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○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。 

 それでは、第５号議案、令和２年度品川区一般会計予算および第９号議案、令和２年度災害復旧特別

会計予算を一括議題に供します。 

 本日の審査項目は、歳出、第６款土木費および災害復旧特別会計予算の歳入歳出でございますので、

ご了承願います。 

 それでは、これより本日予定の審査項目の全てを一括して説明願います。 

○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。 

 本日は、３０４ページからお願いいたします。６款土木費、１項土木管理費、１目土木管理費

は、３０５ページをお願いします。下から２行目、大森駅水神口自転車等駐車場集約化工事等は、新規

計上であります。 

 ３０６ページをお願いいたします。以上によりまして、土木管理費の計は９億４,６０６万３,０００

円であります。 

 ２項道路橋梁費、１目道路橋梁費は３０７ページ、下から７行目、東京２０２０大会花いっぱいおも

てなしロード事業では、ホッケー会場までの歩道にプランター花壇を設置いたします。 

 ３１１ページ中段、無電柱化推進事業では、無電柱化候補路線のうち、優先度の高いものについて、

予備設計業務委託を実施いたします。 

 ３１２ページをお願いいたします。以上によりまして、道路橋梁費の計は３６億９,２７１

万７,０００円で、対前年３６.５％の減であります。 

 ３項河川費、１目河川下水道費は３１３ページをお願いします。下から２行目、舟運通勤等社会実験

では、東京２０２０大会の開催中、五反田船着場から東品川二丁目船着場間において、通勤時等の舟運

社会実験を実施するものであります。 

 ３１６ページをお願いいたします。以上によりまして、河川費の計は４１億８,５８７万９,０００円

で、対前年２４％の増であります。 

 ４項都市計画費、１目都市計画費は４億２,０６１万１,０００円で、３１７ページをお願いします。

下から２行目、旧東海道品川橋旧交番詰所跡修景経費は新規計上で、現存の旧交番跡を周辺景観に沿う

よう、貴重な地域資源として改修するものであります。 

 ３１９ページ中段、歩道上スペース連結等整備支援は新規計上であります。 

 ３２０ページをお願いいたします。２目木密整備推進費は３８億７,３７４万５,０００円で、３２１

ページ中段やや下になります、不燃化特区新制度整備プログラム等作成は新規計上で、事業延長を見据

えた効果促進策の調査検討を図るものであります。 

 ３２２ページをお願いいたします。３目都市開発費は、５５億１,７３７万８,０００円で、３２３

ページをお願いいたします。下から３行目、大井町駅周辺地区再開発事業では、大井一丁目南第１地区

再開発事業補助金の皆減であります。 

 ３２５ページをお願いいたします。上から２行目、武蔵小山駅周辺地区再開発事業は、パルム駅前地

区再開発事業補助金の皆減であります。 

 ３２４ページをお願いいたします。４目公園管理費は、４４億１３１万６,０００円で、３２７ペー

ジをお願いします。上から５行目、土砂災害警戒区域対策は新規計上。 

 ３２９ページをお願いいたします。下から２行目、（仮称）旗の台六丁目公園整備は、令和４年度ま
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でに旗の台六丁目地区内に公園を整備するものであります。 

 ３３１ページをお願いします。中段にあります、水族館顧客満足度満点プロジェクト検討経費は新規

計上であります。 

 ３２２ページをお願いいたします。以上によりまして、都市計画費の計は１４２億１,３０５万円で、

対前年１７.５％の減であります。 

 ５項建築費、１目建築費は、３３５ページをお願いします。下から３行目、がけ擁壁安全化支援事業

の一番下になります。コーディネーター派遣費は新規計上で、３７７ページをお願いいたします。１行

目、改修工事助成は、補助率と上限額を拡大するものであります。 

 左側、３３６ページをお願いします。以上によりまして、建築費の計は１９億３,９８０万５,０００

円で、対前年１５.９％の減であります。 

 ６項住宅費、１目住宅費は、３３９ページをお願いいたします。中段よりやや下になります。空き家

有効活用賃借料は新規計上であります。 

 ３４０ページをお願いします。以上によりまして、住宅費の計は７億９,５２３万４,０００円で、対

前年１０.７％の増であります。 

 ７項防災費、１目防災費は３４３ページをお願いします。下から４行目、要配慮者利用施設指定検討

経費は新規計上であります。 

 ３４５ページをお願いします。上から２行目、電子作戦卓等導入経費は、災害対策本部室に電子機器

を配備し、業務の効率化およびその機能強化を図るものであります。その下、災害時受援・物資輸送等

計画作成経費、その下、り災証明発行計画案作成経費は新規計上であります。 

 ３４７ページをお願いします。上から６行目、避難所生活環境改善経費では、避難所における生活環

境改善のための物資を購入するものであります。 

 左側、３４６ページをお願いします。以上によりまして、防災費の計は１１億８,３９１万８,０００

円で、対前年１４.７％の減で、土木費の計は２６９億５,６６６万６,０００円で、対前年１５.２％の

減であります。 

 次に、災害復旧特別会計に移ります。恐れ入りますが、３７ページをお願いいたします。 

 品川区災害復旧特別会計予算は、第１条、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１５億円とするものであり

ます。 

 恐れ入りますが、５６４ページをお願いいたします。歳入でございます。１款繰入金、１項基金繰入

金、１目災害復旧基金繰入金は、対前年同額の１５億円であります。 

 ５６８ページをお願いいたします。歳出になります。１款災害復旧費、１項災害復旧費、１目災害復

旧費は、対前年同額の１５億円で、災害救助事業費と災害復旧事業費であります。 

○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、現在３２名の方の通告をいただいております。 

 これより質疑に入ります。 

 ご発言願います。芹澤裕次郎委員。 

○芹澤委員  おはようございます。よろしくお願いいたします。私からは３０７ページ、シェアサイ

クル事業、３１１ページ、無電柱化推進事業、３４７ページ、多言語翻訳機賃貸借経費について伺いま

す。 

 まず、シェアサイクルについて伺います。品川区もシェアサイクルをドコモと連携してさまざま導入
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していただいていると思います。これまで、どんどん台数を増やしてきて、配置場所等も増えてきたか

