしたことの課題がちゃんと洗い出されて、そして対応

策として見えるような調査になっていくべきであると考えますけれども、いかがでしょうか。 

○川島地域活動課長  こちら、今ご質問いただきました町会・自治会活動活性化促進調査の予算の内

訳ということですが、こちらは調査委託ということで、委託料をコンサル業者のほうにお支払いするも

のが内訳ということでございます。それから今ご指摘のございました、掘り下げて、これまでの調査と

違ったものというようなところでございますが、こちらも、これから３月中に簡易プロポーザルを行い

まして、事業者を決定してというようなところで、これから詳細を詰めていくところですが、例えば同

じ課題を抱えている町会・自治会の間で、話し合いの場を設けるとか、何か今おっしゃった、地域性で

すとか、それから課題を抱えているところの地域特性みたいなところも加味したような形で、課題解決

に向けた洗い出しができるような工夫等、進めていきたいというふうに考えてございます。 

○こんの委員  ぜひ、コンサルに委託をする、そうしたときに、区の考えとして、どうしたところが

今までの課題で、何がその課題の解決に至ってないのかというところの視点を持って、委託業者を選定

していただきたい、このように考えるものです。何かこの点でございましたらお願いします。 

 こうしたことで調査を進めていく中で、例えば加入促進の具体的な方法として、一つの情報発信と考

えるならば、近年、品川区議会と品川女子学院の中学１年生の生徒との意見交換が行われているのです

が、昨年実施されたこの意見交換会の中では、品川女子学院の授業の一環として、１年生が地域を知る

という研究テーマで取り組んでいる。この地域を知るというテーマで、具体的なテーマの一つとして、
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回覧板について研究発表がありました。また、この研究を進めていく中で、今後の回覧板のあり方は、

紙媒体もよいのですが、若い人には、ＩＴを活用した電子媒体による、例えば電子回覧板のようなもの

が有効であるというご意見もありました。このご意見は、若い方への促進に寄与できる対策ではないか

とも考えられます。こうしたことから、今後、こうしたＩＴを活用した電子回覧板みたいなものが、ど

のように取り入れられるのか、研究をされていってはいかがでしょうか、ご所見を伺います。 

○川島地域活動課長  委員ご指摘のとおり、コンサル業者に丸投げということではなく、しっかり考

え、調査のほうを実施できるように準備をしていきたいと考えております。 

 それから今、電子回覧ということですが、さまざまな媒体等ございますので、しっかりそちらもどう

いうものがいいのか、どういうものが町会・自治会のお知らせに向いているのかということも見きわめ

させていただきたいというふうに思います。 

○こんの委員  次にまいります。先端技術（ＡＩ・ＲＰＡ）活用推進等経費です。新年度新事業とし

て、入園相談や医療相談など、ＳＮＳを活用したチャットボットの導入についてと認識をしております。

またその導入をするに当たって、本年度庁内において、この先端技術、ＡＩ活用推進の実証実験が行わ

れていることも認識をしております。まず今年度実施された、この実証実験について、事業の目的や概

要、あるいは実験の結果、評価、見えてきた課題など、簡単にご説明ください。 

○山本情報推進課長  ＡＩチャットボットについてでございます。今年度、委員ご案内のとおり、実

証実験といたしまして、職員向けのＡＩチャットボットを導入、運用しているところでございます。内

容といたしましては、情報推進課へのシステム操作などへの問い合わせに対して自動応答するというも

のでございます。こちらの目的でございますが、ＡＩチャットボットの導入につきましては、ＡＩに学

習させるための教師データの作成であったり、運用上の負担感というところ、不透明なところありまし

たので、このあたり、一度情報推進課のほうで、職員向けのＡＩチャットボットを導入して管理運用す

ることによって、課題の整理を行っていきたいというふうに思ったため、こちらのほうの導入、実証実

験を行ったところでございます。 

 検証結果というところでございますが、まず課題として考えておりました、そのＡＩに学習させるた

めの教師データの作成について、それについて支援のほうが充実した委託事業者等と協力しまして、想

定よりも職員の負担というのは少なかったというふうに考えてございます。それから運用上のメンテナ

ンスなのですけれども、例えば答えられなかった質問に答えられるようにするというようなところも、

比較的簡単な操作で対応ができるということがわかったというところが、検証結果でございます。 

○こんの委員  現状わかりました。新年度導入をされる、こうした入園相談、医療相談、ＳＮＳを活

用したこのチャットボットの運用について、具体的に導入される所管と事業を、今のところわかってい

るのであればそれを教えてください。また、これから実施される、その所管課でチャットボットを運用

するに当たって、現在の準備の進捗状況や、また、運用の開始のスケジュールなどをお知らせください。 

○山本情報推進課長  来年度導入いたします区民向けのサービスにつきましては、今決まっていると

ころでは保育課の入園相談業務と、それから子ども家庭支援課で行っております児童手当、医療費助成

の業務、それから戸籍住民課での各手続きに対して、自動応答をするというところを予定しております。

それから、所管等の準備というところでございますが、来年度に向けてのスケジュール調整というとこ

ろを各所管と行っているところでございます。実際に運用する時期なのですけれども、早いところで８

月ぐらいを予定しておりまして、３業務予定しておりますが、一斉にスタートするかどうかというとこ

ろは今、調整をしているところでございます。 



－56－ 

○こんの委員  来年８月をめどに、それぞれの所管で準備ができ次第、スタートするということわか

りました。運用開始後、例えば先ほども、答えられない質問に対して答えられるようにするということ

もありましたが、その点が非常に懸念をされるところだと思います。運用開始後、例えば想定されてい

ない相談を受けた場合に、可能な限り、ＡＩが学習した中から回答をしていくものと想像しております

けれども、今、懸念されるのは、制度の問い合わせのような簡単なものはお答えができると思うのです

が、個々のケースに合わせての制度について、ご自分はそれが適用されているのかどうなのか、細かい

点の相談になると、なかなか答えにくいという場合もあるかと思います。ですが、そうしたものへもで

きるだけ答えていけるようなものに、このＡＩが学習していくように、今後運用されていくことが望ま

れるのですが、そうしたことがないように、できるだけこの運用を、区民の方の利便性向上に努めてい

ただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○山本情報推進課長  運用するに当たりまして、やはり回答精度というのが非常に大事になってくる

というふうに思っています。実際に質問して、聞きたい回答が得られないとなりますと、なかなか使っ

てもらえないというふうに思っておりますので、まずは、当初考えておりますのは、一般的な質問とい

うところはＡＩチャットボット……。〔時間切れにより答弁なし〕 

○鈴木（真）委員長  次に、あべ委員。 

○あべ委員  私からは、１７４ページの人事管理費を中心とした総務の管理費について、それか

ら１８５ページの、コンテナ型喫煙所、それに１８９ページ、外国人観光客誘致事業ならびに１９６

ページ、オリンピック・パラリンピック準備費などについてお伺いしたいと思います。 

 まず、この品川区政、よりよいものにしていくためには、職員一人ひとりのモチベーションと能力を

最大限に引き出せることが大切であって、そのためには、働きやすい組織づくりが欠かせないと思って

おります。区では、セクハラやパワハラ等々のハラスメントの相談窓口はどのようになっているのか。

年間何件程度の相談があり、どのような組織で対応しているのか教えてください。 

○黒田人事課長  それでは私から、ハラスメントへの対応というところでお答えいたします。品川区

職員服務規程の中で、ハラスメントの禁止を規定しておりまして、これを受けて、品川区におけるハラ

スメントの防止等に関する基本方針というのを定めております。この中で、相談体制としまして、苦情

相談窓口として３つありまして、人権啓発課の男女共同参画担当、人事課人事係、人事課職員厚生係の、

それぞれ係長が相談窓口というところを構成してございます。 

 相談件数でございますが、きちんとした統計はとっておりませんけれども、ここの相談窓口に相談が

あるのは年に数件というところではございますが、産業医の面談等の中で、仕事のところの相談という

のがあります。そういった意味では、いわゆる職場での悩みというところは相談があるというふうに認

識しているところでございます。 

○あべ委員  区の組織の中の人権啓発課、それから人事課の中に２つ窓口ということなのですけれど

も、それで数件ということで数字としても把握をされていないということで、ここはもう少し組織的に

整えたほうがいいのではないかなというふうに思います。２,０００人以上の組織の中での数件で数値

もはっきりと出てこない。かつ独立した位置づけでなければプライバシー、あるいはその評価などで、

相談者の側にも不安が残るのではないかと思います。一定規模の企業や一部自治体などでは、組織から

独立したコンプライアンス委員会を設けているケースもありますけれども、品川区では、これに相当す

るような組織というのはあるのでしょうか。 

○黒田人事課長  外部の独立したというところのお尋ねでございますけれども、このハラスメントも、
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最終的には服務としての事実関係を調査確認いたしまして、いわゆる地方公務員法上の懲戒処分につな

がる手続きという中では、どうしてもその服務としての事実確認が重要という中で、特に人事が所管と

なっているというところでございます。 

○あべ委員  独立した組織というのは、必ずしもその第三者あるいは外部の組織とは限らないです。

この組織の、何と言ったらいいのでしょうか、系列から独立しているという意味で捉えていただければ

と思います。それから自治体のコンプライアンス組織に期待される機能というのは、ハラスメントの対

応だけではありません。事務処理の内部統制、内部統制も今非常に注目をされているところですけれど

も、この導入あるいは不適切事案に対する第三者を含めた検証、そしてまた訴訟等の法的な手続きへの

対応など、多岐にわたります。現状、このような機能はどのような部署で担っているのか、法務担当組

織を今後つくっていく考えはあるか教えてください。 

○黒田人事課長  組織と言えるかなのですけれども、品川区職員等の公益通報制度というのは持って

ございまして、この場合の相談先は外部の弁護士にお願いしていると、こちらのほうで受け付けをして、

必要な調査を行うというような制度は持ってございます。 

○あべ委員  今、お答えのありました公益通報制度なども含めて、法務担当の組織を充実させていく

ことを要望します。そしてまた、法的手続きの対応を各担当課で行っていては、通常業務が滞り、区民

サービスの低下も招きかねません。ぜひその意味でも前向きな検討をしていただきたいと思います。あ

わせて、改めてご見解をお伺いします。 

○立川総務課長  総務課では文書係がございまして、法務手続き等、特別区人事・厚生事務組合の法

務部とも連携をとりながら進めているところでございます。 

○あべ委員  全く法務をやっていないとは思っていないですから、それをぜひ、強化していただきた

いと、最後は要望にさせていただきます。 

 それからコンテナ型の喫煙所なのですけれども、新しい予算もついておりますが、ここに今回出てき

ていない大崎駅の東口ならびに西口の屋外喫煙所、ここも通勤する地域の方々から苦情をいただいてお

ります。これについては改善の見通しなどございますでしょうか。 

○黛生活安全担当課長  指定喫煙所に関する苦情は、多数寄せられているところですが、委員ご指摘

のとおり、大崎駅の西口と東口の駅の指定喫煙所については、特に多くなっておるところでございます。

このため、何らかの対策をとらなければいけないということで考えているところでございますが、目下

のところ、なかなかこれという有効な手だてがとれなくて、多くの方々にご迷惑をかけているところと

いうのが現状でございます。 

○あべ委員  すみません、考えているだけなのですけれど、何かこう、もう少し具体的な検討みたい

なのはないということですか。 

○黛生活安全担当課長  現在のところなのですが、これといった手だてが打てないというところなの

ですが、少なくとも何とか適地を見つけまして、これを移設する、あるいは何らかの設備が入れられな

いかということで、もう一歩研究のほう重ねていきたいと考えております。 

○あべ委員  熱意と思いだけは伝わってきましたので、ぜひ、よりよい具体的な解決策に向かってい

ければと思います。 

 それから、外国人観光客等の誘致とオリパラの関係なのですけれども、今これだけコロナウイルスの

影響が広がっている中で、オリンピックの担当大臣もちょっと延期に言及されるようなことがありまし

た。ＳＡＲＳの流行期というのは８か月、新型インフルは１年以上収束までかかっております。とする
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と、予定どおり開催をするにしても、流行を再燃させないための入念な措置が必要になってくるかと思

います。そして万万が一、延期あるいは中止となった際には、品川区の事業が、その傷が最小限になる

ような、何か工夫といいますか準備も必要なのではないかと思っておりますが、これをどのようにお考

えでしょうか。 

○辻オリンピック・パラリンピック準備課長  夏の大会を目前にしまして、今、感染症が広がってい

るということで、懸念されるところでございます。そして延期ですとか１年後とか、いろいろなことが

言われておりますけれど、公式な見解としては予定どおり開くというふうにＩＯＣのほうでも言ってい

るところでございます。とはいえ、これからの感染症の広がり方、どこまで抑えられるかということも

含めまして、私どものほうも、いろいろなシチュエーションを想定しながら、今現在、粛々と準備を進

めるとともに、それ以外のシナリオのほうも想定しながら、進めているところでございます。 

○あべ委員  ちょっとそれを聞いてほっといたしました。やるんだというお気持ちはもちろんあると

は思うのですけれども、いろいろなことに対応できるように、やはり関係の予算が非常に多いですから、

そういった意味でも想定をしてやっていらっしゃるということで、大変安心をいたしました。 

 少し時間があるので１８３ページ、区民集会所について触れさせてください。土日、予約後の支払い

ができないのです。土日にキャッシュレスでも、予約のお金を受け取ってもらえるような、何か仕組み

ができないか。システムを大きく変えるのを待っていくと大分先になってしまいそうですので、ここは

アナログも組み合わせながら、週末はキャッシュレスで、その後、月曜日に地域センターにご報告みた

いな形もあり得るかなと思うので、そこら辺の可能性をぜひ教えていただければと思います。 

○山本情報推進課長  各施設の使用料の支払い方法についてでございますが、月一、二回、システム

ベンダーとあとシステム利用課の担当者が集まっての定例会等を行っておりますので、その中で検討し

ていきたいというふうに考えてございます。 

○あべ委員  週末に支払えるようになると、ネット予約の意味がとても生きてくると思いますので、

ぜひ早急にご対応いただけるとうれしいです。 

○鈴木（真）委員長  会議の運営上、暫時休憩いたします。 

○午後３時１９分休憩 

 

○午後３時３６分再開 

○鈴木（真）委員長  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 質疑を続けます。ご発言願います。小芝委員。 

○小芝委員  １８７ページのしながわ発見出会い事業、そして１８９ページの外国人観光客誘致事業

についてご質問いたします。 

 まず、外国人の観光客誘致事業について質問します。外国人観光客を誘致することで消費の拡大を狙

うインバウンドが、昨今、国を挙げて各自治体で取り上げられています。品川区もアジアやオセアニ

ア１５カ国にＰＲ動画を流したり、海外日本博展に参加するなどして、積極的に訪日外国人が品川を訪

れる取り組みに励んでこられたと思います。 

 来年度予算では、上海や香港での現地旅行博のブース運営に１００万６,０００円が計上されていま

す。ブースの運営について内容を教えてもらえますか。 

 また、これまで参加してきました日本博には旅費が計上されていましたが、今回は計上されていない

のは、現地の方にお任せして運営されるということでしょうか。 
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○古巻文化観光課長  海外の日本博への出展ということでございますけれども、今まで職員ないしは