と思いますが、まず、配置された台数と、区民として登録されている人数、あとは、今後の目標値も合

わせてお聞かせください。 

○今井土木管理課長  初めに、現在の導入状況でございますけれども、現在、自転車の台数として

は７２０台導入しております。ポートの数は、現在、７７ポート、ラックは６６０ぐらい設置している

ところでございます。 

 今、区民の登録者数は、全体で２万人を超えるような状況でございますが、都心１０区で行われてい

ますので、都心１０区では、もう５０万人を超えるような登録者数になっております。ただし、これ

は、１日会員や定期利用等を合わせた数ですので、今後の目標値ですけれども、この定期利用の回数と、

それから観光などに資する１日利用の回数をさらに高めていく、登録者数を増やしていく、それから、

利用回数を増やしていくのが目標でございます。 

○芹澤委員  今、シェアリングエコノミーという考え方が出てきて、インターネットを通じて、１人

で独占して物を持たない。さまざまな人たちと共有していくという考えの中で、この自転車のシェアと

いうのも、サービスとして入っているのだと思います。 

 このシェアサイクルに関しては非常に便利で、電動自転車でもありますので、坂道が多い品川区でも、

使われる方は非常に多いのかと思いますが、１点、少し懸念があって、自転車のマナーが以前からも言

われてきたかと思います。特にＵｂｅｒ Ｅａｔｓ等で、今、配達をされる方が目につくわけでありま

す。時間帯として、特に夕飯時、区内でさまざまな家庭の方がお買い物に出られる際に、Ｕｂｅｒ  

Ｅａｔｓの乗り入れが非常に多くなっている。 

 Ｕｂｅｒ Ｅａｔｓの方にも、もちろんちゃんとした方はたくさんいらっしゃいます。自転車にスマ

ホのナビをつけていても、画面の操作等を運転中はしないという方もたくさんいらっしゃるのですが、

残念ながら、そういった装置を持たずに、片手でスマートフォンを操作しながら商店街を駆け抜ける方

もいらっしゃいます。 

 もちろん、民間事業でありますが、私は、何でＵｂｅｒ Ｅａｔｓの方が自分の自転車ではなくて、

このシェアサイクルをいっぱい使っているのかなと思って調べてみると、シェアサイクルには 

Ｕｂｅｒ Ｅａｔｓの特別プランみたいなものがあって、Ｕｂｅｒ Ｅａｔｓを始めるにあたって、い

ろいろなブログ等を調べてみると、シェアサイクルでやってみようと書いてあって、月額、一定料を払

うと使い放題になるという形になっていて、割安なので使っている方が多いんだと思っています。 

 そういう意味で言えば、あくまでＵｂｅｒ Ｅａｔｓは民間でありますし、ドコモバイクシェアも民

間ではありますが、区が自転車のシェアを支援しているという中で、ドコモバイクシェアが支援してい

るＵｂｅｒ Ｅａｔｓに対して、何か物を申せないのかなというところも思っています。バイクシェア

をぜひ拡充していただきたい中で、Ｕｂｅｒ Ｅａｔｓ等への自転車マナーの徹底というのは、何か推

進できないものかなと思っていますが、お考えをお聞かせください。 

○今井土木管理課長  Ｕｂｅｒ Ｅａｔｓなど個別宅配事業者への対応でございますが、今も都

心１０区で連携している事業者、それから、ドコモバイクシェア、警視庁の交通の関係も含めて、月

に１回定例会を持っている中で、この課題は十分認識しているところでございます。 

 今、委員から使い放題というお話がありましたけれども、このプランは、法人利用ですと、実際、延

長料金はかからないで、定額制で月４,０００円だったのですが、Ｕｂｅｒ Ｅａｔｓに関する法人利

用については、一定時間数以上になると課金されるような体系システムに移行しております。 
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 それとともに、やはり、事業者同士でございますけれども、Ｕｂｅｒ Ｅａｔｓ等に関する注意喚起

につきましては、ドコモバイクシェアからするとともに、自転車利用者登録者全てに対して、プッシュ

方式で登録会員に警視庁本部からの注意やマナー喚起をするような体制をとっております。 

○芹澤委員  Ｕｂｅｒ Ｅａｔｓ自身も、そもそもがしっかりとした組織ではないといいますか、

個々がやっている事業でありますので、なかなか意識啓発は難しいかと思いますが、品川区も他区と連

携しながら、そういった啓発を進めていただければと思います。 

 続けて、無電柱化推進事業について伺います。無電柱化の推進、前回もさまざまな地域で取り入れて

いただきたいという要望をさせていただきました。 

 無電柱化をするにあたって、これから技術革新もいろいろ起きるかと思いますが、無電柱化を行うと、

トランスという地上機器のボックスが道路の上に設置されると認識しております。 

 品川区もこれから無電柱化を進めるにあたって、私も調べてみたところ、今、他区でデジタルサイ

ネージをそのボックスにつけてみたり、例えば、サザエさん通りであれば、そこにサザエさんの絵を描

いてみたりというような、場所の有効活用をしている区もさまざまあるようでございます。 

 品川区が無電柱化するにあたって、まず１点、トランスという地上機器に対しての考え方をお聞かせ

ください。 

 あと、このトランスに限らず、場所によっては町会掲示板やふれあい掲示板の裏側を何か有効活用で

きないかなと思っています。この掲示板というのは、結構日本独特の文化なのかなと思っていますが、

なかなか裏側が活用されてこなかった。裏側は、残念ながら道路に面していますので、ふだん見るわけ

にはいかないと思いますが、例えば、災害時に避難場所等を書いておく。もちろん道路なので危ないの

ですが、車が通っていないときに確認していただいて、今自分がいるところはどこなのだ。どういうと

ころに行けばいいのだ。例えば、五反田などの大きな商業地域には、地元の方でない方もたくさんい

らっしゃいますので、そういった方々への災害時の情報伝達もできるのではないかなと思っています。 

 ただ、これは統一する必要もないと思っていますので、場所によって、例えば、学校の通学路の近く

の町会掲示板の裏側には、いじめの相談窓口の案内や、さまざまな活用ができるかと思います。 

 まず、トランスの考え方と、町会掲示板等の使われていない場所の再利用、活用について、ご見解を

お聞かせください。 

○多並道路課長  まず、トランスの考え方でございますけれども、無電柱化を進める上で、電柱の上

に乗っているトランスを、どうしても地上に置かなければいけないということで、無電柱化した後の道

路については、四角いボックスが地上に設置される形になります。利用者の方からすれば、使わないも

のではありますけれども、道路機能を確保するためには必要なものです。 

 このような関係で、実は今、国土交通省が、トランスを活用した防災観光デジタルサイネージの実証

実験を進めているところです。これは、全国的に協力していただける自治体を募りながらやっていると

ころなのですけれども、その一環として、我々の把握しているところでは、２３区では港区が今、実験

をやっていると聞いているところでございます。 

 それについては、平時は観光情報等が流れるけれども、災害時には防災情報が流れるという形で活用

しているところでございます。 

 区としましては、まず、いろいろ法的にクリアしなければいけない点があるのは、今、実証実験とい

う形で国が進めている関係もありますので、そこについては、よく情報をとりながら、また有効性を考

えていきたいなと思っているところでございます。 
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 また、掲示板の裏など、いわゆる野外における情報の伝達手段というのは、あらゆるところでまだま