観光協会のほうからも職員が出向いて、現地ブースの運営の補助的なことを担ってまいりましたが、一

定程度この日本展への出展ということでいいますと、現地の様子もわかってきましたし、今後少し視点

を変えまして、現地のというよりは、こちらで一緒に事業をやっております事業者の現地事務所等の機

能を活用いたしまして、日本博、海外日本展の出展のほう進めていこうということで、若干方針を変え

て進めていこうということでございます。 

○小芝委員  品川区の取り組みに触れる機会が一定の国で確保できている一方で、日本旅行を希望す

る外国人は、ツアーなら旅行会社、個人の旅行ならばインターネットを中心にしまして日本を調べ、ラ

ンキングの情報を頼りに旅行のルートを計画して来日されるのが現実ではないかと思います。その意味

では、旅行博への参加は有効と思われますが、さらにこれまでの誘致事業の展開が、これから日本に旅

行しようとする人の心にマッチするものなのか、いま一度検討すべきとも思います。品川区の中で、こ

こにはぜひ外国人の方に来てもらいたいという、重点地区のようなものを知ってもらえるように努めて

いただくこと、できればその地区をブランド化していくことで、訪日する外国人の心を揺さぶるような

取り組みに期待します。そのためには、大規模な書店の旅行雑誌を扱うブースや、公共交通機関、現地

の日本語学校、大学の日本語学科などにＰＲ動画を何度も何度も流していくことで、サブリミナル効果

を生ませたり、品川区のガイドブックを定期的に置いてもらうなどして、個別的に誘致活動を展開すべ

きと考えますが、ご検討のほうはいかがでしょうか。 

○古巻文化観光課長  この間もずっと、例えば現地の観光冊子に記事の掲載をさせていただいたり、

ＰＲ動画等もやってございますけれども、また１つはＳＮＳでの拡散を狙いまして、いわゆるインフル

エンサーと呼ばれている海外の方を招聘しまして、品川区の魅力をＳＮＳを通じて発信をしていただい

て拡散を図っていく、そのような取り組みもやっております。また今後も引き続き、そういった形で品

川区の認知を高めていくように考えてございます。 

○小芝委員  昨年の１２月に、行政視察の帰りの際、羽田空港国際線ターミナルの観光情報センター

に行きましたところ、多くの自治体のガイドブックが置かれていました。大田区や新宿区など、２３区

のガイドブックが目に見える形で置かれていたのですが、品川区のガイドブックが見当たりませんでし

た。スタッフの方に品川区のガイドブックは置かれていますかと聞きますと、窓口の奥からガイドブッ

クを取り出してきました。せっかく海外でも１５カ国にＰＲ動画等を流しているにもかかわらず、日本

の玄関口の１つでもある羽田空港では、品川区がこの外国人を積極的に誘致したいという姿勢をあまり

感じ取ることができませんでした。海外での誘致活動はもちろんですが、玄関口での活動も積極的に働

きかけるべきと考えますけれども、その現状は認識されていますでしょうか。 

○古巻文化観光課長  羽田空港国際線ターミナルにおきましても、品川区の冊子を置かせていただい

ているということでは、お願いをしているところです。その国際線ターミナルのほうのさまざまな配架

の状況等で、たまたまということだったのかもしれません。それからＪＡＬの機内誌のほうに、品川区

の記事を載せていただいたりなどということもやってございますので、さまざまな手段、さまざまな媒

体を使って、品川区の認知度アップにつなげていきたいというふうに考えております。 

○小芝委員  時間が限られていますので、次の質問を伺います。 

 １８７ページのしながわ発見出会い事業についてお聞きします。昨今、出生数の低下による少子化は

ますます深刻化しております。２０１８年の出生数は９１万人、２０１９年では推計でおおよそ８６

万４,０００人となり、統計を始めた明治３１年以来、初めて９０万人を下回りました。出生率低下の
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原因は、生涯未婚率の高さにあります。昨年の統計では男性が２３.４％、女性が１４.１％でした。統

計をとり始めた大正１０年ころの未婚率は、男性、女性ともに２％ほどで、昭和６０年ごろまでは、女

性の未婚率のほうが高かったのですが、それ以降逆転をしまして、男性の未婚率が高まり、今日に至り

ました。全国で、現在、少子化対策が叫ばれております。しかし、世の独身男性、独身女性が結婚しな

ければ、その先の話に進まないわけですので、とにもかくにも結婚することが少子化を防ぐ最大の取っ

かかりとなることは論を待たないのであります。 

 婚活事業を行っている港区では、めぐりあい婚というダイレクトな名称を使いまして、年に３回事業

を展開しています。こちらはホームページを持っておりまして、それぞれの事業での報告がアップされ

ています。例えば直近の２月１６日に行われましためぐりあい婚では、まず最初にワークショップを

行って、理想のパートナーを引き寄せるためのノウハウを学び、そのあとはパワースポットめぐりに出

かけ、最後に交流会を行い、その場でカップルを発表したそうです。ちなみにそこでは１２組のカップ

ルが誕生したとのことです。 

 品川区でもしながわ発見出会い事業という名称で、このような事業が展開されています。２月２９日

にしながわ水族館にて本事業が開催される予定でしたが、コロナウイルスの感染予防の措置により中止

となりました。私は参加する条件を満たしておりますので、今回の質問をするために、この事業をリ

サーチしようと参加申し込みをしました。しかしながら、感染予防のために参加は見送られ、調査でき

ないまま今日を迎えてしまいました。そこで、リサーチをしたかったことをお聞きしたいのですが、こ

ちらの事業では、港区のようにワークショップやイベント、最後にカップル発表というところまで進む

のでしょうか。 

○川島地域活動課長  しながわ発見出会い事業につきましては、港区のようにカップル成立というか、

マッチングのところまではしないということで、出会いの部分までをつくるということが目的でやって

いる事業でございます。 

○小芝委員  この出会い事業を楽しみにしていた区民の方、少ないかもしれませんが、確かにいたは

ずです。品川区のホームページも、項目しか載っていないこの事業に参加申し込みをするというのは、

相当にリサーチ能力にたけ、思いが熱い方々なのだと思うのです。最後にお聞きしますが、港区のよう

にホームページに活動記録を載せたり、広報しながわやＦＭラジオなどで案内を流すべきと考えますが、

このような取り組みはご検討されていますでしょうか。 

○川島地域活動課長  広報が大変重要であるということは私どもも認識しておりまして、ツイッター、

それからツイッターと連携したスマートニュースですとか、チラシ作成、東京都のホームページ、それ

からＣＡＴＶ等活用してやっておりますので、今後もしっかり広報活動を続けてまいりたいと考えてご

ざいます。 

○小芝委員  少子化対策は２０年、３０年先の日本経済の潜在力を生み出すことにつながる対策でご

ざいます。少子化によりまして経済活動が滞ることのないように、今後も品川区のほうで積極的にこの

事業を展開されますことを強く熱望いたしまして、質問を終わらせていただきます。 

○鈴木（真）委員長  次に、大倉委員。 

○大倉委員  １９７ページ、オリンピック・パラリンピック準備課会計年度任用職員給与費、あとＷ

ｉ－Ｆｉの関係でお尋ねしたいのと、オリンピック・パラリンピックでレガシーについてちょっと伺え

ればと思っています。 

 会計年度任用職員は、これは平成３０年から非常勤職員で来ている方なのかなというところで、日本
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代表としてアテネ、北京、ロンドンオリンピックに連続出場した元日本代表のホッケー選手の方なのか

と思っているのですが、その方を前提にちょっとお話をしていければと思っています。ホッケーについ

ては、今品川区でも非常にたくさん体験教室をやって、お子さんから大人の方まで、非常に多くの方が

参加していただいて、非常に好評だと伺っております。また、そうした体験を通じて、子どもたちが

ジュニアホッケー教室に入りたいということで、２０２０年品川ジュニアホッケー教室もできて、かな

り多くの方が入られているというように聞いております。品川区として、今後のこうした活動を、オリ

ンピック・パラリンピックの後、どのようにつなげていくのかということをお聞かせいただければと思

います。 

 Ｗｉ－Ｆｉなのですが、今、ＳＨＩＮＡＧＡＷＡ ＦＲＥＥ Ｗｉ－Ｆｉということで、かなり多く

の５０カ所以上に設置をされているのかなというところですが、例えば文化センター等でＷｉ－Ｆｉ使

おうかなと思ったときに、実はＳＨＩＮＡＧＡＷＡ ＦＲＥＥ Ｗｉ－Ｆｉ入っているけれども、電波が

届かなかったり、使えなかったり、窓側へ行かないと利用ができないというような声を聞いております。

そうした中でいうと、このフリーＷｉ－Ｆｉ自体は、区民の皆様の利便性の向上や発信の強化、また災

害時の情報伝達手段として入れているということなのですが、利便性というところで、そこがちょっと

欠けてしまうのかなと思っているのですけれども、例えば、きゅりあんなどは入っておりますが、こう

いった文化センター等へのＷｉ－Ｆｉの設置については、どのようにお考えでしょうか。 

○辻オリンピック・パラリンピック準備課長  会計年度任用職員についてのお尋ねでございます。委

員ご指摘のとおり、こちらは東京２０２０大会コミュニケーターという名前で、ホッケーのオリンピア

ンの方を任用して、仕事をしていただいているところでございます。その方が今後といいますか、どこ

まで続くのかというお話なのですが、レガシーの１つとして、ホッケー競技場が近くにある。それで

ホッケーが非常に身近にあるという状態に品川区としてなっていまして、それは令和３年度以降のお話

になってしまうのですが、何らかの形でホッケーとつなぐという役割というものは、非常に重要なのか

なというふうに今のところは感じているとこでございます。 

 もう１件、ホッケー体験をしたお子様方たちが、ご自分たちで品川２０２０というホッケーのチーム

をつくって活動をしております。こちらのほうは任意団体でございますので、ご自分たちで会場を見つ

け、コーチもつけ、やっているところでございますが、いろいろな形でほかのサッカーや野球と同じよ

うに、スポーツのチームの１つとして、区としてはいろいろな協力はしているところでございます。ま

た今後もしていくつもりでございます。 

○山本情報推進課長  ＳＨＩＮＡＧＡＷＡ ＦＲＥＥ Ｗｉ－Ｆｉについてのお尋ねでございます。 

 これまで６３カ所にＳＨＩＮＡＧＡＷＡ ＦＲＥＥ Ｗｉ－Ｆｉ、整備を進めてまいりました。お尋ね

の文化センターなのですが、文化センターは平成３０年度に整備を行っておるところでございます。た

だ、全ての部屋というわけではございませんで、一定、所管等とも調整した結果というところで、部屋

等を限定して行っているところでございます。その辺につきましては、ニーズ等をまた聞きながら、増

設等も検討していきたいと思ってございます。 

○大倉委員  Ｗｉ－Ｆｉのほうですが、ぜひよろしくお願いいたします。会議等で使う方がなかなか

使えないと、その文化センター、そのような部屋自体の利用につながっていかなかったり、利便性とい

うところでも、ぜひ入れていっていただきたいなと思います。 

 レガシー、オリ・パラのほうなのですが、まさに今までの活動が、そうした子どもたちの機運醸成、

またホッケーの運動につながっていっているというところでいうと、まさに品川区で大井ホッケー場も



－62－ 

建設がされ、この大井ホッケー場については、ホッケーの振興拠点ということで位置づけもされている

かと思いますし、そうした今までの活動をしっかりとレガシーとして残していくというところで、例え

ば今後のそういった取り組みについて、記念日のようなものを作成して、この日、こういうところで、

品川区全体でオリンピック・パラリンピックの機運を醸成してきた最後の取り組みとして、オリンピッ

ク・パラリンピック記念日のようなものの設定や、そういった日に合わせてオリンピック・パラリン

ピックの文化とスポーツを融合したイベントをしていくというところは、考え方としてどうでしょうか

ということをお尋ねします。 

○辻オリンピック・パラリンピック準備課長  今回の東京２０２０大会に向けていろいろな機運醸成

をしていく中で、ホッケーなり、いろいろなスポーツ、障害者スポーツも含めて、地域でも非常に広が

りを見せているということは実感しているところでございます。 

 それで記念日という想定は今まではなかったのですけれども、さまざまな、例えば障害者スポーツ

チャレンジデーなど、いろいろな形でスポーツのフェスティバルをやっております。そういったものと

融合する形で、今後いろいろな形でそのスポーツをする環境をつくっていくということはレガシーで残

していきたいと思っております。 

○大倉委員  スポーツだけでなく、今、大使館等も、国際友好協会等でも活動されていますし、学校

でも各大使館と連携をして授業をやったり、文化を知っていくというところで進んでいるかと思います

が、そうした文化も含めて、スポーツだけではなく、子どもたちが多様な文化に触れるというところで

は、非常に貴重な機会になるかなと思っております。大使館のさまざまな、文化も違うし、言語も違う

しというところと、ここまで取り組んできたオリンピック・パラリンピックのブラインドサッカーや

ホッケーやビーチバレー、ボッチャなどをあわせて、そういったオリンピックだから文化とスポーツが

一緒になったイベントとして、何かしっかり残していっていただきたいなと思っていますが、改めても

う１回ご答弁をお願いします。 

○辻オリンピック・パラリンピック準備課長  毎年スポーツ協会のほうで、体育の日に合わせてイベ

ントをやっております。さまざまなスポーツの体験ですとか、体育館の周りに各大使館がブースを出し

て宣伝、いろいろなことをやっているというものもございます。そちらを発展させる形ですとか、さま

ざまな形が考えられると思いますので、いろいろな形をつくっていけるような機会を捉えていきたいと

思っております。 

○大倉委員  日野学園、総合体育館の前でやられているということも知っておりまして、そういった

ところに、例えば学校側と連携をして、そのようなオリンピック・パラリンピックのレガシーとしてこ

ういうものをやりますよという連携もあってもいいのかなと思っているところで、そういった取り組み

をぜひ進めていっていただければ、今まで、機運醸成してオリンピックやりました。その後に、こうし

て品川区としても、オリンピックのレガシーとして、１つ形として残っていけばいいなと思っておりま

す。体育の日なども、そういった東京オリンピックを記念してつくられたというところで、品川区とし

ても記念日を考えて、そういった記念日に合わせた活動をしていってもいいのかなと思っていますので、

ぜひご検討いただければと思います。 

 最後に１８９ページの地域資源活性化事業補助なのですが、ちょっと時間があるので伺えればと思う

のですけれども、今回４月にも開催されるようなイベント等があったと思います。そういったイベント

がコロナウイルス等で中止になった場の費用が、この補助金からきちんと出るのかというところの確認

をお願いします。 
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○古巻文化観光課長  地域資源活性化事業補助金、この間のコロナウイルス関係の状況への対応でご

ざいますけれども、主催者のほうと十分に協議をいたしまして、適切な対応をさせていただきたいとい

うふうに考えているところでございます。 

○鈴木（真）委員長  次に、鈴木ひろ子委員。 

○鈴木（ひ）委員  私からは、１６３ページの指定管理者と、１６９ページの情報公開についてお伺

いをしたいと思います。途中で委員長に了解を得ている資料を提示したいと思います。 

 先日の厚生委員会の指定管理者指定の議案審査で、次年度以降、指定管理者基本方針を見直すという

ことで、企画サイドとも調整している旨の答弁がありました。いつまでにどう見直すのか、見直しのポ

イントは何か、また見直しの検討はどこが行うのか、検討会などがつくられるのか、伺いたいと思いま

す。また、他区の状況を見ると、かなり多くの区が見直しを行っていまして、運営指針やガイドライン

というものを、しっかりとしたものがつくられているのですけども、そのようなところをつくる方向と

いうものがあるのか伺いたいと思います。 

○柏原企画調整課長  指定管理の大きな指針といいますか、そういったところの改定といいますか、

改正の状況でございまして、現在まさにその改定といいますか、見直しを行っているところでございま

す。指定管理の指定のことであったり、それからその選定に関すること、それからモニタリング等、こ

ういったところについて、その内容について精査をしているところでございまして、まだちょっと最終

的な調整を行っているところではありますけれども、できれば早い段階、年度が明けたところから新し

い運用でできればと思っておりますが、現在は最終の調整をかけているといった状況でございます。 

○鈴木（ひ）委員  ということは、２０２０年度中にはおおよそできる見通しということで考えてい

いでしょうか。いつもいつも委員会の中で、指定管理者のときの資料が足りない、またモニタリングの

ときも本当に資料が足りなくて、きちんとチェックができないというようなことを意見として申し上げ

ているのですけれども、それは区全体の問題なのでということで、なかなか進まないという状況があり

ますので、ぜひ区全体として、そのような方向で見直して、改善していただきたいと思うのですが、今

年度中にはできるということでいいでしょうか。 

○柏原企画調整課長  現在調整を行っているというところでございまして、新しい年度の段階で、で

きればその運用に向けてというところで調整をしているところです。幾つかポイントといいますか、内

容で、その事業者であったり、区の中もそうですけれども、広く調整しなければいけない部分などがあ

りまして、早い段階での運用に向けて努力していきたいと思ってございます。 

○鈴木（ひ）委員  中身についても、ぜひ意見も申し上げたいと思いますので、いいものをつくって

いただきたいと思います。 

 それで今回お聞きしたいのは、今回厚生委員会に議案としてかかりました区立東品川高齢者多世代交

流支援施設の指定管理者の審査に当たり、この指定管理者は２つの事業者から応募があって、福栄会が

選定をされたわけなのですが、なぜ福栄会が選ばれたのかということについて、資料もなければ聞いて

も説明もないということで、最終の２つの点数だけでも教えてもらえないかということで質問したので

すけれども、それも公開はできない、答えられないということで、情報が出されないという状況でした。

やむを得ず、運営事業者選定審査会における審査結果および議事録、採点項目の内容や採点、主な意見

を含むということで情報公開でとりました。 

 その結果、これが委員長に許可を得た資料なのですが、これなのです。真っ黒なのです。全てが真っ

黒。何の情報も得られないという、議事録は非公開、出てきた資料も真っ黒という状況だったわけなの
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です。これは厚生委員会の中では課長が、公募要領に記載した審査項目に沿って審議をして点数をつけ

たと答弁したのですけれども、その公募要領に書かれている審査基準の視点というものも、その公募要

領は公開されているのですよ。それなのに、その視点は真っ黒塗りなのです。それから審査基準という

ものも真っ黒塗り、それから配点比率も真っ黒、それからここの審査委員の委員名というのも、厚生委

員会の中ではきちんと、その委員の名前は、何々部長、何々課長ということで答弁があったのですけれ

ども、それも全部真っ黒で、誰が審査したのかということもわからない。選ばれた福栄会の総合点数、

総合点数２カ所出てきているのですけれども、どちらが福栄会なのかもわからない。福栄会が高かった

のか、低かったのかもわからない。何ひとつ情報が得られないという情報公開の結果だったのです。な

ぜ公表しているものまで黒塗りにするのか、なぜここまで隠すのか、ここまでこのように真っ黒塗りに

なると、この真っ黒塗りの中には何が書かれているのかということで、本当に区民に知られては困るよ

うな中身なのかというようなことを疑わざるを得なくなってしまうわけです。ここまで全く情報を開示

しないという判断は、どこでしているのかということについてもお聞かせいただきたいと思います。な

ぜ公表しているものまで黒塗りにするのか、ここまで隠すのか、そのことについてもご答弁いただきた

いと思います。 

○柏原企画調整課長  まず選定会議の、多分選定の部分での資料と思われますけれども、その部分に

つきましては、選定につきましては指定管理の選定の段階で、各部で選定に関する取り決めをしてござ

います。そこでの判断、決定をしているものでございまして、実際にそういった形での資料を出すとい

う判断も所管部のところでの判断というところになってございます。ただ、恐らくですけれども、そう

いった中の判断をした１つのものとしては、事業者、その通った事業者、通らない事業者、そちらのほ

うの双方に、その情報が出ることによって不利益にならないように、それからさまざまな事業者として

の情報、出してはいけない情報等々といったところの配慮があったのではないかとは思われますが、判

断としては、各部のほうで判断をしているというものでございます。 

○鈴木（ひ）委員  部で判断するということなので、今日はここには福祉部の部長も課長もいらっ

しゃらないということなので、その福祉部のところでこのような形で出されている。このような形で出

ていることが多いのです。でも、いろいろと質問していくと、区全体なのでというようなことで、委員

会の中では言われてしまうのです。これはやはり情報公開のところからも、絶対おかしなことだと思う

のです。公表されているものまで黒塗りなわけですから。だからそれはちょっと、区全体としてこのよ

うな情報公開のあり方は改めるべきだというように、情報公開のところからならないでしょうか。 

○木村広報広聴課長  区全体の情報公開の考え方というところでのご質問というところでございます。

今も、ちょっと繰り返しになりますけれども、条例の中では、基本全部公開すべし、ただこういう場合

には公開をしないというところの規定の中で、先ほど申し述べさせていただきましたような判断がある

ような場合に、非公開という形をとっておるところでございます。一般的な話になりますけれども、そ

れを各部で判断をして、公開、非公開を決めて出しているというところでございます。 

○鈴木（ひ）委員  指定管理者の選定の手続きについては、公平性・透明性の確保というものが必要

だと思うのですけれども、透明性・公平性・公正性、これはどのようにして担保できると考えられてい

るでしょうか。 

○柏原企画調整課長  選定の中において、まずその決められた、各部で基準というものをつくってそ

の選定をして、基本的には競争の原理の中で選定するというところでございます。その選定の委員の部

分においても、所管部分のほうで選定委員という委員ということで決めて、複数の者で判断をさせてい
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ただいている。その書類であったり、面接であったり、そういったところで決定をしているというとこ

ろでございます。それを最終的には議決事項といいますか、議決していただくというところでございま

すので、議会のほうにご報告させていただいて、議決をいただいているというところでございます。そ

ういったところでは、公平性の部分においての担保というところになろうかと思います。 

○鈴木（ひ）委員  議会が議決するのです。それでこの事業者で本当にいいのかということを議会が

判断しなくてはいけないわけです。だけれども、その判断するに当たり、その判断する材料として情報

が全く出てこないという、その中で、もうとにかく品川区、白紙委任してくださいという指定管理者の

審議になっているということが実態なのです。それで、この指定管理者というものは平成１６年のとき

から始まったと思うのですけれども、そのときに私は、この問題は初めからちょっと質問していたので

す。総括で取り上げたときに、当時の企画部長が、どうやって透明性・公平性を担保するのかと言った

ときに、選定委員会での具体的な選定方法、選考基準を明らかにして、選定経過と結果、選定の理由等

を公表することで担保すると。このように明確に答弁したわけです。だけれども、実際はこれが守られ

ていないということが実態だと思うのです。なぜこれが公表されないのか、改めて伺います。 

○柏原企画調整課長  議決に際して、こちら側としては指定管理者候補者として、ご提案させていた

だいているところでございますので、それに必要な資料というところでお出しをして、議決に向けての

ご議論をいただくというところでございます。ただ、先ほども若干触れさせていただきましたけれども、

その事業者、民間の事業者が入ってくる中での出せる情報、出せない情報というところがありますので、

そういったところを判断しながら、お出しをしているといったところが現状でございます。 

○鈴木（ひ）委員  他区の状況は、公表されることを前提に応募してくださいというようなことで公

募をかけているというところが多いと思うのです。例えば港区議会では、議会にどのような資料が出さ

れているかというと、公募要領、候補者選考委員会の報告書、候補者第１次・第２次審査採点票、選考

委員会の審査結果、選考委員会の議事録、選定調書、法人概要、候補者の事業提案書、これが資料とし

て出されているのです。世田谷区でも同様の資料が出されていますし、また、これらがほとんどホーム

ページで点数も含めて全部、落ちたところも含めて全部公表されているのです。練馬区も同様だと思い

ます。私はこのような形で、ぜひとも同様の資料を区議会へ出すような、そのような方針に変えていた

だきたいと思うのですが、いかがでしょうか。 

○柏原企画調整課長  全体のほうでお話があった部分でございますけれども、現在その指定管理につ

いて、選定であったり、基本的な方針であったり、そういったところを今調整といいますか、改定をか

けているところでございます。そういったところで、トータルの課題といいますか、というところで検

討はしているところでございまして、指定管理制度を入れてからもう１５年経っておりますので、状況

の変化というものは区としても捉えているところでございますので、今の時代といいますか、今の現状

に合った形での指定管理制度といったところでの改定に向けて、今検討しているといったところでござ

います。 

○鈴木（ひ）委員  ぜひ議会が議決をするわけですから、その判断に足る資料を提出いただきたいと

いうことで、求めておきたいと思います。それから公平性・透明性というところでは、外部委員を入れ

るというようなこともすごく大事なことだと思うのです。ほとんどのところが外部委員を、半数ですと

か、２人ですとか、３人ですとか、入れているのです。でも、品川区はほとんど部課長でやっているで

はないですか。その外部委員も、ぜひとも今度の中には入れる方向で検討していただきたいと思うので

すが、いかがでしょうか。 
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○柏原企画調整課長  その指定管理の指定の中での運営といいますか、過程の状況におきましては、

さまざまな視点を入れるということは大切なことだとは思ってございますので、手法はいろいろ検討し

てございますけれども、その中身についてはきちんと検討しながら、新しい制度の改正に向けていきた

いと思ってございます。 

○鈴木（真）委員長  次に、西本委員。 

○西本委員  私からは１６７ページのシティプロモーション、それと１７７ページの庁舎機能検討委

員会、庁舎機能検討経費に関連してお聞きいたします。 

 まずシティプロモーション、これは平成２７年度からスタートされているということで、もう大体４

年ぐらい過ぎているのでしょうか。品川区の魅力とは何なのでしょうか。明確になったのかお知らせく

ださい。それから品川区の区歌というものはあるのでしょうか。品川区の歌というのですか、区民の歌、

そのようなものがあるのかどうかお聞きします。まずお願いいたします。 

○木村広報広聴課長  まずシティプロモーションの品川区の魅力というところでございます。いわゆ

る、どこに聞いてもという言い方は変ですけれども、交通の便がいいというようなところが、これは区

民の方、それから区外の方、運動を始めたときから、もうそれが断トツで、そのような昔からの利便性

のよさのようなところは１つ大きな特徴であるというところ、それから商店街でありますとか、水辺、

緑、そういう部分ですね。あと今であれば子育て環境であるとか、そのような部分、いわゆる区がやっ

てきている施策の部分での魅力発信というようなところで、今までやってきているところでございます。 

 １つは、今まではそのような観光資源であるとか、環境のようなところの打ち出し方も１つあるので

すけれども、最近では、区の事業なり、施策なり、今実際やっているのだけれども、皆さんご存じない

というか、伝わっていないようなところを発信していこうということで、ここ数年行ってきておるとこ

ろでございますし、これからもそれはやっていこうと思っているところでございます。 

 それから品川区民の歌というものはございます。 

○西本委員  シティプロモーションをやっているのですね。今答弁いただいたのは、特徴というふう

には言えるのかな、だけれども、それがシティプロモーションをやる上での魅力という、品川区の魅力

とは何なのかといったときに、果たしてそれが区民の皆様方、それから区内外の方々にどのような形で

受けとめられていて、いや品川とはすばらしいところだよねと思っていただけるようにしていくという

ことが、このシティプロモーションの目的だと思うのです。この４年間の成果というものは何かあるの

でしょうか。というのは、このシティプロモーションの内容が、本当にこの品川区民の皆様方のアイデ

ンティティーといいますか、それが感じられているような状況で積み上がっているとは、到底私は感じ

られないのです。やはりやるからには、なぜこのシティプロモーションをやるのか、人口減少が起きて

くる、だけれども品川区は人口が増加していく中で、いずれは必要になってくる。しかし、今やってい

ることが本当にシティプロモーションという形になるのか、何を求めているのか、それがちょっとわか

らないので、それがわからないと、著名人による魅力発信ということをやりますよね。魅力がわからな

いのに、魅力発信とは何をするのですかというところです。品川区として、品川区の魅力とはこのよう

に積み上げてこうなのだよ、だから応援してねという話だったらわかります。しかしこの著名人に、ど

うぞ品川区の魅力を言ってください、これでまとまるとは到底思えないのです。強いメッセージにもな

らない。だから、品川区としての魅力は何なのかというところを、品川区民の皆様方と一緒につくって

いく、今まで４年間つくってきた部分があるのかなと思って期待はしたのですけれども、なかなかその

一言で言うとというところが見えないということは、非常に残念で仕方がないのです。そこで変えてい
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ただきたいし、これからは発信も含めて、品川区の魅力というものをしっかりと押さえた形で、発信し