だ可能性があります。それは、もちろんトランスだけではなくて、今のいろいろなものを含めて、関係

所管、例えば、広報広聴課や防災課などとよく連携を図りながら、路上の情報伝達のあり方、技術的な

部分について連携しながら、必要があれば検討していきたいというところでございます。 

○芹澤委員  これは、特に災害時のお話だと思いますが、災害情報、あとは、観光情報、場所によっ

ては、地元の企業等の広告を入れるというのも手だと思っています。そこが無駄な場所とは思っていま

せんが、デッドスペースというか、なかなか使われなかった場所の再活用というのもご検討いただけれ

ばと思います。 

 続けて、多言語翻訳機賃貸借経費について伺います。 

 まず、この事業の内容、あとは運用方法をお聞かせください。 

○中島防災課長  多言語翻訳機賃貸借経費についてですが、こちらにつきましては、帰宅困難者対策

ということで、目黒、大崎、五反田、大井町、あと、国道１５号線に、帰宅困難者対策協議会等を設け

ております。そちらの方々との意見交換の中で、やはり近年、外国人旅行客が多く来訪されておりまし

て、その中で、帰宅困難者支援というものが課題となっております。 

 それで、企業の方や協議会の方から、対応するにあたりまして、やはり言語に不安があるというお声

もあり、災害時に円滑に情報提供等をするときには、このような多言語翻訳機があるといいと考えまし

て、賃貸借という形でございますけれども、導入していきたいと思います。 

 活用方法といたしましては、協議会に配備しまして、協議会での活用を図っていきたいと思っており

ます。平時は、訓練等でも活用していきたいと思っております。 

○芹澤委員  それは、ネットワークがつながって、翻訳をされるというものになるのでしょうか。 

○中島防災課長  こちらがイメージしているのは、いわゆるポケトークというものをイメージしてお

りまして、やはりネットワークが必要だと思いますので、ネットワークがあるという前提で、今、Ｗｉ

－Ｆｉなども区では整備を進めております。それらを活用しまして、運用していきたいと思っておりま

す。 

○芹澤委員  私は、基本的には、ＩＴ化推進の立場にあるのですが、まだまだ災害時のネットワーク

には、少し不安がある部分もあります。あとは、多言語機能に関しても、言語を増やしていく、どんな

言語にも対応できるというのももちろん大切なのですが、やはり設置の台数を増やし、設置場所を広げ

ていく必要が一番大きいのかなと思っています。 

 私の調べたところですと、『旅の指さし会話帳』をつくっている出版社があって、そこでは、被災地

支援外国語対応ツールというものを無料で公開していると伺っています。これは何をしているかという

と、多言語に対応して、指さしで災害時の対応がおおむね完了するというものなのです。これは印刷物

ですので、ネットワークが通じていなくても利用でき、また、幅広く学校や避難場所、避難所、さまざ

まなところに配置しておけるのかなと思っているのです。そういったものの活用について、ご見解をお

聞かせください。 

○中島防災課長  委員、ご指摘のとおり、やはり通信環境というところが、災害時に必ず使えるとい

うわけではありません。ご提案のアナログというか、紙ベースのものの準備というのは、災害時には有

用だと思っております。 

 帰宅困難者に限らず、外国人の方への情報発信というのは、これまでも課題としておりまして、今、

ご指摘のありました指さしでのコミュニケーションというのも考えに入れていく必要があると思います
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ので、そのあたりのところは、今後の防災対策の中で研究をしていきたいと思っております。 

○芹澤委員  災害時に関しては、まず、さまざまな難しい会話は、多分基本的にないと思っていまし

て、ネームプレートにある程度おさまると思っています。この紙のやり方であれば、例えば、聴覚障害

の方々にも対応できると思っていますので、ぜひ外国の方もそうですし、聴覚障害の方々、さまざまな

方々に安く、広く使っていただけるようなツールの作成を品川区でご検討いただければと思います。 

 要望で終わります。 

○鈴木（真）委員長  次に、松澤委員。 

○松澤委員  私からは、３１１ページ、無電柱化推進事業、３２４ページ、公園管理費、３４１ペー

ジ、防災関係組織経費、３４３ページ、消防団運営費、３４７ページ、備蓄物資購入、３４７ページ、

避難所管理について、順不同で質問いたします。 

 まずは、備蓄物資購入についてです。新型コロナウイルス感染症によりますマスクの買い求めが起こ

りまして、混乱が生じました。早々に呼吸器に障害、疾患のある区民からの相談で、マスクが買えず

困っている。病院からもなくなりつつあり、不安です。区で備蓄しているマスクを配ってもらえないか

という要望でした。 

 要望をいただいた当時、すぐに相談いたしました。国や東京都の情勢を見ないと動けないというお話

で、東京都にも問い合わせをしましたが、各所に備蓄しているので難しいとの答弁がありました。 

 備蓄マスクについては、岡山県をはじめ、たくさんの自治体では、医療関係、妊婦とその家族に向け

無料配布し、高崎市では、小学校に無料配布する際、学校薬剤師として登録しています地域薬剤師が学

校にてマスクのつけ方や感染症予防を指導し、タイミングは各家庭の判断としておりました。たくさん

の対応事例がある中、どの自治体も共通して声を上げているのは、防災設備、備蓄というものは、いざ

のとき使うものですが、今がそのときだ。そういった住民の健康を第一に捉え、行動しておりました。 

 そこで、品川区における備蓄マスクは、１１万枚余とご答弁でわかりましたが、備蓄品の活用の定義

を教えてください。 

 また、この備蓄マスクの配布について、どのように考えていますでしょうか。 

○中島防災課長  災害時の備蓄品、マスク等の備蓄と活用の考え方というご質問だと思います。 

 まず、災害対策用で１１万枚余のマスクを備蓄しているところについては、あくまで地震や風水害な

どの災害時に区民避難所での感染症対策で使用することを目的として備蓄しているところでございます。 

 ただ、委員ご指摘のとおり、今回の新型コロナウイルス感染症のような場合では、やはり平常時とは

違う対応が求められるところでございます。基本的な考え方といたしましては、まず、災害対策用では

ない備蓄品を使用して、その後、感染状況や備蓄の状況等を勘案しまして、いざというときに備えて一

定量を確保しつつ、災害の備蓄物資を使用していくことを考えております。 

○松澤委員  政府は、国が備蓄するマスクが、７４３万枚余あると報告しました。マスクが不足して

いる医療機関が出ており、極めて重要性の高いところに出せるか検討するとあり、ようやく動き出すも

のと思われます。 

 先ほど、課長の答弁がありました、ぜひ品川区でも積極的に活用していただくよう要望しまして、次

の質問に移ります。 

 次は、無電柱化推進事業です。昨年度、さまざまな災害により、大規模停電による混乱が全国で起こ

り、政府も１月にまとめた中間検証報告書に無電柱化の推進を盛り込んでおります。 

 ただ、工費や工期がかさむ難点があり、電柱も増え続けている中、現在のペースでは、完全な無電柱
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化には１５００年かかるとも言われております。 