ていただきたいと思います。 

 それから、品川区の歌があるのですね。私、初めて知りました。というか、「品川音頭」というもの

があって、これはいろいろなところで使っていて、それで子どもたちも踊れたりとか、いい歌だと思い

ます。私はこれが品川区を代表する歌なのかなと思っていたのですけれども、それはそれでいいと思い

ます。１つの方法として、これいろいろなイベントで公表しているということで、来年もされるという

ことなのですが、これは１つの、本当に小さいことなのですけれども、品川区の代表に電話がかかりま

すよね。そのときの待ち時間のときに、この「品川音頭」を流したらどうでしょうか。そうすると品川

区の、これも大きな魅力になるのかなという思いがありますので、ぜひ検討していただきたいという要

望です。 

 それに関してのお考えと、それから庁舎機能でございますが、これは検討委員会、大体２４人ぐらい

ですか、ということでするということなのですが、これもそのようなやり方はやめてほしいです。学識

経験者はいいです。これは必要でしょう。だけれども、品川区役所というものは、品川区民４０万人の

皆様の財産になるわけです。そうしたら、より多くの区民の皆様方に知ってもらう。それから要望を聞

く。こちらから決めてしまったから、はい、これにするよということではなくて、区民の人たちからき

ちんと要求をもらうということ、先ほども、前の質問にもありました情報公開、どこまで情報公開する

のですかという話です。まっくろくろすけではいけないでしょう。品川区役所は、区民の皆様方が家主

です。税金でやるわけですから。そのようなことを考えるとするならば、徹底した情報公開をしていか

なければならないだろう。そして１３地域があるわけですから、少なくとも１３地域の中でそのような

意見交換をする場、意見を受け付ける場というものをつくっていかなければならないと思います。今の

お話だと、２４人集めて、そこで話をして、事務局のほうから案が出されて、はい、決まりました、パ

ブリックコメントをして意見いただきました、はい、これでやりますよ。これではちょっともったいな

いですね。品川区の区民の皆様方の貴重な財産になるわけですから、それをいかに自分たちの区役所だ

と思っていただく、これも１つのシティプロモーションの考え方だと思います。なので、そのやり方に

ついてのお考えをお聞きいたします。 

○木村広報広聴課長  はい、前段のシティプロモーションに関しますいろいろなご提案につきまして

は、いろいろちょっとこれからの活動の参考にさせていただきます。あと代表電話の待ち時間の音楽に

つきましても、ちょっと相談して考えてまいりたいと思っております。 

○立木経理課長  庁舎機能の検討のほうでございますけれども、委員の構成につきましては、会議体

としてやはりきちんと運営していかなければいけないという部分では、学識の経験者の方も、もちろん

一定程度入っていただくということは必要なことだと思っております。あと区民の皆様のご意見をどう

反映させていくかというところは、来年度その機能検討の業務の支援委託のほうもかける予定ですので、

そちらのほうの知見も入れながら、どういった形で意見を反映させていくのがいいのかということは、

これから慎重に検討してまいりたいと思っております。 

○西本委員  シティプロモーションについては、もう一度見直しを図ってもらいたいと思います。何

のためにやるのかということです。それで、今までやってきたことも検証して、本当に区民の人たちが、

これが品川区の魅力だよねと思っていただけるようなことになっているのかということは、再度見直し

を図っていただきたいと思います。せっかくのいいプロジェクトを組むわけですから、やはり区民の皆

様方が自発的に品川区を応援してくれるという、そしてこの町に住んでよかったと思っていただけるま



－68－ 

で、機運醸成も含めて、検討を再度お願いしたいと思います。 

 それから歌のほうは、「品川音頭」をよろしくお願いします。 

 それで庁舎の件ですけれども、今ＪＲの跡地の件もいろいろと交渉しておりますが、そこの情報公開

もあまり出てこないのです。どこまでどのような話になっているか出ていない中で、また庁舎の機能検

討をするということでは、私たちに何も知らされずに決まってしまうというようなことが、あまりにも

多過ぎる。庁舎だけではありません。いろいろなものに対して、区のほうは情報を本当に出していない。

やはり検討するための材料は、せめて区議会には必要だと思います。なので、これからはこの情報公開

については、庁舎に関しては区民の皆様方の財産だと思って、税金ですから。なので、少なくとも１３

地域に合わせて情報を、皆様の意見をいただくということの、そういう仕組みをぜひつくっていただき

たいと思います。 

○鈴木（真）委員長  次に、若林委員。 

○若林委員  １７３ページ、人権を考える冊子では、２０１９年、今年度、人権にかかわる意識調査

が行われ、先般の委員会でも、今取りまとめ中と、近々概要等をアップするというところで、この意識

調査の、いわゆる結果の概要について、端的にお話をご説明いただいて、来年度１万部作成する、新た

な人権を考える冊子への反映、または区からのそういったメッセージ性、これについてお考えをお聞き

したいと思います。 

 とともに、この人権啓発については、３差別法の中のヘイトスピーチ、それから部落差別、こういっ

た２つが該当すると思うのですが、これについてのインターネット上の現在の差別の書き込み、いわゆ

る人権侵害についての差別の書き込みの実態について、区の相談窓口があるのかどうかをお聞かせいた

だいて、もしあれば、どのような相談が区に寄せられているのか、これもお聞きしたいと思います。 

 続きまして１７１ページ、危機管理経費で、一昨日の委員会でも会派等からお聞きしましたけれども、

ちょっと判然としない部分がありますので、これは確認をさせてください。新型インフルエンザ対策と

してのマスクが６万枚、それから消毒液が１００本というように、来年度の予算で組まれております。

そこで現状備蓄品について、避難所、それから備蓄倉庫、または、あるいはといいますか、医療救護所、

その他というような備蓄が考えられると思うのですけれども、トータルとして、現状この備蓄がどう

なっているのかをもう１回確認をさせてください。また、そのうちといいますか、放出分が現在までど

れだけあったのか、数だけで結構ですので、お聞かせいただきたいと思います。 

 引き続いてこの部分については、新型インフルエンザ等対策本部条例に準じて、現在の感染症に対す

る対策本部が立ち上げられているというところを先日の委員会で確認させていただきましたので、この

施行規則の中で、部の分掌事務が明確になっております。そこで何点か、総務部は、職員の感染防止に

関することという事務分掌が明記をされておりますので、職員が感染したときの庁舎、また各施設、区

有施設ですね、こういったところの対応は、内容は結構です、決まっているのかどうかということを確

認させてください。もう１点、防災まちづくり部のほうでは、備蓄物資の提供に関することという項目

がありますので、このマスク、また消毒液等、この不足の調査を区の関係機関というのか、関係施設と

いうのか、関係法人、こういったところに、いわゆるマスクとか消毒液を必要としているところに調査

を積極的にかけていらっしゃるか。また、かけていらっしゃれば、いつごろ、どのような形でまとめら

れるのか、これについて確認をお願いいたします。 

○島袋人権啓発課長  人権にかかわる意識調査の件でございますが、ただいま報告書をまとめている

ところでございまして、報告書がまとまり次第、概要版等々をつくってまいる予定でございます。それ
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をもとに、来年度は人権を考える冊子を作成することにさせていただいております。また、こちら今ま

での人権教育啓発事業を推進する上での基礎資料として活用を図るための冊子化をするものでございま

して、今回、できましたら冊子から本文を引用しまして、ポスターあるいはパネル化をさせていただき

まして、さまざまな啓発活動に使ってまいりたいと考えているところでございます。 

 また、昨今のインターネット上での差別書き込みの件でございますけれども、まずネットモニタリン

グということはどのようなことかと申し上げますと、インターネットを定期的に観察・記録し、情報を

継続的に監視し続けること、また、差別発言を発見することということになってございます。区におき

ましては、今のところ区民の方あるいは地域の方から、そのような書き込みがあったという情報提供は

いただいておりません。モニタリングの件に関しましては、やはりいろいろと、まだまだ不安定な部分

がございまして、何が差別に当たるのかという基準設定がなされていないこと、また、その報告の様式

でございますが、取りまとめをどのようにしていくのか、そういった表現の自由に配慮し、慎重な判断

が必要だと考えているところでございます。サイトの提供者が差別への対処をしてきたかという、過去

のさまざまな自治体の検証もされていないというところもございます。また、やはり一番問題となると

ころは、法的拘束力がないというところだと考えておりまして、根拠や目的の明確化や判断基準の全国

統一化を望むところと考えているところでございます。 

○立川総務課長  備蓄の現状についてお答えいたします。 

 マスクにつきましては毎年６万枚調達いたしまして、一応５年分３０万枚の備蓄目標でやっていると

ころでございます。消毒液につきましては毎年１００本を調達いたしまして、こちらは３年サイクルで

入れ替えるということで、最大３００本の備蓄でございます。現状でございますが、１２月８日の在庫

数が３６万７,０００枚ございまして、それで現在、職員分、また医師会分に放出したものを除きまし

て、現在、先日１６万枚と申し上げましたが、マスクは１７万枚の在庫がございます。また消毒液につ

きましては、今年は２９０本から始まりまして、現在５２本の在庫がございます。 

○黒田人事課長  職員が新型コロナウイルスに感染した場合の対応でございますが、職員が居住して

いる区市町村を管轄する保健所から、就労を管轄する品川区の保健所のほうに連絡が来ますので、その

段階で必要な対応をとるということで、手順は決まっているものでございます。 

○立川総務課長  いわゆる防災課の備蓄でございますが、こちらは新型インフルエンザとはちょっと

区別しているところではございますけれども、今後の、いわゆるマスク、消毒液の不足状況を勘案いた

しまして、連携をとって対応していきたいというふうに考えております。 

○若林委員  人権のほうは、今日の段階でも概要をお聞きしたのですが、それはお答えできないとい

うことなのですね。という確認をさせていただきます。 

 今さまざま他自治体の部分、それから、全国で統一したその基準をというような、いわゆる願望を

持っているというところで、人権啓発、前もお聞きしましたけれども、４区の合同で連絡会、それから

同和相談担当の方の全国各地での研修等、年に何回か、そのような４区合同で話し合ったり、会議をし

たりという場面があると思いますので、いずれにしてもこれは品川区が先頭に立って、例えばインター

ネット上の問題について等、さらに研究、また検討を重ねていただきたいなというふうにお願いをして

おきます。 

 それから危機管理のほうは、そうしますと、防災のほうは今判明しませんというようなご答弁でした

けれども、判明しているのですか。これは防災課ではなくて、危機管理、もう既に２月３日から施行規

則等に準じて対策本部が立ち上がっているわけですから、積極的な調査についてのお答えもいただいて
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いませんので、もう１回答弁をお願いいたします。 

○立川総務課長  防災課所管のマスクの数につきましては、現在１１万６,０００枚でございまして、

手指の消毒液については、現在３,４８０本の備蓄をしているところでございます。 

○鈴木（真）委員長  次に、渡部委員。 

○渡部委員  ３点、人事のこと、国勢調査のこと、庁舎管理のことを聞いていくのですけれど

も、１７５ページ、人事課のところで、今、当然ですが、コロナウイルスで企業で、例えば知り合いの

会社だと出張禁止になったところがあったり、会議はもう禁止になってしまったところがあったり、外

部との接触を控えるようにというところもあったりするのと、休みを特別にとらせたりという体制があ

るのだけれども、品川区はそのようなこと、何か決め事はあるのでしょうかということが１点で、それ

ではどのように決まったのかということ。あと実際、今回学校がお休みになったりとか、さまざまな事

由でお休みをとらなければならなくなった職員の方というのが、今品川区はどれぐらいいるのか、また、

その辺の対応というものは対策会議で話し合われるのか、それとも人事課を含めた、いわゆる部内会議

のようなところで話し合われるのか、ちょっとその辺の体制をお聞かせください。 

○黒田人事課長  それでは、新型コロナウイルス感染症に関する職員の服務上の取り扱いについてお

答えいたします。 

 これにつきましては、３月２日に特別区の人事委員会のほうから、国のほうの通知を受けて、職員が

出勤が著しく困難であると認められる場合について、給与の減額を免除するというような人事委員会規

則を改正いたしまして、各区に通知しております。区といたしましても、この通知を受けて、３月４日

付で、人事課のほうから各所管のほうに、職員が新型コロナウイルスに感染した場合でありますとか、

新型コロナウイルスの感染症対策に伴い、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校等の臨時休業等々

の対応に関する服務について通知をしたところでございます。また、そのほかの行動の規制というもの

は特別行っておりませんが、各職員が現在の状況を鑑みまして、区職員、公務員としての意識を持った

行動をとるということは必要であるというふうに考えてございます。 

○渡部委員  どれぐらい休んでいるとか、そういうことはわからないのですね。休んでいる人はいな

いのか。これはまた、いれば教えてほしいのですけれども、わかりました。では、これは２３区横並び

といいましょうか、同一の体制で、３月４日の時点で人事課のほうからも流れているということなので、

では体制は整っているというふうに考えてよろしいでしょうか。 

○黒田人事課長  ３月４日に通知を発したばかりということで、まだどのぐらい、いわゆる事故欠勤

という取り扱いをしておりますが、人数のほうはまだ把握してないところでございます。基本的には総

務省のほうから各都道府県のほうに要請がありまして、対応をとっているということでございますので、

基本的に２３区、同様の対応をとっているということで、品川区も同じように対策をとっているという

ところでございます。 

○渡部委員  いろいろな事由で休まなければならない方も出てくると思いますし、いらっしゃる方は

本当にここが踏ん張りどころで、頑張っていただきたいのですけれども、そのような体制が整っている

ということなので安心をいたしました。 

 ２０７ページ、国勢調査のことを伺いたいと思うのですけれども、いよいよ国勢調査の年になります。

大きく聞きたいのはスケジュール感のところなのですが、どのような形で新年度進んでいくのか。国の

ほうから粗々、細かい仕様といいましょうか、流れは出てきているのか。例えば、今回予算書のほうに

は人数というものが出ていて、それは多分町会選出の人ですとか、あとマンションなどを回ってもらう
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人だとか、そういう方々が入っているのだと思うのですけれども、わかればその辺の内訳も、町会から

はどれぐらい出してもらうのですとか、１人当たり何人ぐらいですとか、細かいことがわかれば教えて

ほしいです。あとスケジュール的なところの中で教えてほしいということと、やはり一番気になるのは、

前回大きく変わって、５年前ですか、やりやすくなったのですけれども、ではその辺とまた、今年は何

ら変わりないのか。これから多分インターネットが増えていくと思うのです。書かれる方、記入してい

ただく方も。そのようなところの対応で、やはり前回と変わってくるというところがあれば教えてほし

いということと、たしか５年前だったか、大崎の別館などを使って何か処理に当たっていたのは、１０

年前でしたか、５年前でしたか。違いましたか。そのような別室のようなところをつくって、国勢調査

に伴う何かをやっていくのかとか、ひっくるめて教えてください。 

○川島地域活動課長  国勢調査に関しましてのお尋ねでございます。まず調査をするところですけれ

ども、前回に比べて２６４調査区増ということで、町会の方にもその分多くの地区を受け持っていただ

くということで、前回調査員、平成２７年度が１,９６９人の方に町会・自治会から選出していただい

たものでございますが、現状、今町会・自治会の皆様にも推薦依頼、３月末締め切りで出しておりまし

て、前回並み以上、ちょっと１００人、２００人ぐらい多く、２,１７０人ほどはお願いしたいという

ふうに考えているところでございます。１調査区が大体、ざっくりですが、４０から７０世帯持ってい

ただくということで、合計３,８４０調査区というような形の、今回の調査の概要になります。スケ

ジュール感ですが、８月ぐらいになりますと調査員の方の説明会が始まります。それで調査票、実際の

回収等は１０月１日から１０月７日までということで、さまざまな審査等が１１月ということで、こち

らは例年どおりでございます。大きく変わったところは、調査員の方の負担軽減などというようなとこ

ろになるのだと思いますが、こちら、今まで調査票にさまざまな記載事項、市町村コードや番号を手書

きで記入していただいていたのですけれども、今回印刷済みのものをお配りする予定でございます。そ

れから平成２７年度では、ちょっと手間がかかっていたところなのですけれども、今回インターネット

の回答用紙と、それから紙の調査票を一緒の封筒に入れて、同時に配っていいというような形になって

ございます。これらによりまして、大分調査員の方の負担は軽減になるのではないかというふうに見込

んでいるところでございます。 

 それからすみません。部屋のほう、別室は前々回から使って、国勢調査に臨んでいるというところで

ございます。 

○渡部委員  粗々わかったところなのですけれども、では町会からの選出は今ちょうどやってもらっ

ているところで、きっと各町会、大変な思いをしながら探しているのだなと思います。大体これは本当

に出てくるのは大変。報酬などは変わりないのですか。その辺もわかっていれば教えてほしいです。イ

ンターネットと紙が同時に配られるということで、多分インターネットでやられる方がまた前回以上に

相当増えていくと思うから、多分相当調査員の方の負担は軽減されるのかなと。だけれども、調査員の

方も、続けていただいている方も５年に一度だし、大体入れ替わったりもするので、意外と皆わからな

くて、始まったら始まったで私たちにも問い合わせなどが入ってくるのだと思うのですが、粗々そうい

うものが確定してくる、このようなことをこのようにやっていくのだということは、実はもう確定して

いるのですか。それとも８月の説明会まで、もう本当に細かい話というのは出てこないのかどうなのか。 

○川島地域活動課長  調査員の方の報酬が、まだ国から正式なものは示されておりませんが、前回１

調査区どのくらいかというところから、大体１調査区３万７,０００円程度だというように推測してい

るところでございます。それからいろいろな細かな部分の決めは、やはり説明会までにはしっかり決め
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ていくというようなところで、説明会では詳細も含めて全て説明させていただく予定でございます。 

○渡部委員  ５年に１回の大きな調査で、日本の国を動かすための基礎的な数字を出す調査ですので、

しっかりやっていただくことと、反面このお手伝いといいましょうか、携わっていただく方に丁寧なご

説明、対応をお願いしたいと思います。また詳細など決まりましたら、それぞれ区民委員会の中で報告

いただけるのかと思いますので、あわせてよろしくお願いいたします。 

 １７４ページの庁舎管理は、２点伺いたい。先ほど新庁舎の検討委員会の話があって、それとあと昨

日時間がなくなってしまって聞けなかったのですけれども、みずほ銀行のことを少し聞きたいのですが、

みずほ銀行が５月で窓口がなくなってしまって、区が仕事をしていく分には問題はないのですよという

話なのですけれども、これはやはり私たちといいましょうか、私たち議会として使ったりするときに窓

口なのです。お金をもらったりなど。だからかなりの、何ていうのでしょう、便利さがなくなってしま

う。それは大井町の駅前まで行けと言われればそれまでなのですけれども、例えばそこに１００万円と

か２００万円のお金を、場合によってはですが、会派の人数がいますから、出さなければいけないとき

にも行かなければいけないのだと。諦めるしかないのですけれども。例えば区民の方なども、ちょっと

した支払いなどを窓口でやらなければいけない。例えばですけれども、文化スポーツの関係でどこかの

グラウンドをとりましたと。何百円の振込書で銀行で払わなければいけなかったけれども、あれだって

キャッシュディスペンサーなどに入れたら機械壊れてしまいますから。それは窓口へ行って、４００円

とか８００円とかというのをやらなければいけないのが、ここにあったからすごく便利というようなイ

メージがあって、５月いっぱいまでは、それは不自由はないのだけれども、思い切って区内の事業者の

信用金庫などとプロポーザルでも、こういう話なのだけれどもということで、逆に入れ替えてもらって

も私はいいのではないかと思うのですけれどもいかがでしょうか。 

○齋藤会計管理者  みずほ銀行、２３区中、出張所という形式になっているのは品川区だけでござい

まして、品川区出張所はミニ支店という形で、いわゆる融資以外の仕事は全部できております。６

月２２日からは、みずほ銀行も出張所を置くのは東京都庁と大阪府庁しか置かないということになって

おりまして、全く公金の収納事務しか受け付けないということになっております。他の代替して、ほか

の金融機関に派出業務をお願いすることは、地方自治法上の決めがございましてできませんので、大変

ご不便をおかけいたしますけれども、大井町の支店のほうに行っていただいて、いわゆる銀行口座の出

入金はお願いしたいというところでございます。 

○渡部委員  はい、諦めます。ただ、いろいろな地方自治体などに行っても、確かにそれは別であっ

て、ただ役所のある周りに、銀行とか、農協とか、そういうものがあってお金が便利なのです。道１本

外れていけば、大体おろせたり。東京はそういうところではないのだろうけれども。大井町まで行きま

す。わかりました。 

 新庁舎です。機能検討委員会は、先ほどその人数などもお伺いして、承知をしまして、ただ、やはり

一世一代の建物が建つ、区民にとってすごく大切な建物が建って、これから何十年もそれと一緒に品川

区民が暮らしていくという建物が建つのですよね。検討委員会は、これはこれでいいと思うのです。決

定事項を決定して、このようにやっていこうと。だけれども、せっかくそれだけのものをつくるのだか

ら、やはりいろいろな人の意見は聞いてみたいというか、そういうものを、ただ何ていうのでしょう、

パブリックコメントでお寄せくださいなどではなくて、例えば教育委員会がいらっしゃいますけれども、

小学校、中学校の子どもたちに、宿題でもいいと思うのです。品川区が今区役所をつくり変えようとし

ています。どういうものが入ったらいいと思いますかとか、先ほど議会報告会の品川女子学院の話、こ
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んの委員も言っていたけれども、例えばそのようなところで宿題を与えて、こういうものがあったらい

いなというのがすごく私は、それは全部できるわけではないのですけれども、奇想天外な発想で意見も

出てきて、実はそれがいいのかななどと思っているし、今日はやめておきますが、私だって区役所がで

きたらこのようにしてほしいなと、多分議員だって皆さんそのようなことを思っていたりするのです。

何かそのようなものを拾える場というか、拾わなくていいのだけれども、話し合えてというか、学校な

どでも取り上げてほしいなと思うのですが、何か庁舎管理のほうで考え方はいかがですか。 

○立木経理課長  庁舎の機能検討の大きな柱としては、機能検討委員会ということでお話はさせてい

ただいているところでございますけれども、今、委員からご提案いただきました、例えばいろいろな部

署と連携しての意見の取り込み方とか、あとワーキンググループ的なものも、何かできるかというとこ

ろは、いろいろ検討させていただきたいと思っております。 

○渡部委員  今の区役所というのは用があるから来るのです。用を足しに来るのだけれども、ぜひこ

の一等地で、このような場所で、ちょっと区役所の中にあるほかのものに用があるから行きたいのだ、

あるいはどうせ区役所へ行くから、ではこの用もやっていこうというような魅力ある区役所になればい

いなとずっと思っていますので、よろしくお願いいたします。 

○鈴木（真）委員長  次に、本多委員。 

○本多委員  私からも２０７ページの国勢調査と、１８７ページの防犯設備維持管理費助成金、時間

があれば区政全般にわたり、区長杯という冠の取り扱いについて伺いたいと思います。 

 質問に入る前に、先ほどうちの会派の湯澤委員が取り上げましたシティプロモーション、著名人によ

る魅力発信、これはぜひこういったことを進めていただいて、私の思いは観光大使などに人材活用とい

うことをずっと言わせていただいておりました。それに一歩近づいたのかなと思います。これには観光

もそうですし、ふるさと納税の流出抑制もつながることですし、ちょっと意見だけ述べて質問に入りた

いと思います。 

 国勢調査につきましては、今渡部委員の質疑で流れがわかりまして、それで、これポスターを張って

てありますね。庁舎内に２,５２０人を集めるポスターがあって、２,５２０人を集めるのは物すごく大

変だなと思って、今の質疑で大体町会にお願いして集めるというのでわかったのですが、もしできたら

このポスターを、募集する２,５２０人を３月末までに集めるというポスターで、調査員の従事期間

が８月から１０月になっていて、ちょうどオリンピック・パラリンピックの年で、真夏にその作業は大

丈夫なのかなと少し心配をしました。そして今、ルームシェアなど、ライフスタイルも変わりつつある

中、オートロックでなかなか入れないとか、マンション等々、調査員の方の仕事の負担も増えてくると

思うので、その辺の、何か心遣いなどがあれば。 

 それと夏場について、オリンピック・パラリンピックの時期について、大体やる仕事自体が、いつま

でにやらなければいけないという、その辺を教えてください。 

○川島地域活動課長  まず国勢調査につきまして、集合住宅、マンション等への対策はどのようなこ

とをしているかということですが、まず大きなマンションにつきましては、そもそもそのマンションの

ほうでお一人調査員を、管理のところで出せないかどうかというような依頼等を出させていただいてお

ります。それから国のほうも、マンションの管理団体のほうに、もうあらかじめ協力依頼のほう出して

ございます。区も引き続き、そういった調査員をやってくれないかということのほかに、管理人室宛て

に、来年度７月ぐらいにポスター掲示、それからエントランスにあるインターホンの連続使用ですとか、

各世帯の連続訪問が可能になるように郵送でお願いしたりして、ご支援をしていきたいと思ってござい
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ます。 

 それから夏場のことということなのですが、これは確かに私どもも非常に心配しているところで、町

会の皆様にお願いする際には、そういったことも配慮をし、加味した上で、お元気な方をご推薦いただ

けるようにというようなことも言っているのですけれども、なかなかそれも難しいという声も聞いてお

りますので、ちょっと心苦しいところではあります。 

 それから、作業のスケジュール感です。こちら区へ調査票、実際に集めていただいて提出するという

のは１０月中旬ごろというようなことになっておりまして、そちら各区民集会所、地域センターのほう

に出していただくというような作業の流れになってございます。 

○本多委員  いろいろとご苦労が多いかと思いますが、よろしくお願いします。大きいマンションだ

と、よく宅急便なども、それぞれ各階に配るのが大変だといって、１人常駐するような宅急便の会社も

あるそうで、今聞いていて同じような工夫なのだなと思いました。 

 それでもう一つ聞きたいのが、今回国勢調査ということで、５年に一度で、ちょうど今年で１００年

目を迎える調査なのですけれども、総務省もいろいろ今回の調査で思うところがあるようで、例えば衆

議院の選挙区の区割りが変わるとか、何か総務省も今回のこの調査には物すごく力を入れていると聞い

たのですが、国や都とか、区の役割で、区からも何か意見を述べるものなのか、ただデータを出すだけ

なのか、その辺を教えてください。 

○川島地域活動課長  今回、委員が今おっしゃったとおり、西暦の末尾がゼロの年に実施する大規模

調査にも当たりますし、１００年目というところにもなるということで、世帯員に関する調査事項とい

うものが項目が増えると。在学、卒業等の教育状況と、それから就業、通学・就業地までの利用交通機

関というところの項目が増えるということですね。 

 それから意見のほうの申し入れというところでは、東京都等を通じまして、私どもも調査が終わりま

したらいろいろな意見、さまざまな問題が出たり、課題が出たところは申し入れているところでござい

ます。 

○本多委員  次の質問に行きます。 

 １８７ページの防犯設備維持管理費助成金なのですけれども、防犯カメラの精度へのチェックといい

ますか、当然犯罪の抑止力には効果が上がっていると思いますが、例えば区内で事故や事件などの解決

に向けて、車などのドライブレコーダーもそうですけれども、どのくらいの効果が上がっているのか。

これ防犯カメラというと、民生費でも土木費でも防犯カメラが計上されておりますけれども、全体の中

で、この品川区内の犯罪の抑止力のほかに、事故や事件の解決にどのくらい役立っているか、これは警

察のほうになりますので、個々のことは把握は不可能だと思いますが、こうした町の中にある防犯カメ

ラが、そうしたものに役立っているかどうかというところを、品川区内の事故件数、去年の令和元年１

年間だけを見ましても、発生件数７６７、負傷者８６２、死者が２という数字が上がっているのですけ

れども、これ当然全部検証は警察のほうだと思うのですが、この区内にある防犯カメラが抑止力では十

分効果が上がっていると思いますけれども、事故や事件性のもので、例えばひき逃げの事件などがあっ

て、警察がいろいろとご苦労いただいているのはわかりますが、品川区の予算でついた防犯カメラが、

町のそうしたものに貢献できているのか。もう本当に個々のことは把握は無理だと思うので、大体その

ような把握しているとか、していないとか、一部しているとか、何かその辺の概要を教えていただけれ

ばと思うのですが。 

○黛生活安全担当課長  品川区のほうで設置をさせていただいている防犯カメラの、どれぐらいの重
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要度があるかということでございますが、大変な重要度でございます。個々の事件を挙げるわけにはま

いりませんが、区内で発生している事件、事故、ほとんどにおいて防犯カメラの映像、今これの解析を

なくして捜査はできないというところにおいては、区内に限らず、どこの区でも同じ状況であります。

何をおいても防犯カメラの映像というところが、今大変重要になっております。 

 また、効果でございますが、例えば平成１４年でございますけれども、刑法犯認知件数が

約７,０００件ございました。その後、たくさん防犯カメラのほう整備していただきまして、令和元年、

昨年でございますが、これが２,４０３件ということで、実にほぼ３分の１にまで犯罪が減少している

ということで、これも防犯カメラの効果が大変高いというふうに認識をしているところでございます。 

○本多委員  引き続きよろしくお願いします。 

 最後に一言、区政全般に当たりまして、区長杯という冠の取り扱いに規制が出る、縮小というように

伺ったのです。スポーツや各文化の団体で、区長杯という冠が縮小になる。これちょっと残念だなと思

いました。例えば天皇賞とか、内閣総理大臣杯でも、スポーツだったり、文化だったり、国技の相撲

だったり、競馬、競艇もあります。東京都知事杯は最も多くて、スポーツのほかに企業との冠があった

りしますので、ぜひ縮小にならないようにお願いして終わります。 

○鈴木（真）委員長  次に、高橋しんじ委員。 

○高橋（し）委員  １６３ページの予算関係管理費、予算書、主要施策の成果報告書印刷等と、あ

と１６８ページ、情報化推進費全体についてです。 

 まず、こちらの予算書、主要施策の成果報告書などについてのお話です。何度かお伺いして、お願い

もしているのですが、区民の皆様にわかりやすい予算書をお願いしますという話をしてきました。会計

の仕組み等も大きく変わったりしていますが、非常にわかりやすくなっており、担当の皆さんのご努力

に感謝申し上げる次第です。ただ、わかりやすくなったことにより、目立つ部分も出てきました。これ

は以前もお尋ねした項目なのですが、公債費の財源部分、これは３８０ページ、歳入の減債基金繰入金

について、これは１３９ページですが、このそれぞれの性質が一般財源になっているというところであ

ります。平成２９年の予算特別委員会でもお尋ねして、ご説明いただいたのですが、どうしてもなかな

かすっきりと理解できない、もやもやしたものが残っているところで、改めてお尋ねしますのでよろし

くお願いします。 

 このときの財政課長のご答弁は、まとめますと、減債基金繰入金に関しましては、一般財源として使

うことができる、使途が制限されないということが国のほうで決まっておりますので、減債基金繰入金

の説明欄には何も書いていないということでございますというものでした。１３９ページの説明欄は空

欄になっています。 

 財政課の令和２年度歳入予算見積書の中で、減債基金繰入金は、平成１２年度事業分の減税補てん債

から、平成２１年度事業分の道路整備事業債等まで、合わせて４,７９０万円余が計上されています。

使い道が明らかになっています。例年このパターンです。 

 品川区減債基金条例の中の設置目的には、区債等の償還財源を確保し、将来にわたる財政の健全な運

営に資するため、品川区減債基金を設置するとしてあります。処分については、区長は当該区債等の償

還に充てるため、基金の全部または一部を処分することができるとあります。このような基金は、先ほ

どの状況から鑑みると、やはり特定目的の基金ではないかと思います。お伺いいたします。 

○品川財政課長  減債基金繰入金の件でございますが、基本的には特別区債の関係ですね。こういっ

たところの返済等に利用するという基金となってございまして、今年度も減債基金の繰入金として、４
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億８,０００万円ぐらいですね、ございまして、それについては、基本的には公債費のほうの支出に充