 なぜ電線大国になったのか。戦後、早く復興を進めるためには、安定した電力の供給が重要となり、

コスト、時間のかかる地中ではなく、安く、速く設備できる電柱が選ばれ、高度成長とともに増えて

いったとあります。 

 しかし、昨今起こる災害により、電柱の倒壊や大規模停電など、混乱が起こる今、無電柱化は喫緊の

課題ではないでしょうか。 

 そこで、品川区での区道における、現在の無電柱化率と、完全な無電柱化に向けて、何年を見越した

計画があるのか、ご見解をお聞かせください。 

○多並道路課長  私からは無電柱化推進事業についてお答えさせていただきます。 

 まず、区道の無電柱化率につきましては、現在、約７.１％となっております。 

 今後の進め方につきましては、現在、品川区無電柱化推進計画の策定に向けて、この計画は１０年間

の整備計画ということで定める計画としております。この中では、まず、優先的に整備を進めるべき路

線として、現在４路線挙げさせていただいて、こちらについて進めていく予定としております。 

 ただ、今後の無電柱化につきましては、現在、技術的な革新、新たな技術が出てきている関係と、国、

また都でも新たな制度が検討されているような流れもありますので、このような状況をよく踏まえなが

ら、この１０年の間に、また新たなものが出れば、適宜見直しながら、優先であるところも含めて進め

ていこうということで、現在のところは考えてございます。 

○松澤委員  先ほど、課長の答弁から出ました、無電柱化推進計画素案がまとまったというお話です。 

 実は、今日、３月１２日まで、区民の皆様へ意見をいただいておりますが、今現在、何件ほど、どの

ような意見があるのかお聞かせください。 

 それと、無電柱化推進計画素案の中で基本方針が打ち出され、計画が進められると思いますが、木密

地域避難経路であります、防災生活道路の無電柱化が急務と思いますが、ご所見をお伺いいたします。 

○多並道路課長  まず、今、無電柱化推進計画の素案につきましては、パブリックコメントを２

月１２日から行っております。委員のご指摘のとおり、今日までです。それで、昨日までの集計ですけ

れども、６件のご意見がありました。６件とも、無電柱化を推進してほしいという内容のご意見でした。 

 具体的には、高齢者の方が電柱があると歩きにくいのでなくしてほしいなど、全体的なお話であった

り、あとは、ご自分の家の窓から電線が見えるのが嫌なので電柱をなくしてほしいなど、さまざまなご

意見の形で今いただいているところでございます。 

 これについては、無電柱化推進計画本案を作成する際の参考とさせていただきたいと思っております。 

 あと、木密地域における無電柱化につきましては、先ほどお示しさせていただいた無電柱化推進計画

の素案の中でも、４路線を示させていただいておりまして、その中の２路線については、広域避難場所

であります戸越公園一帯への避難路２路線ということで、今回も挙げさせていただいております。 

 今、委員からご指摘がありましたように、やはり防災対策の避難路というのは大きな課題でもありま

すので、区としても同じような考え方で進めているところでございます。 

○松澤委員  戸越公園の避難路、そのような避難する道に対しての早急な対応、ありがとうございま

す。 

 しかし、無電柱化率は、先ほど７.１％というお話がありました。進まない要因として、莫大なコス

ト。１キロの範囲を無電柱化するのに、５億円以上の費用がかかります。また、地下にはいろいろな配

管が張りめぐらされており、私も建築の仕事の経験上、図面と全く違う場所に配管があったり、管理者
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のわからない不明管というものも存在いたしました。東京の地下は世界一複雑とも言われております。 

 そこで、浅層埋設方式。これは、管路を従来より浅く掘る方法です。小型ボックス活用埋設、直接埋

設方式など、低コスト化に向けた手法がいろいろと考えられますが、品川区として、低コスト化に向け

たご見解をお聞かせください。 

○多並道路課長  無電柱化推進計画の素案の中でも、今、委員からご指摘いただいた浅層埋設、浅く

管を埋める件であったり、また、小型ボックス化については、状況に応じてそういった手法を取り入れ

ていくということで記載させていただいております。 

 実際に戸越銀座商店街、旧東海道で無電柱化整備する際には、狭い道路の有効性があるということで、

この小型ボックスの手法を使っております。 

 このように、現場、現場によって、いろいろ組み合わせながら、狭い区道においても無電柱化がしっ

かりできるように、これについては、今後の設計、工事の中で検討しながら進めていきたいと思ってい

るところでございます。 

○松澤委員  低コストの埋設方法もいろいろな課題がありますので、いろいろな場所によって検討が

必要となります。しっかりと協議していただき、活路を見出していただきたく、引き続きお願いし、次

の質問へ移らせていただきます。 

 次に、公園児童遊園費についてお伺いいたします。近年、厳しい経済状況に加え、高齢化、少子化、

核家族化が進む中で、孤独感、不安感にさいなまれ、精神的ストレスによる健康被害が社会問題となっ

ております。こうした中、ペット飼育は癒やしを与え、精神的な安定感を取り戻すとともに、健康維持、

促進を促す、社会生活の安定に大きく寄与するものと注目を浴びております。 

 ペットとの共生社会がどんどん進む中において、安心して遊ばせる公園や施設がありません。今現在、

品川区の公園において、犬を連れて散歩ができる公園は何カ所あるでしょうか。 

○溝口公園課長  それでは、私から犬を連れて散歩ができる公園についてお答えさせていただきます。 

 区内には、２６８カ所の公園がありますが、リードをつけて犬が散歩することが可能な公園は、２０

カ所指定しているところでございます。 

 これは、やはりさまざまな犬を飼われている方、または一般の利用者、それぞれの立場で相反する意

見も寄せられている中で、一定の基準を定め、面積が１,５００ｍ２以上や、子どもたちが遊んでいる

場所や遊戯しているゾーンから十分な離隔をとれる、そういった条件を考慮して、また、公園それぞれ

の地域特性等も考慮しながら総合的に判断して、現在２０カ所の公園において犬の散歩を認めていると

ころでございます。 

○松澤委員  最近の研究では、ペットを飼育することによる人への精神的不安感が軽減する効果が認

められたほか、高齢者がペットをなでることで高血圧が改善したり、衰えた身体機能のリハビリに役に

立つとのご報告もあります。 

 これを受け、医療の現場にペットを取り入れるアニマルセラピーや、保護施設にいる犬、猫を受刑者

が面倒見る更生プログラムなどが全米で広がりを見せており、ペットを通じて交流を図り、新たな生き

がいづくりや地域社会への潤滑油としてのメリットははかり知れないと思っております。 

 そこで、ドッグランの設置の考えや、動物との共生社会の考えを教えてください。 

○溝口公園課長  それでは、まず、ドッグランの設置についてでございます。品川区内におきまして

は、都立大井ふ頭中央海浜公園にドッグランが設置されているところでございます。 

 やはり大規模な公園に一定の広さを占有する形での設置になりますので、なかなか区内の公園では、
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同じような形でのドッグランの設置は難しいと考えているところでございます。 