てているというものでございます。 

○高橋（し）委員  ということなので、特定目的、つまり一般財源ではなくて特定目的の財源であり、

特定財源になるのではないでしょうかということなのですけれども。 

○品川財政課長  目的というところに関しては、基本的には減債基金ということで、債権の返済に充

てるというものでございます。 

○高橋（し）委員  それで、予算書の中に一般財源という形の分類で提示されているというところで、

先ほど以前の財政課長さんのお話で、使途が制限されないということが国のほうで決まっているとある

のですが、そのときのご答弁の中に、国の決算統計等の区分になっているので、一般財源となっている。

その決算統計上の処理上の形で、こういった形で一般財源という表現、予算の見積書もそうで、そこに

も出てきているのですが、そう考えると区民の方が見たときに、先ほどの１３９ページなどは特に、こ

の基金の使い道として空欄になっているのですね、ここのところに、前からお話ししていますが、ほか

の基金のように、ほかの基金は特定財源というようなことのご答弁をいただいていますけれども、ここ

のところに、例えば減税補てん債へ、そちらに使途として書く、そのような形で特定財源扱いで書くこ

とで、何か支障が出てくるのでしょうか。 

○品川財政課長  予算書を見ていただければおわかりになるかと思うのですけれども、当然款として

は、１７款の繰入金ということでやってございます。この中で、基本的には減債基金の繰入金という形

で、使途のほうは、当然基金の目途としましては債権の返済という形で使ってございますので、法に当

たったそのままの処理の仕方をしていると、こういうものでございます。 

○高橋（し）委員  国や東京都のほうの統計上の取り扱いの中で一般財源として１回出して、それで

というような表現があるのですけれども、そのような形だとしても、この予算書のところに、その空欄

のところに減税補てん債の償還ということは書けないのですか。 

○品川財政課長  これは表記の仕方等につきましては、今後ちょっと工夫のほうはさせていただきた

いと、このように考えております。 

○高橋（し）委員  今、検討していただくということですけれども、やはり貴重な区民の方々のお金

を基金として積み上げていって、それを区の有効な政策として使っていく。それでそこに具体的に幾つ

か書いてあって、実はほか何事業というのも、特定財源のほうですが、できるだけ詳しく書いていただ

けると大変ありがたいと。要するに区民の方の目線からすれば、非常にわかりやすいと思いますので、

ぜひその点について、予算書のほうのほか何事業も含めて、できるだけスペースあるのですから書いて

いただけるとありがたいのですが、先ほどの減債基金のほうはそのように検討というお話があったので

すけれども、特定財源のほうはいかがでしょうか。 

○品川財政課長  予算書の表記につきましては、随時いろいろとこのような議会の場でも使いますの

で、見やすさとか、その表示の仕方などというものは、やはりわかりやすくするように、今後も努力し

てまいりたいと、このように思っております。 

○高橋（し）委員  ぜひよろしくお願いいたします。 

 それでは情報化推進費ですけれども、国のほうが都道府県に、官民データ活用推進計画を制定するよ

うにということで、都道府県はつくっています。東京都でも、もう義務化されてつくられていま

す。２３区もつくっているのですが、品川区についてはちょっとホームページで私は見つけられなかっ

たのですけれども、あれば、その中で令和２年はそういったＩＣＴ推進計画あるいは方針等の中で、ど
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のような段階にあるのでしょうか。なければ、どうして策定していないのか、お願いします。 

○山本情報推進課長  官民データ活用推進基本計画につきましては、都道府県は必須ということで、

市区町村レベルでは努力義務というところになっているところでございます。区としましては、現在策

定のほうはしていない状況でございます。 

 また、そのＩＣＴ戦略というところ、個別具体的なものは区では策定しておりませんで、新長期基本

計画の中におきまして大きな方向性を示して、毎年予算等を執行して計画を進めていくというところで

考えているところでございます。 

○高橋（し）委員  策定していないということで、長期基本計画の中にも、１０行ぐらいですか、そ

ういった関係が出ているのですが、２３区の中で策定していないのは、江東区と渋谷区と品川

区、２０１９年１０月現在ですけれども、ということですので、こういった情報化推進、大変たくさん

の政策をやられていて、進んだ政策もやられているので、ぜひ、それの整理と方向性を示すために、Ｉ

ＣＴ推進計画あるいは指針や方針など、いろいろ区で違うのですが、策定していくようにしていただき

たいのですけれども、もう一度その辺の確認をお願いいたします。 

○山本情報推進課長  個別のＩＣＴ戦略につきましては、確かに方向性を示すというところでは有益

な方法だとは思っておりますので、また少し検討させていただきたいと思っております。 

○高橋（し）委員  ぜひ大きな方向性と、区民の方々がＩＣＴ化に関して理解できるような、東京都

の計画すごくわかりやすいので、そういった形も見ながら、ぜひ策定していっていただきたいと思いま

す。 

○鈴木（真）委員長  次に、藤原委員。 

○藤原委員  １７１ページ、新年賀詞交歓会についてお伺いしますが、まず目的を改めて教えてくだ

さい。 

○立川総務課長  実施の目的でございますが、区のかかわりの深い地域団体、各種団体および区内官

公署等との親睦と連携を図り、あわせて新年を祝うために、毎年仕事初めの翌日に実施しているという

ものでございます。 

○藤原委員  出席者の方もその思いが強いと思うのです。懇親を深めて、またこの１年、区政一緒に

やっていこう、そのような思いが強いと思うのですが、私は出席をした方から過去に「これ、藤原君、

お祝い幾ら包んでいけばいいの」と言われました。「お祝いなんか要らないですよ。無料ですよ」「え

えっ、ただで飲食できるの」、いや、これ素直な発言ですけれども、だってそうですよね。２３区で、

確かに会費無料の、このような新年会形式というものはありますけれども、もうほかの自治

体、１,０００円とか、そのぐらい取っている自治体ありますよね。これ今後について、もうそろそろ

会費をいただいて懇親を深める、そのようにしていかないといけないと思うのですけれども、半年先ぐ

らいに決めていく、次はというのは厳しいと思うのですが、課長、これもう本当にそろそろ会費制にし

ていったほうがいいと思います。無料で飲み食いをしていただく、望んでいないですから、来ている方

は。私が知っている方は。ぜひその辺を明確な答弁をいただきたいと思います。 

○立川総務課長  今年の２月に２３区の調査がございまして、現在有料化をしている自治体につきま

しては、９区ございます。会費でございますが、１,０００円から、一番最高額では３,０００円という、

こういった実態がございます。会場等については、各区それぞれでございます。ただ、いわゆる実施規

模につきましては、やはり品川区と同じような規模のところが多いというところでございます。 

 いわゆる会費制の導入でございますが、きゅりあんでできるのが、あと来年の１月と再来年の１月
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の２回でございます。そのあとはきゅりあんが改修をしてしまいますので、そのタイミングでは、やは

り会場を変えなければならないというところもございます。そういった日程に合わせて、有料制の可否

について検討を進めていきたいというふうに、現在のところ考えているところでございます。 

○藤原委員  課長、いいきっかけができましたね。ちょっと前向きに考えていただきたいのと、あと

私も行かせていただいているのですけれども、コート・オーバー類が踊り場、踊り場でいいのですか、

入るところにありますが、今日の質問は、あそこにコートなどを置いていいのですかという質問ではあ

りません。あのコートなどをかけてくださっている方が、区の幹部職員の方なのです。私は、幹部職員

の方というのは課長職などの方なので、やはり自席に座っていただいて、課の指導とか、そういうもの

をしていていただきたいと思うのですけれども、何で幹部職員が、コート・オーバー等をかけていなく

てはいけないのですか。それ根拠というものはあるのですか。また改善の余地というものはあるのです

か。 

○立川総務課長  幹部職員が対応しているというのは、最大限おもてなしをしなければいけないとい

う、そういった観点から丁寧な対応をさせていただいているというふうに考えているところでございま

す。今後の改善ですけれども、今いただいたご意見も踏まえ、また従事する職員の意見も聞いて、方向

については決めていきたいなというふうに考えているところでございます。 

○藤原委員  区の職員の方は幹部の職員の方ではなくても、おもてなしという気持ちはあると思うの

で、本当に考えていい結果が出るようにしていただきたいと思います。 

 それでは次に１８５ページ、これ多分生活安全推進事業だと思うのですが、担当課長ありがとうござ

いました。私が決算特別委員会のときにわんわんパトロール、消極的な話をさせていただいて、これ、

どこの項目見てもわんわんパトロールがないもので、確認です。この事業は来年度はやらないというこ

とでいいのですね。 

○黛生活安全担当課長  本事業につきましては、来年度も継続して実施をさせていただく予定でござ

います。 

○藤原委員  品川区はいろいろな施策をやっていて、私は本当にすばらしいと思うし、否定している

のではないのです。でも、この間もお話ししましたけれども、皆さんも見ますか、犬の散歩をしている

方が、紺色のわんわんバッグを持っていますか。私はほとんど見ていません。だから、そのような質問

を議員としてさせていただいている。でも続けるというのは、投資対効果、金額の大きさではなくして、

それでもあれを続けていこうとすることがちょっとわからないのですけれども、そこをはっきり、根拠

等を含めて、今度はこのように変えていくなら変えていくとか、そのまま続けていくのだとか、ご意見

あると思うので、教えていただけますか。 

○黛生活安全担当課長  委員から前回決算特別委員会でご指摘をいただきましたことを踏まえまして、

もっと皆様に持ってもらえるような魅力的なデザイン、そして使いやすい形になるように専門家の方々

の意見を取り入れることとして、そのために予算のほうを少し上増しして計上させていただいていると

ころでございます。 

 なお、ここまで治安が大きく回復した要因は、先ほど申し上げました防犯カメラと、もう一つは皆様

方の自主的防犯活動の広がりであるというふうに認識をしております。これまで町会や自治会の皆様方

の献身的とも言える活動に支えられてまいりました。これをさらに維持をしていくという意味におきま

しても、地域の皆様ができることをできる範囲でしていただきながら、既存の活動の支えとなり、さら

には後継者が生まれる土壌、このようなものをつくるという意味においても、この裾野を広げるという
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意味において、本事業、ながら見守りというふうに総称しておりますが、これを進めてまいりたいとい

うふうに考えているところでございます。 

○藤原委員  私もこの事業といいますか、品川区として警視庁から来ていただいて、品川区は幹部職

員の方に来ていただく。その課長が、防犯カメラ等もある中で、この事業はやめられない。継続してい

くのだ。だから新しいデザインにしたのだと。そのようなお話をいただいたので、私もこれはきちんと

見ます。新しいデザインのわんわんバッグですか、どのようにというか、朝でも、昼でも、夕方でも、

夜でも、いいのですよね。犬の散歩をしている方が持つわけですから、見て、その効果をまた決算特別

委員会、また、来年の予算特別委員会などで、きちんとその辺は課長と問答していきたいと思いますの

で、そういう意味において、ここは注目している施策でございます。 

 次に１８７ページ、しながわ発見出会い事業。行政が出会いをバックアップしていく。とてもわくわ

くする事業ですね。何かわくわくしますね、出会いを行政がバックアップする。でも年齢３９歳までな

のですよね。その３９歳までにした根拠を伺いたい。というのは、私の近くの関係の方は４０歳になっ

てしまったと。申し込もうと思ったけれども、もう４０歳はだめなのだ。これ本当の話ですよ。何

で３９歳としたのか。超長寿社会ですよね。いつでも出会っていいではないですか。いつでもわくわく

したいではないですか。何で３９歳でとめてしまったのですか。 

○川島地域活動課長  出会い発見事業の年齢設定の上限のご質問でございます。こちら、今回イベン

トを実施する業者、こちら婚活イベント専門の業者になるのですけれども、出会い発見事業は出会い発

見事業でお願いしております。こちらは専門業者なのでいろいろ相談した上で、担当者ともいろいろ企

画を練ったというようなところなのですけれども、年齢設定、あまり年齢を上にしますと、女性の参加

者が減るということがあるそうでして、そういう傾向もあるということで、下限も、下も２５歳にした

のが、学生だとやはり結婚は意識しないだろうというようなところです。実際社会人になってから、結

婚を意識した方にしようなどということで２５歳から、それで上は、あまり上にしてもなかなか女性の

参加者が集まらないだろうというようなところもあって、ちょっとその年齢の設定にさせていただいた

というようなところで、実際、今回クリスマスパーティーのほうでは、男性、女性ほぼ同数の１０人程

度ずつ集まりまして、大変楽しい集いがあったというところでございます。 

○藤原委員  この事業に似たような事業が過去ありまして、私は言い続けてしまいました。公でやる

ことは公でやること、民でやることは民でやること。そして１回勤労者のほうに行って、また戻られて、

このような出会いという形になられた。私は今回反対していません、全然。いいではないですか。行政

が出会いをバックアップして。でも今の説明だったらよくわからない。いいじゃないですか。希望する

方、年齢制限しなくても。女性が減ってしまうと。男性の気持ちにもなりましょう。だってほかの自治

体を見ていたらあれですよ。４０代までいいとかありますよ。品川区の出会いで３９歳というのは低い

ほうです、制限しているのは。それと今までは、区としてこれに似た施策を前やっていたのですけれど

も、婚活ではありませんと言っていました。きちんと、答弁で。それと、ここも確認しておきたい。少

子化対策でもありませんと言っている、区として。そこの２点だけははっきりしていただきたいという

ことと、それと投資対効果ということを見て、きちんと数字で出てくるのですから。またこのことにつ

いて伺いますけれども、ちょっとがっかりしてしまった、女性が集まらないと言われてしまうと。だけ

れども、その辺の年齢のことなどを含めて、この数字で見て、私はもう少し幅を広げていただきたいと

いう気持ちがあるのですけれども、その辺についてはいかがでしょうか。 

○川島地域活動課長  区の事業、こちらの事業につきましては、あくまでも出会いの場を提供すると
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いうことで、最後のマッチングといいますか、カップル成立というところまではやっていないというよ