 ただ、先ほどお話しさせていただきましたが、一部の公園にはなりますが、犬の散歩というのも認め

ている公園もあります。また、利用者のマナー向上などといったソフト対策として、犬の買い主を対象

としたマナー講習会といったものにも、これまで取り組んできたところでございます。 

 犬をお飼いになっている方が増えているというのは実感しているところでございます。そうした中、

ただ、一般の公園利用者の方もおりますので、そうした方たちが、ともに公園を気持ちよく使っていた

だけるようなソフト対策も一緒に進めながら、今後もお互いに理解をしていただきながら、公園を利用

していただけるように取り組んでいきたい。そのように考えているところでございます。 

○松澤委員  やはり私もドッグランといったものをつくるのには大変な努力と地域の相互理解が確か

に必要だと思っております。ですので、まずは、香川県が行っている動物愛護管理推進計画や、世田谷

区の人と動物との調和のとれた共生に関する条例、その他京都、神戸などの各自治体でも動物との共生

に向けた条例が増えております。 

 まずは、こういった条例づくりから入ることが、今後のドッグランもそうですが、動物との共生社会

に向けて大切な一歩かと考えております。款が違うので、質問ではなく、動物との共生社会が整う品川

区を要望しまして、次の質問へ移らせていただきます。 

 次に、避難所管理についてです。一般質問でもご答弁をいただきました。風水害に対する対応も、各

避難所連絡会議において重要なことではと、私以外、ほかの委員からも質問がありまして、今年度の予

算の中で、新規に風水害に対する予算が盛り込まれておりました。 

 そこで、お聞きいたします。この新規予算になります、風水害に対する予算は、どのような活動に充

てられるものなのでしょうか。 

○中島防災課長  昨年の台風第１５号、台風第１９号などの大型台風の教訓等を踏まえまして、課題

などが、さまざまあったところですけれども、やはり地域の方の避難について、声としても多くござい

ました。その中で、風水害、台風等に対する避難、区民の方の安全を確保した避難とはどのようなもの

かというところを検討したいと思っております。そのための検討委託を今年度、計上させていただいた

ところでございます。 

 その中で、避難体制の見直し案や望ましい避難体制を検討して、来年度の台風対応等につなげてまい

りたいと思っております。 

 また、その他、関連して、例えば、風水害で自宅が損壊した場合などに長期の避難生活をする際、

パーテーションや簡易ベッド、あるいは長期の停電に備えて非常用発電機、持ち運びできる発電機の追

加配備等を風水害対応の一環で取り組んでいきたいと思っております。 

○松澤委員  町会、自治会によっては、風水害時に自分たちで避難所を開設するという防災意識の高

い町会もあります。設備品、そういったパーテーション、簡易ベッド、発電機の購入も確かに大切なこ

となのですけれども、風水害において、防災意識の高い町会、自治会に向けて、避難所運営マニュアル

を地域とともに協議し、見直し、防災意識の確認をすることが最優先ではないかなと思いますが、ご所

見をお伺いいたします。 

○中島防災課長  風水害に関しましては、基本的に避難所というよりも避難場所という考え方の中で、

区の職員が開設、運営するということで、これまでも行ってきたところでございます。 

 そのような考え方を基本といたしまして、あと、地域の方々とどのような連携ができるかというとこ

ろは、今後、避難対策の検討の中でも、さまざまな考え方が出てくると思いますので、そのような地域
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との連携ということも念頭に入れて、どこまでできるかわからないですけれども、考えていきたいと

思っております。 

○松澤委員  では、引き続きご検討いただきたく、次の質問に移らせていただきます。 

 防災関係組織経費、消防団運営費を一緒に質問させていただきます。昨日は、東日本大震災から９年

目にあたり、追悼式典などは新型コロナウイルス感染症の影響で縮小となりましたが、忘れてはいけな

い教訓として、改めて防災について考えていかなければならないと感じ、活躍した消防団や町会の区民

消火隊、ミニポンプ隊についてお聞きいたします。 

 まずは、品川区における区民消火隊、ミニポンプ隊の配置状況、また、Ｃ級ポンプ、Ｄ級ポンプの配

備状況を教えてください。 

○大森災害対策担当課長  私からは、区民消火隊、ミニポンプ隊の配置状況等についてお答えいたし

ます。 

 本年１月末現在でございますが、６６隊の区民消火隊、１８４隊のミニポンプ隊が結成されていると

ころでございます。 

 続きまして、Ｃ級ポンプ、Ｄ級ポンプの配置状況でございますが、Ｃ級ポンプにつきましては、６６

隊の区民消火隊にそれぞれ１基、Ｄ級ポンプにつきましても、１８４隊のミニポンプ隊にそれぞれ１基、

計２５０基を配置しております。 

 そのほかに、区民避難所でございます小学校、中学校、義務教育学校の４６校にＤ級ポンプを配置し

ているものでございます。 

○松澤委員  ６６の区民消火隊、１８４のミニポンプ隊といいますと、たしか町会が２０４あります

ので、まだまだ配備が遅れている、配置が足りていないのが数でわかりました。 

 それに関連しまして、荏原消防団管轄では、地域を７つに分け、７個分団で活動しており、地域の防

災リーダーとして活躍が注目される中、積載車の導入や新しい資機材の配備など、災害時における活躍

が期待される中、実は第３分団、第４分団には消防団の本部施設がありません。この２個分団は、木密

地域を抱える重大な分団となり、しつこいお願いになってしまいますが、その後、土地の誘致、東京都

の話がどうなったのか、教えてください。 

○大森災害対策担当課長  区といたしましては、区有地を活用しまして、これまでも東京都の消防団

の格納庫整備に協力しているところでございます。今後も引き続き協力いたします。 

○鈴木（真）委員長  次に、つる委員。 

○つる委員  私からは、３０７ページ、東京２０２０大会花いっぱいおもてなしロード事業

と、３２４ページ、公園管理費、それから、３０５ページ、駅周辺等放置自転車対策事業について伺っ

ていきたいと思います。 

 先ほど松澤委員からもありました。昨日は、３・１１から９年ということで、私も自宅近くのヨウコ

ウザクラがちょうど芽吹いてきて、ヨウコウザクラは下を向いて咲く桜だと伺っておりますけれども、

本当にみんなを温かく見守っている姿と重なり合いまして、節目というのはないと理解しておりますし、

東北の皆様の復興、それから、品川区民の皆様の命を守るという意味での防災対策の向上を、また改め

てしっかりとやっていくという決意をしたところでございます。 

 また、いよいよ春の季節になってまいります。冬と春をつなぐユキヤナギがあると思いますが、これ

はしながわ区民公園にも植栽されていると思います。もうそろそろ芽吹いてくるのかな。見に行きたい

なと思いますけれども、そうしたことを感じた昨日でありました。 
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 これに関連して、３月６日に、農林水産省から、花いっぱいプロジェクトという取組が国民、また各

自治体、関係団体に投げかけられました。年度末、卒業式、入学式、それから、各自治体等を含めた民

間のイベントが軒並み中止、縮小される中で、そうしたところに活用されていくはずであった花卉が出

荷されずに、花卉産業としては最大の書き入れどきに、そうした状況になってしまったというところで

す。一昨日の産業経済費でも、区内企業の支援という観点からさまざまな提案が各委員からありました。

当然、こうした花卉業界だけではないわけでありますが、特に花、区の関係性で言えば区のイベント、

それから、小学校、中学校の卒業式、入学式というところでの活用が、もしかしたらなくなってしまう

のではないかという懸念もあるわけでございます。 

 今現在、卒業式については、来賓等の縮小はありますけれども、児童・生徒、そして保護者等で行う

というところで、例えば、体育館の壇上花で活用したものを各教室にいろいろ分配していくなど、そう

いったことは考えられるのかなと思います。これは、教育費マターではありますけれども、そうした状

況で、最大の需要期に向けて生産されてきた花卉の価格も下落しています。 

 そのため、農林水産省からは、取り組みの１つとして、地方公共団体、関係団体に庁舎内および職場

等での花飾りや、公共スペースでの花展示等を呼びかけますということになってございます。こうした

ことについての品川区の現在の対応についてお知らせください。 

○溝口公園課長  現在、区の庁舎内におきまして、植栽はレンタルで対応したりしているところでご

ざいます。 

 また、区役所前のプラッツァにつきましては、庁舎管理を担う経理課から、私どもの公園課で執行委

任を受けて、花壇管理という形で、四季の花が楽しめるような形での花壇の植栽をやっているところで

ございます。そういったものについては、引き続きやっていきたいと思っております。 

○つる委員  今、ご答弁の中で言っていただきました。事前に申し上げればよかったのですが、庁舎

のデッキ等の管理については、本来、経理課マターでありますけれども、執行委任ということで、今、

公園課が委託をされているわけであります。そうした意味でも、既存予算の枠等もあると思います。今

日は款が土木費なので、その中の範疇であるかと思いますが、こうした国からの呼びかけに対して、そ

ういうデッキでの花の活用や、庁舎、周辺、総合案内所、各地域センター等、関係機関の窓口、そして

公園に、花の植栽を増やしていく可能性はあるかと思います。そういったことについて、土木費の中で

答えられる範疇でご答弁をお願いいたします。 

○溝口公園課長  公園でいきますと、区役所前のしながわ中央公園などで、皆様、下神明から区役所

までに来る間に花を楽しんでいる。そういったところで、管理の中でも花壇を増やしたりという取り組

みをしているところでございます。 

 また、公園の中に、地域の方たちがボランティアとして花を植えたりといった取り組みをしていると

ころでございます。 

 そういった中で、今回、要請いただいたものをどのように応じていくのかというのは、国等の状況も

十分情報をいただきながら、どういう形で活かしていけるのか。そういったものについては、引き続き

検討していきたいと思っております。 

○つる委員  いろいろ年度内での予算や来年度の予算、また、今回イベント等で執行されなかった不

用額というものが相当になっていくのではないのかなと理解しています。当然、その使途というのは年

度、年度で決められているわけでありますけれども、こうした国の要請も含めて、また、暗いニュース

ばかりですから、花がそこかしこにあるというのは、やはり心を和ませることもありますので、幅広な
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検討をぜひお願いしたいと思います。 

 農林水産省からの取り組みの１つとして、胸ポケットに生花のコサージュを差す取り組みを推進する

ということで、自ら質問するので、私も今日、それを実践して、質問に臨んでいるわけであります。 

 コサージュをつくってもらった地元のお店に伺ったところ、やはり卒業式などで、大体１店舗１０万

円ぐらいの売上がある。それがぱたんと一切中止になると、花屋としては大変な売上減になるのだとい

う話もありました。ただ、今現在、やりとりのある学校については、縮小だけれども、花の発注はいた

だいている。ただ、国の方針や、そういった変化があったときには、当然、直前で変わるわけでありま

すが、そうしたときに、しっかりと手を差し伸べられるような体制をつくっていただきたい。 

 花の通販の花キューピットの団体、一般社団法人ＪＦＴＤは、品川区内に本拠地があるかと思います。

そうしたことも含めて、しっかりと連携をとっていただきたいなと思います。 

 質問を変えます。東京２０２０大会花いっぱいおもてなしロードに関してですが、これは一般質問で

も確認をさせていただきましたが、非核平和都市品川宣言の周知も含めてご検討いただくということで

ありました。私の一般質問の中では、プランターに何かステッカー等を貼ることを提案申し上げました

けれども、この辺の具体的なやり方などについて、何か検討案があれば教えてください。 

○多並道路課長  東京２０２０大会花いっぱいおもてなしロードの件でございますけれども、この実

施にあたっては、今、所管する総務課と打ち合わせているところでございます。 

 実際には、プランターに表示をさせていただくということで、構造等については、今、オリンピック

の関係の部署がありまして、大会の関係でいろいろ制限がありますので、そこら辺の表示については、

いろいろな関係部署と連携を図って考えていきたいと思っています。今、やっている最中でございます。 

○つる委員  ぜひ整備をよろしくお願いいたします。 

 次にいきます。駅周辺等放置自転車対策事業に関してですが、１年半前ぐらいでしょうか。議会から

も、幼児２人乗り同乗用自転車が駐輪できる駐輪場についての質疑がありました。また、予算特別委員

会の中でも、大人が乗る三輪車についての質疑もあったかと理解しております。 

 まず、平成２９年は、駐輪場の幅が４０ｃｍから６０ｃｍに変更された。３０ｃｍぐらいのもの

を４０ｃｍから６０ｃｍの幅を持って変更したというご答弁がありました。なので、現状、区営２６カ

所で、幼児２人乗り同乗用自転車を駐輪できる台数、ラック幅、タイヤをはめていくレール幅、今、い

ろいろなタイヤの幅があるかと思いますが、その状況。それから、幼児２人同乗用自転車が隣同士でき

ちんと駐輪できるかどうかも確認させてください。 

○古郡交通安全担当課長  まず、２年前に実施した工事ですが、これは、３０ｃｍのものを４０ｃｍ

から６０ｃｍにしております。台数なのですけれども、区営ですと７,８００台ございまして、おおむ

ねその３０％ができているという状況でございます。 

 あと、隣同士にとめられるというところで、定期利用ですとチャイルドシートのゾーンなどを設置し

て、利用者にわかりやすくとめていただいているところでございます。 

○つる委員  そうすると、定期利用と当日利用を合わせると７,８４２台だと思うのですが、そ

の３０％ということは、２,３５２台。これはざっくりな数字ですが、そのぐらい置ける。 

 ただ、今、隣同士で置けるようなとありましたけれども、いろいろな駐車場の設置に関する基準のい

ろいろなものを読んでいくと、バイクなどについては、ボディー幅とか、手で持ったときに動かせる幅

を加味した駐輪のスペースになってくるかと思うのです。形状もさまざまあるかと思うのですが、実態

として、これはご相談いただいたのですが、やはり２人乗りの電動自転車などだと、隣にとめられない。
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あいているのに使えないので、それが非常に非効率というか、事業収入など、そういう運営マターの視

点で見ても、もったいない。逆に、２段式だと、重過ぎて、何となく入れられるのだけれども、ロック

がかからなくて、そのまま放置していくと、帰っていくときに警告の紙が貼られているという課題もあ

るわけであります。 

 そうしたところで、当然、今、指定管理でやっている中で、事業収入や区民サービスの向上や違法駐

輪対策があると思うのですが、どこに力点を置いて、区営の駐輪場を整備していくか。今、いろいろ改

修等に際しては、とめられやすいようにやっていただいていると思うのですけれども、道路交通法施行

規則第９条の２で自転車の大きさというのは、長さ１９０ｃｍ、幅が６０ｃｍ以内と決められていて、

大手メーカーを見ると、ほぼほぼぎりぎり、パンパンのつくりなのです。１８８ｃｍ、幅が５８ｃｍ。

ぎりぎりなのです。そうすると、先ほど言ったように、隣同士でとめられないという現状があるという

ことを考えたときに、やはり収益なども考えてやらなければいけない部分もあるかと思うのですが、こ

の辺の６０ｃｍ幅以上、となり同士でしっかりとめられる。そういった収容効率なども含めて、利用し

やすさ、その辺の考え方について教えてください。 

○古郡交通安全担当課長  利用者に配慮して実施しているというところでございます。現在も、とめ

づらいなど、そういったお声を聞いたときには、指定管理者と話し合って、どういったものがいいのか

ということで対応しているところでございます。 

 あとは、フリースペース。ポールを立てて、とめやすいようにして、チャイルドシート付自転車の

ゾーンを設けたり、そういったものを随時更新しながら対応してまいりたいと考えております。 

○つる委員  既に平置きや、レール、ラックのあり、なしで、もう既にいろいろ対応いただいている

施設も、あるかと思うのですが、やはり設備があるけれどもとめられなくて、本来入るべき収入が入っ

て来ないということも一方で課題だと思います。そうしたところは、今現在の指定管理者も含め、しっ

かりと改善を考えていただいて、区民サービスのレベル向上。今、本当にお子さんを預けていく人が非

常に多くなってきているといった社会のあらわれでもあるのかなと思いますので、そうしたところが

シームレスに対応できるような駐輪対策をお願いしたいなと思います。 

 次にいきます。公園管理費に関して、また違う視点でありますが、公園遊具の静電気。これが発生す

るのです。この時期、子どもを公園に連れていって、滑り台をやって抱き上げると、バチッと来るので

す。子どもも痛いし、親も痛いのです。 

 今、遊具が複合化していて、プラスチック製になっている。自治体や地域によっては、静電気を防止

するスプレーなど、いろいろな工夫がされているわけでありますけれども、区として、その対策をどの

ようにやっていただいているかということ。 

 それと、先日、新聞に足立区の公園の取り組みが出ておりました。いわゆる公園の中での禁止行為。

品川区立公園条例には、行為の禁止ということで、危険な球技等をすることということで、キャッチ

ボールはだめですよ、何とかはだめですよと、いっぱいの看板だらけだというお話も区民の方からいた

だいている中で、足立区の条例を見ると、行為の制限という条例項目になっていましたが、そこには危

険な球技等をすることはなかったわけであります。足立区は、できるボール遊びとか、ドリブルやトス

ということで、いうならば、ポジティブリストとネガティブリストの書き方の違いなのかなと思ってい

ます。この辺の対応についても教えてください。 

○溝口公園課長  まず、遊具の件でございます。やはり冬になると静電気が起きるというご意見は寄

せられているところでございます。そういった中で、遊具メーカー等も呼んで、ヒアリングしながら、
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どのような対策がとれるのか。スプレーだけではなくて、抜本的な対策がとれるのかどうか。そういっ