うなところでございます。それから少子化対策ということでは、当然少子化対策というわけではないと

いうことでございます。こちら、年２回ほどクリスマスパーティー、それから交流イベントということ

でウォークラリーをやるというような予定で、２回目のイベントを組んでいるところでございますが、

多くの参加者に楽しんでいただけるように、そしてよりよいイベント、出会いの場となるように、いろ

いろなご意見もあるとは思うのですけれども、それらも踏まえられるところを踏まえつつ、一生懸命よ

いイベントにしようというように私ども頑張ってまいりたいと思っておりますので、ご理解のほどよろ

しくお願いいたします。 

○藤原委員  今、課長の答弁を伺えば出会いなのですから、ますます年齢関係ないではないですか。

いいではないですか。出会いなのだからわくわくして。私はそう思います。だからこのようにして３９

歳までと決めてしまうと、４０歳になった方は、ああ、もう４０歳だとなってしまうのです。私に近い

人がそう言っているのですから、４０歳になってしまって。事実ですよ。 

○鈴木（真）委員長  次に、石田ちひろ委員。 

○石田（ち）委員  私は１７７ページの庁舎機能検討委員会について伺いたいと思います。 

 この間、代表質問でも、共産党はこの庁舎の建て替えの件を取り上げてきましたので、その答弁をも

とに、主にいろいろ聞いていきたいなと思うのですけれども、庁舎建て替えに向けて、公募区民や学識

経験者などを委員とする庁舎機能検討委員会がつくられて、議論が始められるということですが、答弁

のところでは、新庁舎の機能検討については、まず職員による横断的なプロジェクトチームにより、分

野ごとに必要な機能や望まれる機能について調査検討していくと。なので、この職員による横断的なプ

ロジェクトチームというのはどういうものなのか、もうチームがあるのか、いつ頃からそのチームでの

検討を始めるのか、伺いたいと思います。 

○立木経理課長  庁舎機能検討委員会の前段階といいますか、こちら外部の委員を入れたものになり

ますが、それとは別に庁舎の中、職員が中心になりまして、それぞれ分野別に機能検討を進めていこう

というところをやっているところでございます。具体的には分野を幾つか分けまして、それに関連する

課をグルーピングしまして、そちらの中でその機能ごとに検討を進めていって、それを集約して機能検

討委員会のほうにも、たたき台として提案させてもらおうというような意図でやるものでございます。

実際にはグルーピングのほうが、もう既にこのような形でというものはできておりまして、実際にこれ

から、まだ具体的な検討までは進んでおりませんが、これから検討を進めていくという段階でございま

す。 

○石田（ち）委員  課でグルーピングしていくということですけれども、大体どれぐらいの数のグ

ループがあるのか伺いたいということと、あと、今言われたように、そのグループ、チームで検討した

ものがたたき台になるということなのですが、やはりこのたたき台に区民の声も入っていないと、

ちょっと充実した検討というようにならないのではないかなと思うのですけれども、なので私たちは、

こうした現庁舎の課題や新庁舎に求められる機能については、区民の要望を聞くための区民アンケート

や、各地域での区民説明会の実施をしていただきたいというふうに求めたのです。先ほどから他の委員

からも、多様な委員を入れてほしいとか、やはり区民の意見を反映させるべきだということが挙げられ

ていますけれども、ぜひここに区民アンケートや各地域での区民説明会などで区民の声を集めていただ

いて、それも含めて庁舎機能検討委員会にかけるべきではないかなと思うのですが、いかがでしょうか。 

○立木経理課長  今私申し上げたのは庁内検討チームということで、大体今考えているのは１０分野
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ぐらいに分けているところです。これはやはり行政の視点というところももちろん大事になってくるの

で、そういった部分をやるというところになります。今日何度か答弁させていただいている中では、や

はり区民の方の意見というものはしっかり取り入れなければいけないというところがありますので、庁

内の検討は庁内の検討で、あと、そのほかどのような形で意見を取り入れさせてもらえるかというとこ

ろは、これはまた検討をしながら進めていきたいなというふうに考えております。 

○石田（ち）委員  代表質問の答弁でも、この情報の公開や区民要望の把握の手法については、他自

治体の事例や、業務支援を受け持つ委託業者のノウハウを活用しながら検討するというふうに答えられ

ていて、先ほどもコンサルというような答弁もありましたけれども、こうした業務支援を受け持つ委託

業者というのは、もう大方目星はついているのか、決まっているのかということと、あとこの他の自治

体の事例というものは、どこの自治体を考えているのでしょうか。代表質問でも言わせていただきまし

たけれども、渋谷区や豊島区は、区民への情報公開も要望把握もせずに、大企業のもうけ優先に庁舎建

て替えをした自治体ですので、こうした事例は参考にすべきではないと思いますし、そして、世田谷区

のような情報公開や住民参加を徹底した、そうした区を参考に、区民の要望を把握するということを進

めていただきたいと思うのですけれども、いかがでしょうか。 

○立木経理課長  業務支援をやっていただく事業者の決定に関しましては、プロポーザル方式で決定

をする予定でございまして、２月２８日にホームページ等で公開をしております。今日まで募集という

ことで、やっているところでございます。今後プロポーザルの手順を経て決定するということになって

おります。 

 それからあと、他自治体の事例というところでは、いろいろ事例はある中で、総合的に見て参考にさ

せてもらうということで、特段どこということではなく、さまざまなところのやり方を研究していると

いうところでございます。 

○石田（ち）委員  そうすると、その業務支援を受け持つ委託業者というのが、プロポーザルで今日

まで募集しているということですけれども、この業者は区民の声を把握するための役割でプロポーザル

をしているということでしょうか。 

○立木経理課長  今回のプロポーザルのほうの公告においては、業務内容としましては庁舎機能検討

の総括、委員会の運営支援、庁内のプロジェクトチームの支援、事業手法・スケジュールの検討、それ

から必要な業務ということで入っておりますので、そうした中で、やはりこういったコンサル的なこと

をやった実績があるということを１つ条件にしておりますので、そういったノウハウを品川のほうにも

適用してもらって、どのような形で進めるのがいいのかということも含めて、事業支援ということでお

願いするものでございます。 

○石田（ち）委員  ぜひ区民の声を把握する、ここを大きく進めていただきたいなと思いますし、住

民参加、情報公開を徹底していただきたいなと思います。なので、この庁舎機能検討委員会を公開で進

めていただきたいなと思っているのですけれども、代表質問の答弁では、他の計画策定委員会等を参考

にしていくということだったのですが、今はほぼ、そのような策定委員会も公開されていると思うので

す。私たちは区民にかかわる計画の策定は当然公開されるべきだし、説明すべきと考えていますけれど

も、区も長きにわたってまちのシンボルとして区民に愛されるような庁舎をというように言われていま

すので、当然公開されるべきと思っているのですが、そこはどのようにお考えでしょうか。あと、この

検討委員会はいつごろから始まる予定でしょうか。伺います。 

○立木経理課長  こちらに関しましては、定例会での質問の答弁にあるとおりでございまして、他の
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検討委員会等の状況を見ながらということになろうかと思いますけれども、基本的には公開の方向でと

いうところでは考えているところでございます。実際にいつスタートするかというところでございます

けれども、予定としては５月の下旬から６月ぐらいにかけてスタートできればというところで準備を進

めているところでございます。 

○石田（ち）委員  基本的には公開ということで、ぜひその方向で進めていただきたいと思いますし、

区民の声の把握のほうも、ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

 それから９９％黒塗り非公開、この庁舎検討報告書について伺いたいのですけれども、２００４年か

ら１６年間かけて、この検討委託費に税金を３億円かけて検討してきているわけですが、委託目的、委

託内容、現庁舎の課題、新庁舎の必要性等々、ことごとく黒塗りです。なぜここまで隠さなければいけ

ないのかという問いに、共同検討者であるＪＲ東日本の社外秘の情報として、一般に公開すると企業の

運営に影響を及ぼす可能性がある内容や検討の熟度が低く、区民の意見を諮る案として未整理の情報等

が混在していると、このようなことで答弁されたわけですけれども、私たちがずっと伺っているのは、

委託目的や内容、現庁舎の課題や新庁舎の基本条件についてを伺っていて、ここのどの辺にＪＲの社外

秘になるような情報があるのでしょうかということを伺っていたのです。また、検討の熟度が低いとい

うものは何だろうなと思ったのですけれども、区民の税金を使って大手企業を相手に検討委託している

わけですから、見せられないほど熟度が低いということはあり得るのでしょうかと思いました。私はこ

れ、検討の熟度が低いということはもうごまかしの言葉でしかないなというふうに感じたのですけれど

も、これはもう公開できない理由になっていないと思うのです。なぜ公開できないのか、伺いたいと思

います。 

○立木経理課長  申しわけございません。こちらの検討委託に関しましては、広町のまちづくりの中

での検討委託の１つでございまして、ちょっと経理課では所管しておりませんので、経理課のほうから

のお答えはできません。 

○石田（ち）委員  けれども代表質問の答弁では、総務部長が答えられているのです。ですので、私

はもうここで聞いていいのだと思って聞いたのですけれども、その辺も答えられる、共有しているはず

ですし、この情報公開、こうした庁舎の課題などが黒塗りになっている。また、検討の委託の目的や内

容が黒塗りになっている、この情報公開の通知書を見ても、総務部長が決裁というのですか、判こを押

しているわけです。ですので、その所管で答えられるのではないかなと思うのですけれども、いかがで

しょうか。 

○立木経理課長  実際こちらのほうの公開決定、先ほど少し情報公開の部分のお話もございましたが、

部長というところが決定権者ということになっておりますので、その理由につきまして、経理課長のほ

うからご答弁するところは差し控えさせていただきたいと思います。 

○石田（ち）委員  広町地区のまちづくりと、庁舎建て替え計画が一体なっているわけです。そのた

めに、このＪＲ東日本の社外秘がどうのとか、そういうことが入ってきて公開できないというように

なっているわけですけれども、広町のまちづくりも、庁舎の建て替えも、区民のためのものではないで

しょうか。区民の暮らしやすいまちや、利用しやすい庁舎をつくっていくと、そういうもとで検討をさ

れているわけですから、これ所管が違うから答えられませんということではなくて、そこは共有されて

いるところなのではないでしょうか。そして、代表質問でも総務部長が答弁をしているので、そこは答

えられるところなのではないでしょうか。伺います。 

○鈴木（真）委員長  石田ちひろ委員に申し上げます。款別ということで当初からお願いをしており
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ます。経理課のほうでは答えられないということですので、質問を変えていただけませんでしょうか。 

○石田（ち）委員  わかりました。ここは所管のほうに伺いたい、聞いていこうと思います。 

 ですので、このような黒塗りの非公開の報告書を公開できるときというのはあるのかということも、

これは所管が違うのですか。そうですか。ぜひ住民参加、そして情報公開を徹底して、区民の声を反映

した庁舎建て替えにしていただきたいですし、その理念、そして基本方針を、この庁舎機能検討委員会

でぜひともつくっていただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。 

○立木経理課長  庁舎機能検討委員会のほうで、しっかり庁舎の機能の検討のほうは進めさせていた

だきたいと考えております。 

○鈴木（真）委員長  次に、たけうち委員。 

○たけうち委員  １６３ページのしながわテレビ・プッシュ普及促進経費、それから同じく基金積立

金、それから１９７ページのオリンピック・パラリンピック開催周知事業について伺います。 

 しながわテレビ・プッシュなのですけれども、今年度に比べて予算額が約半分ぐらいになっていると

いうことで、なかなか加入が促進されていないのかなと思うのですが、まず今年度の今のところの加入

実績と、また予算が半減している理由について教えてください。 

 それから基金積立金については、ここに出ていますけれども、今回文化スポーツ振興基金が、新年

度８億円繰り入れて、オリンピック・パラリンピックの年ということでいろいろスポーツ振興、文化振

興をやっていただいていると思うのですが、残高が１,０００万円ぐらいになってしまっているのです。

その中でここに積み立てをしていないのですけれども、今後のこの文化スポーツ振興基金についての予

定や方向性について教えてください。 

 それからオリンピック・パラリンピックについては、先日オリンピック・パラリンピック推進特別委

員会でご紹介があったということですが、また事項別明細書にも細かくチケットの枚数等が出ています

けれども、品川区へのチケット、これ品川区がお金を出して買うことになるのですが、かなりの枚数が

優先的に割り当てられていますけれども、これについての説明をお願いしたいと思います。 

○柏原企画調整課長  テレビ・プッシュに関するご質問でございます。今年度の現段階での実績でご

ざいまして、現段階で加入の件数が３５１件ということで、当初予定しておりますのが９００件でござ

いますので、件数としてはちょっと伸び悩みがあるということとあわせて、キャンセル、解約をされる

方も最近出てきてございまして、そういった状況を見まして、来年度予算につきましては、その実績を

見ながら予算を計上させていただいているという状況でございます。 

○品川財政課長  文化スポーツ振興基金の今後なのですけれども、確かにオリンピックの関係でとい

うところで設置しているというところも要素としてはあるのですが、基本的に趣旨としましては、やは

りスポーツ活動の振興それから環境整備の財源等に充てる基金となっておりますので、この辺の金額の

積み方につきましては、また今後考えていきたいと思います。それから、やはりオリンピック後のレガ

シーというところもありますので、そういった要素も検討しながら、ちょっと考えていきたいと、この

ように思っております。 

○辻オリンピック・パラリンピック準備課長  大会の観戦のチケットについてのご質問でございます。

個人で買う以外に開催自治体向けのチケットというものを購入する機会がございます。品川区としまし

ては、応援している競技、ホッケー、ビーチバレー、それからブラインドサッカーを中心に希望を出し

ているところでございまして、その予算のほうを計上しているところでございます。 

○たけうち委員  テレビ・プッシュなのですけども、今土砂災害の危険地域等については３分の２の
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補助が出ているという中で、一方で、これは防災課のほうのお答えは要らないのですが、防災課のほう

で同じ地域を対象にしまして、緊急情報の避難情報緊急通知コールというものをやっていると。それで

これは電話とメールでお知らせする、またテレビ・プッシュのほうは、テレビが自動でついてお知らせ

するという、似たような内容になっているわけですけれども、そうした中で今、加入促進は多分ケーブ

ルテレビの職員のみがやっているのではないかと思うのですが、こことの連携をした加入促進というも

のを今後検討されたらどうかなと思うのですけれども、それについてお考えをお聞かせください。 

 それから基金の積立金については、もちろんオリンピック・パラリンピックで終わるわけではないと

思いますので、文化もありますし、そういう面ではもう少し積み立てされるのかなと思ったら積み立て

がなくて、残高が１,０００万円ぐらいになっていますので、今後検討されるということなので、しっ

かり積み立てていただいて、今後もレガシーも含めてしっかり取り組んでいただきたいと思いますが、

それについてお聞かせください。 

 それからオリ・パラのほうのチケットについては、この事項別明細書のほうにはかなり細かく、ホッ

ケー２５０枚とか、ビーチバレー２５０枚とか、車椅子ラグビーが非常に多くて１,３１５枚とか、い

ろいろな競技が具体的に予算立てされているのですけれども、そうするとこの枚数が、今もう打診とし

て来ていて、これを区民に公募されるのかわからないのですが、もうそのようなスケジュールになって

いるということの理解でいいのかどうか、教えてください。 

○柏原企画調整課長  テレビ・プッシュのＰＲ、周知の件でございます。防災課のほうでやっていま

す緊急情報、緊急通知のコールですね、こちらのほうとあわせてというお話でございます。相乗効果と

いう意味では、一定程度の効果を期待ということはできるだろうというところで、検討はさせていただ

きたいと思いますが、一方で先ほど申し上げたテレビ・プッシュのほうが、解約の件数がちょっと最近

出始めているというところがありまして、このテレビ・プッシュのありようというものもきちんと考え

なければいけない時期であろうという問題意識も持っておりますので、ちょっとそことあわせながら検

討させていただければと思います。 

○品川財政課長  文化スポーツ振興基金でございますけれども、ちょっと答弁重なりますが、今後の

オリンピック・パラリンピック後のレガシーと、それから文化関係のほうですね。今文化プログラム等

も進めているところでございますので、こういったところに活用できるような形で検討していきたいと、

このように思っております。 

○辻オリンピック・パラリンピック準備課長  チケットとして事項別明細書に載ってございます、ま

ず３競技に関しましては、一般区民向け、その他の、今委員おっしゃいました車椅子ラグビー等は、公

立保育園、私立保育園ですね。教育機関以外の年長児向けのチケットの要望をとりまして、そこを一括

して載せてございます。 

○たけうち委員  テレビ・プッシュについてはぜひ、事業としてはいい事業なのかなと思っているの

ですけれども、いろいろ含めて検討いただきたいと思います。 

 また、積み立てについてもわかりました。 

 オリ・パラについては、そうすると区民に対してこれから公募等を行っていかれるのかと思いますけ

れども、そのスケジュールと、また、例えば既に自分で申し込んでチケット購入されている方もいらっ

しゃると思うのですが、そうした方についても、いわゆる資格ですね、公募できる資格、その辺のとこ

ろをお知らせいただきたいということと、あといろいろな、ホッケー教室ですとか、ブラインドサッ

カーとか、いろいろなところでこれまで機運醸成にかかわっていただいた関係者の方で、当然そのよう
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なところからチケットが回ってくる方はいいのですけれども、そうではない方にも何かこう、どれくら