たものについては、引き続き検討していきたいと思っております。 

 また、公園内の禁止看板ですけれども、いろいろご意見をいただいておりますので、引き続きどのよ

うな形がいいのか検討していきたいと考えているところでございます。 

○鈴木（真）委員長  次に、おくの委員。 

○おくの委員  私は、３１９ページの都市計画費の中、地域交通検討経費にかかわって、コミュニ

ティバスについて質問させていただきます。昨年１２月１３日に開催された令和元年度第２回品川地域

交通検討会の資料である品川区地域公共交通基本方針の骨子案を拝見させていただきました。 

 そこでは、コミュニティバスが鉄道や路線バスなどの公共交通の中でも路線バスとともに、特に地域

公共交通と位置づけられています。そして、コミュニティバスの役割は、鉄道および既存路線バスを補

完し、かつ、一定数以上の利用者が見込める導入効果の高い地域を運行するものとされていました。 

 これ自体は、確かに１つの視点、観点と言えるのかもしれません。しかし、私は、これだけでは、コ

ミュニティバスの捉え方が一面的になってしまうと思いました。不十分だと思いました。やはり区民一

人ひとりの立場から、また、目線から見なければならない、そう思います。 

 年をとって、歩くことがままならなくなってきた。自転車に乗ることすら大変になってきた。そうい

うときに、手軽に利用できる、利用しやすいバスがあれば助かる。例えば、こういうことだと思います。

年をとっていなくても、足の不自由な方も同様に考えられると思います。あるいは、小さなお子さんや

赤ちゃんを連れた親御さんも同様に考えられるのだと思います。 

 そこで、お伺いいたします。こういう交通弱者と言えるような方々の移動する権利を保障する手段と

しても、コミュニティバスを位置づけるべきではないのか。あるいは、コミュニティバスの役割は、そ

ういうところにあるのではないのか。あるいは、少なくとも移動する権利が保障されているのかという

視点、観点から、絶えず点検、考察されていくべきではないのか。この点、いかがでしょうか。お伺い

いたします。 

○鈴木都市計画課長  ただいま、コミュニティバスに関連して、移動の権利の保障のお話をご質問と

していただきました。国で２０１３年１１月に交通政策基本法が成立してございます。国民の移動の権

利については、その検討の過程の中でいろいろ議論されましたが、最終的には、国の法律の中では位置

づけがされなかったというところでございます。 

 ただ、今、区で検討しておりますコミュニティバスは、当然ながら、先ほどご紹介いただいた地域公

共交通の基本方針の中でも、高齢者、あるいはお子さんをお連れの方を含めたさまざまな方にご利用い

ただいて、移動、あるいは行動をとっていただくという視点は、この基本方針の中でも入れているとこ

ろでございます。 

○おくの委員  そういう視点、観点から、これからコミュニティバスを導入した際にも点検していっ

ていただきたいということを要望しておきたいと思います。 

 もう一つ、同様のことなのですけれども、区内の公共交通機関は発達していて、交通の利便性が高い

とされてきました。これまでは、それがコミュニティバスを否定する理由とされてきました。今もコ

ミュニティバスは、あくまでも発達した公共交通網を補完する役割に限定する理由とされています。 

 それで、先ほど申し上げましたように、移動の権利を保障する手段として点検していっていただきた

いのですけれども、この移動の権利という視点から点検する以上、料金設定を安く設定しないと、権利

を保障したとは言えないのだと思うのです。 
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 今、２３区で調べさせていただいたのですけれども、コミュニティバスを導入しているのは、２３区

中１８区が導入している。その１８区の中で１１区は、１回１００円という料金に設定していました。

あとの７区は２００円程度に設定していたのですけれども、品川区でも同様に１００円と設定して、移

動する権利を保障していただきたいと思うのですが、この点はいかがでしょうか。お伺いいたします。 

○鈴木都市計画課長  移動の権利の保障ということですが、先ほどもご説明しましたが、地域公共交

通というのは、区内の路線バス、シェアサイクル、それから、コミュニティバス、全てを総括して地域

交通基本方針というものでございます。この公共交通を総括して、さまざまな方の移動の確保、支援を

していくというものでございます。コミュニティバスだけが移動手段ということではございません。 

 それから、料金のお話をいただきましたが、当然ながら、今の民間の２２０円、あるいは１５０

円、１００円、これからどういう料金設定にしていくかということは、しっかり検討していきたいとい

うところでございます。当然ながら、来年度以降、業者の方からプロポーザルで事業の提案をしていた

だくにあたっても、料金設定の仕方によって、それぞれメリット、デメリットなども提示していただき

ながら進めていくわけでございます。 

 一方で、１００円程度の料金ですと、都の条例でシルバーパスが使えなくなるという側面もございま

す。そうしたこともございますので、より多くの方に乗っていただくためにどういう料金設定がいいか

というのは、今後しっかり検討していきたいというところでございます。 

○おくの委員  総合的に考えるということです。ほかの交通網と一緒に、路線バスや鉄道などの総合

的な中でコミュニティバスを位置づけていくというおっしゃり方だったと思うのです。 

 そうしますと、コミュニティバスの位置づけが総合的な中で、先ほど申し上げた方針の中に書いて

あったような、あくまでも補完という位置づけで考えたいということなのでしょうか。 

○鈴木都市計画課長  これから地域公共交通基本方針の素案という形でお示しすることになりますが、

その中では、路線バス、あるいは鉄道を補完するという位置づけでございます。 

○おくの委員  あくまでも補完という形、補うという位置づけになるのは、どのような理由からなの

でしょうか。 

○鈴木都市計画課長  コミュニティバスについては、国からもガイドラインが出ておりますが、基本

的には民間のバス路線と競合しない。これは、はっきり明示されているものでございますし、地方と

違って、品川区は公共施設、あるいは商業施設、路線、公共交通網もしっかり充実している中で、やは

りコミュニティバスは補完をしていくという位置づけでございます。 

○おくの委員  充実しているといっても、それは品川区がたまたま地理的に都心に近いから、結果的

に充実しているということであって、民間企業が経営しているという限界はあると思うのです。 

 それで、コミュニティバスの場合は、品川区が運営にかかわるということで、おのずと視点が違って

くるという利点があると思うのです。やはりその点を考えてやっていっていただきたいと思います。 

○鈴木（真）委員長  次に、筒井委員。 

○筒井委員  私からは、３４１ページ、防災区民組織育成費、３４７ページ、避難所生活環境改善経

費、３１９ページ、地域交通検討経費、３３１ページ、しながわ水族館運営費についてお伺いいたしま

す。 

 まず、防災区民組織についてなのですけれども、町会の区民消火隊のことです。地域特性に応じた区

民消火隊の育成支援をやっていただきたいと考えております。 

 私も地元の町会で区民消火隊に所属しておりますけれども、私の所属している地域の町会は、一戸建
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てが数軒ほどしかなくて、９９％マンションの地域なのです。そうしたところで、一戸建ての火災なら