いいらっしゃるかわからないのですが、少し配慮できないのかななどと思っているのですけれども、そ

の辺の考え方を教えてください。 

○辻オリンピック・パラリンピック準備課長  一般向けのチケットに関しましては、スケジュール等

もこれからというところで、まだ未定でございます。今までいろいろかかわってくださった方がいらっ

しゃると思うのですが、そのような方にどのように配慮するかなどということもこれからということで

ございます。 

 それと、ご自分でもうチケットを持っている方は応募できないのかと、そういうような区別はするつ

もりはございませんので、一般に広く募集はかけたいと思っております。 

○たけうち委員  本当に楽しみに、今いろいろな、このようなコロナウイルスの関係で心配な部分も

ありますけれども、開催されると信じて、なかなかチケットも、我々もそうですが、応募してもなかな

かとれないという方もいる中で、本当に貴重なものなので、ぜひ公平感を持って、そのような形で取り

組んで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。要望で終わります。 

○鈴木（真）委員長  次に、大沢委員。 

○大沢委員  １８１ページの町会と１８５ページの生活安全について伺います。 

 先ほど本多委員の質疑の中で、私これについては意見を交えるつもりは毛頭ありませんけれども、先

ほど課長の中で防犯カメラについて、力強い犯罪の抑止力になるというお話がありました。いろいろな

部分で使用するにおいてのさまざまな規則の上で、これは使用しているということではあります。そし

て区民の方の安心、そして安全について、大きな寄与をしているということは十分承知はしております

けれども、カメラは防犯と、裏を返せば監視という２つの単語がつくかと思うのですが、これについて

は課長は警視庁からいらしているということですので、個人的なご見解でも構わないのですけれども、

そこの部分について、このカメラについてどのようにお考えになられているのか、私は伺わせていただ

きたいと思います。 

○黛生活安全担当課長  防犯カメラでございますが、先ほどの答弁の繰り返しになって大変恐縮でご

ざいますけれども、１つやはり、犯罪の捜査、それから犯罪の抑止というところの面で、警察のほうで

大変今、有力なものとして考えているところでございます。もはや防犯カメラの映像の解析なくしては、

捜査は成り立たないというところまで来ているというふうに伺ったこともあります。また、その際、冒

頭に委員のほうからご心配がありました、その監視というところで、区民の方々に心配をかけているの

ではないかというところの点でございますが、まさにその意味におきまして、行政が映像を管理するの

ではなく、地域の皆様方が、皆様方の中で規約のほうを定めていただきまして、管理をしていただいて

いるという、このシステムのほうが大変有効に機能しているというふうに考えております。このために、

最近では監視されているというような声があまり聞かれなくなっているなというふうに認識をしている

ところでございます。 

○大沢委員  それでは１８１ページのほうの町会に行きます。かつて団塊の世代の地域デビューとい

うような事業が区ではありました。今、団塊の世代、７０ちょっと過ぎぐらいだとは思うのですけれど

も、この中で先ほど町会の役員の高齢化というお話が出ました。しかしながら、団塊の世代の方たちの

姿が、この町会の役員さんの中をちょっとかいま見ても、少ないように私は感じるのですけれども、担

当の課長としてどのようにお感じになられているのか教えてください。 

○川島地域活動課長  町会の方それから自治会の役員の方からのお話を聞いておりますと、なかなか
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役員をやっていただける方がいない。それからなかなかやめられない。高齢化が進んでいるというお話

はよく聞くところでございますが、もしかしますと、今委員が言ったようなところで、その地域に潜在

的に、まだまだ元気で能力のある方でそういう活動ができる方がいらっしゃるのではないかと、そのよ

うなことも推察できるという認識を持ったところでございます。 

○大沢委員  団塊の世代の方はどこへ行ってしまったのですか。それをちょっと私疑問に思って、課

長とこの場でお話ができればと思って質問させていただいているのですけれども、団塊の世代の特徴と

いうのは、今、むしろ地域に回帰するというよりは、趣味に興じていたりなどという、そういうような

傾向が強い。それで、かつて品川区の中でも団塊の世代地域デビューというような事業がありましたけ

れども、そこのところ、この事業は加味をしながら行われていたのか、加味をしているのであれば、団

塊の世代、今既に７０幾つですから、十分に町会の活動に参画をしてもいいような年代、年ごろ、時間

的にも余裕があるのですが、少ないように思う。そこのところはどのように仕掛けていかれるのか、教

えてください。 

○川島地域活動課長  もしかしますと、まだまだ就労されている方も多いかもしれませんし、今委員

がおっしゃるとおり、そういう方たちをターゲットにして、加入促進をするですとか、役員のなり手と

いうものを集めるというのも１つの策ではないかというふうに考えてございます。 

○大沢委員  では、団塊の世代の地域デビュー、あの事業は今どのように行われているのか、現状を

お知らせください。 

○川島地域活動課長  ちょっとその事業について、もしかすると高齢者の生きがい対策というような

形で行われていたものではないかと思っているところでございますが、やはりいろいろこう余裕があっ

て、やる気があってというような方、しかも元気でということであれば、ぜひとも町会、自治会活動に

参画していただければ、私どもも大変ありがたいなと思っておりますので、そのような認識でございま

す。 

○大沢委員  この中で、やはり団塊の世代を徹底的に研究しなければいけないとは思うのです。やは

り団塊の世代、団塊ということ、ある作家の命名にもよりますけれども、少なくとも団塊ということに

ついては、やはり特筆すべき人口のボリュームゾーンであり、日本の中では特別な位置を占めている世

代だと思いますので、そこのところの研究をしていただきたいと思いますし、かつて『カミングホー

ム』という映画がありました。これは６５歳で定年退職をされて、今でいう新興住宅地に戻ってきたら、

自分が育ったところが、新興住宅ですから活気のあったところが、定年を迎えて行ったら高齢化を迎え

ていたという、そのような映画がありました。高田純次さんが主演でやったのですけれども、そのよう

にならないためにも、やはり団塊の世代の方たちのニーズというか、そこをもう一度把握して、やはり

この事業というか、仮に別のところに事業が組み込まれたのであれば、そこのところを研究していく必

要があると思うのですけれども、いかがお考えになりますでしょうか。 

○川島地域活動課長  今おっしゃったとおり、ボリュームゾーンということでたくさんの方がいらっ

しゃるというようなところです。そちらを町会、自治会の活性化に向けてターゲットにするというのは、

非常にすばらしいアイデアだと思っておりますので、身の回りにも団塊の世代の方がいっぱいおります

ので、そういった方が、どのようなものに興味があるのかとか、どのような行動パターンがあるのかと、

そういうことも注意深く見守りながら、今後の施策の参考にさせていただければと思います。 

○大沢委員  先ほど課長のお言葉の中で、お元気な方というのは、お元気な高齢者の方、高齢者のと

いうことだと思うのですけれども、やはり地域というものは、私は思うのですが、高齢者が支える地域
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ではなくて、高齢者を支える地域でなければいけないと思っております。なので、比較的元気な方につ

いては、十分にそこのところ、年代の分析をしていただいて、その方たちの掘り起こしをぜひともして

いただきたいと思います。 

○鈴木（真）委員長  次に、石田秀男委員。 

○石田（秀）委員  私は１８３ページ、大使館ほか交流事業経費でもないかもしれないけれど

も、１８９ページの観光フェアなのかということはわからないのですが、ターゲットを１つの国に絞っ

たナショナルイベントのようなことという話をさせていただきたいと思います。それから１９５ページ

のスポーツ推進の話をしていきたいと思っております。 

 一昨日は法人住民税、ふるさと納税、区長もこれはいろいろな形で変わってきて、１００何億円違っ

てくるのだと。それから昨日私は都市計画交付金の話や地方消費税の配分割合の変更があってというこ

とで、これ多分１０億円ぐらいずつ違っているのだろうと思っておりますけれども、このようにして大

きな金が入ってこない。だけれども今度、私が今日聞きたいのは、品川区がこれは意図して仕掛けてい

けば、何かしらこのようなことができるのだろう。それはオリンピック・パラリンピックの後のレガ

シーにもつながっていく。だけれども、仕掛けて大変だと思うが、仕掛けるということ、それが大切だ

ろうというような話をしたいなと思っております。 

 １つはスポーツ推進のほうで、日本財団が今パラアリーナをやっております。２０２１年秋までとい

うことで、もうこれは発表されて、それはもう必ず違う形のものにしていくという話がある。だけれど

も、例えば車椅子ラグビーだとか、バスケットだとか、いろいろ障害者の方々が、いろいろな活用をし

ていて、聖地のような感じにもなっていることは事実。これを、やはりそのような団体の方とも、今品

川区にあるのであれば、我々の会派からも、これは残してほしいという形を、品川に誘致してほしい、

このようなことも話をしてきました。それであるならば、それをどこかのところで、再度その後建てて

もらえないか。日本財団はお金があるのは事実なので、そのようなところで日本財団とパラアリーナを

残すような形の話を、ぜひそういう形の動きをかけていただいて、あそこはもうだめなのだから、そう

ではないところの動きをかけていただきたいということが１つです。 

 それからもう一つは、第８次港湾計画が今ある。その中で、オリンピックがあったからスポーツ都市

東京の実現ということでいろいろやってきて、その中で品川はホッケーということが１つあるわけだけ

れども、これはぜひ考えていただきたいのは、品川埠頭や大井埠頭は、今、違った意味の港湾計画の中

のコンテナヤードを強化しなければいけないという位置づけがある。だけれども、あそこは品川区なの

です。それであるならば、あそこの部分の一部、例えば海を返して運動でもいいではないですか。少し

海を返してほしいと。青空球場だって３面あったものを全部コンテナヤードです。だけれども改めて、

もう１回品川の海を返してほしい、このような形の仕掛けをしていって、何かしらの形のレガシー、ス

ポーツ施設をつくっていく。あそこは広大な土地があるわけです。だけれども、しっかり国も指定して

いるけれども、東京都も指定をしてやっている。だからそういうところにアプローチをかけてほしいな

ということが１つです。 

 それから先ほどの大使館や観光フェアの話は、品川にも大使館や領事館があります。友好都市のとこ

ろもある。よくよく考えてみると、例えばミャンマー祭りというのは、増上寺で第６回目が昨年行われ

て、これは２日間で６万人ぐらい来ている。これ調べていくと、タイもやっていって、これは代々木公

園、インドネシアも代々木公園、ブラジルも代々木公園、ニュージーランドは六本木ヒルズ、スイスは、

東京の場合はやっていなくて福島のようで、東京は大使公邸でスイスクラブというものをつくっていて
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やっている。ペルーなどはそうでもないなと。そう考えると、品川区でもいろいろな大使館フェアのよ

うなものをやっているけれども、あれはお客さんの層が違うわけで、そうではなくその１つの国にター

ゲットを絞って、そこのフェアをやっていく。これは不法滞在の人の話というものもあるから、行政側

がどうしても強くいけないということもあって、友好都市でも、国際友好協会みたいなところが主に

なってやっているけれども、これはやはり行政もひとつ一緒になって仕掛けていく部分は必ずあるので、

このようなことも考えてほしいなと思うのですけれども、この辺のところの考え方も教えてください。 

○中元スポーツ推進課長  まず２点、大きな宿題をいただいたと思っています。パラアリーナの区内

へのぜひ誘致というところ、私もパラアリーナ、実際に行って見てきたことがございます。確かにすば

らしい配慮された競技施設だと思っています。ただ、確かにあの広大な広さもありますので、区内で、

今のこの都心の品川区の中で、適地がありましたらぜひ、またそれに向けて、日本財団の方々とも今後

少しお話をしていければと思っています。 

 また、もう１件のコンテナヤードの大きな土地のことですが、本当に委員おっしゃるように、あそこ

は広い土地がございます。ただ、土地の持ち主、国や都が管理している部分がございますので、本当に

大きな大きな課題かなと思っています。ただ、区といたしましても、今後オリンピック・パラリンピッ

クのレガシーとして、そのようなところをもし適地が確保できましたら、スポーツの施設をつくってい

くということは今後の課題として受けとめ、また研究、検討していきたいと考えているところでござい

ます。 

○遠藤協働・国際担当課長  各大使館のお祭り、イベントを区内でというところでございます。なか

なか、どうしても代々木公園など大きな敷地のところでやられていると。こちらもそのイベントにご招

待などもいただいているので、実際に見ているところでございますけれども、私どもとしては各大使館

等の集まりで、連絡会等もやらせていただいているときに、区ではこういう施設がありますので、ぜひ

ご活用くださいというような話もさせていただいているところでございますが、なかなかちょっと現状

では厳しいと。急なイベントなどでお使いいただくところはあるのですけれども、引き続きこのような

形で情報の提供をしていきたいと思っております。 

○石田（秀）委員  フェアの件から言います。せっかく品川区も水辺を活用しようというのであれば、

今、運河まつりもいろいろやって、花火も上がったけれども、運河全部を使ってアートもやって、また

これでパラリンピックもやっていただくという、品川アートをやっていくのだから、そのようなものを

レガシーとして残していく、そこにはその部分のそのような方々の、あれだけ広大な水辺を全部使えば、

それは会場としてはオーケーだと思う。そのような形の考え方というものもあるではないですか。きゅ

りあんや区民公園というよりも、運河全部でやろうよということも１つの考え方であって、そのような

発想を持ってやっていただきたいなと。それはもう１回答弁をいただきたい。 

 あと先ほど言った、これはパラアリーナも含めてだけれども、だから返して運動もあれば、１回は東

京都もわかったといって、南埠頭１面だけ用意できたわけではないですか。そういうものも１つ考え方

としてあるし、競馬場もどのようになるかわからないけれども、これはまた考えていくと、ちょっと競

馬場のほうが時期がずっと遅くなってしまうのですが、これから始めるというような感じだから。だか

らそのようなことも考えると、敷地がないようだけれども、結構見つかるかもしれないから、そのよう

なところに触覚を必ず持っておいてもらって、そのようなことというのもありだと思っているので、そ

の辺をもう一度考えていただきたいと思います。 

○中元スポーツ推進課長  触覚という言葉をいただきました。情報を捉えるように、いろいろその辺
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のところは情報収集に取り組み、そのような情報が入りましたら、また前向きに動いてまいりたいと思

います。 

○遠藤協働・国際担当課長  今、運河のお話いただきました。大使館や領事館といろいろ話す機会が

ございますので、いろいろな形のもので情報提供させていただいて、運河の点につきましてもお話しさ

せていただければと思っております。 

○鈴木（真）委員長  以上をもちまして、本日予定の審査は全て終了いたしました。 

 次の会議は９日、月曜日、午前１０時から開きます。 

 本日はこれをもちまして閉会いたします。ありがとうございました。 

○午後６時０１分閉会 

                                              

委 員 長  鈴 木 真 澄 

 