ともかく、ミニポンプの訓練をしていて、同じ町会の方から、これは意味があるのですかというお尋ね

をよくいただいております。ぜひとも地域特性をしっかりと考えていただいて、一律にミニポンプ訓練

をやる必要があるのかということです。そうしたマンションが多い地域は、その特性をしっかりと考慮

して、例えば、マンション防災に特化した内容の訓練をやっていくなどの工夫をぜひやっていただきた

いと考えているのですけれども、その点はいかがでしょうか。 

 続けていきます。避難所についてなのですけれども、今回、また避難所の設備を導入されるようです。

これは、坂茂さんのボランタリー・アーキテクツ・ネットワークの簡易間仕切りや簡易ベッドの供給協

定とは別に、そうした物資を導入されるということなのか、その確認をさせていただきたいと思います。 

 また、昨今、震災時においては、排泄行為を我慢できないということが話題になっております。ます

ますトイレの重要性が高まっていると思うのですけれども、現在、区では、そうした震災時のトイレの

重要性について、どうお考えなのでしょうか。 

 続けてまいります。先ほども出ましたコミュニティバスのことについてなのです。地域交通の交通利

便性の向上ということで、私も公約で掲げさせていただいた無電柱化は、先ほどもお話が出ましたが、

ぜひしっかりと進めていただきたいと思っております。 

 それで、コミュニティバスの導入も、私の公約で掲げさせていただきましたけれども、現在の地域交

通検討会では、点数方式による評価がなされております。結局、その結果を見ますと、一部の地域に限

られているような状態であります。ただ、これでは、やはり不十分ではないか。多くの区民、そして、

区外の人が、品川区といえばあのバスが走っているねというように、品川区を象徴する道路、多くの区

民、区外の人が認識することができる道路に、少ない路線でもいいので走らせることが重要かなと考え

ております。 

 例えば、品川区の東西を横軸に通す路線、武蔵小山から八潮まで乗りかえなしで、補助２６号線を活

用して一直線で行けるような路線。当然、民間のバスが参入することも考えられますけれども、それは

乗りかえなく１本で行けるような路線がぜひ必要かと考えております。 

 交通不便地域の補完では、余り意味がないと考えておりますし、現に地域交通検討会において、コ

ミュニティバスの目標像②、③。②は地域のつながりやにぎわい創出、地域振興、③はコミュニティバ

スを活用したシティプロモーションによる品川区のイメージアップおよびブランド力向上ということも

掲げられております。この目標を達成するには、やはり交通不便地域の補完で終わらせますと、到底達

成できないと考えております。 

 また、バスの車体も環境配慮車。例えば、電気自動車にするなど、これはＳＤＧｓにもかなうことで

すし、いざというときに、電気自動車だと、震災時に充電設備として使えるということが可能になって

きます。 

 例えば、豊島区のＩＫＥＢＵＳが導入されましたけれども、区の鳥、フクロウのオブジェがちょこん

と乗っている。若い女性のグループが、それを見て「かわいい」と一斉に声を上げた。さらに、バス本

体、停留所、乗務員の制服がＪＲ九州の豪華寝台列車ななつ星ｉｎ九州を手がけた水戸岡さんという方

にデザインをやっていただいているという、気合の入った形でございます。そして、何より、電気で動

く環境配慮車、電気自動車なのです。それで、災害時には、輸送のほか、スマホ充電などの電源として

も役に立つ。こうした一石二鳥、三鳥のことをやっております。 

 ぜひとも品川区もそうしたＰＲ、シティプロモーション、品川ブランドの向上、そして、環境配慮、
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防災をかなえるコミュニティバスにしていただきたいと考えております。このコミュニティバスを動く

品川区の情報発信源、ＰＲツールとして、ぜひ活用していただきたいと考えております。 

 やっとこの品川区に導入されるものであります。それで、わざわざ税金を使うものですから、単なる

交通不便地域の補完で終わらすのは非常にもったいないことだと思いますので、ぜひしっかりと工夫し

て導入していただきたいと考えておりますけれども、ご見解はいかがでしょうか。 

 続けていきます。しながわ水族館なのですけれども、私は、当選１期目の予算特別委員会で質問させ

ていただいて、ちょうど４年たつので、どうなっているのかなという思いで質問をさせていただきます。

そのとき、民営化というお話をさせていただきました。修繕には数十億円のお金がかかるということで、

やはり区としては負担が大きいのかなと思う観点で質問させていただきました。 

 あれから４年たちましたけれども、そうした民営化のお考えや、また、修繕負担の大きさということ

について、どのようにお考えなのでしょうか。 

 以上、長くなりましたけれども、よろしくお願いします。 

○中島防災課長  まず、ミニポンプ隊、消火隊に関するご質問についてお答えいたします。こちらは、

委員ご指摘のとおり、地域特性に応じてというところは、防災対策全般にも通ずるところでございます。

この消火隊に関しても、当然、地域特性に応じた対応が必要だと思っております。そのような中で、や

はり消火能力が必要とされる地域で、ポンプ隊を結成していただいているところでございます。 

 当然、消火隊というところもありますし、そのほか、区では防災資機材の助成金等で地域特性に応じ

た対策もしていただくように働きかけているところでございます。 

 また、マンションに関しまして、例えばマンションでありましたら、初期消火がスプリンクラーで

あったり、消火器、そのようなものが重要になってくると思いますし、さまざまなマンション、集合住

宅の防災に関するご相談に関しましては、マンション防災アドバイザーという制度も設けております。

それらの中で、適切な地域特性に応じた消火活動などについてもご相談に乗っていきたいと考えている

ところでございます。 

 次に、避難所に関しまして、今回、簡易ベッドとパーテーションを新たに導入させていただくところ

でございますが、そのものといたしましては、協定を結んでいるボランタリー・アーキテクツ・ネット

ワークの段ボールベッドとは少し違いまして、いわゆる販売しているパーテーションで、四方に囲いが

あるもの、簡易ベッドは、リクライニングのものを導入していきたいと考えているところでございます。

当然、協定に基づきまして、段ボールベッド等を震災時には納めていただくような形で考えております

が、購入するものは、それとは別のものを購入したいと思っております。 

 次に、トイレに関しまして、当然、こちらは災害時において非常に大事なものと考えております。水

を控えて、エコノミー症候群や、二次被害にならないように、トイレの充実を図ることは非常に重要だ

と考えております。 

 先般の定例会でもお話しさせていただいたとおり、区ではトイレの耐震化や、１２万人に対しまし

て３日分の簡易トイレを備蓄するなど、充実を図っているところでございます。また、マンホールトイ

レに関しましても整備をしておりますので、それらのものを総合的に活用して、しっかりとしたトイレ

対策に努めていきたいと思っております。 

○鈴木都市計画課長  私からはコミュニティバスについてでございますが、委員からバス停、駅から

遠い交通不便地域だけでというお話をいただきました。効果的な地域を選定していくにあたって

は、１１の評価指標を設定してございます。当然ながら、鉄道駅、路線バスのサービス圏域外のところ、
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あるいは路線バスの運行状況とともに、高齢者の数、子育て世帯の数、あるいは土地の高低差、各施設

のいろいろな立地状況等々を勘案して、効果的な地域をお示ししているところでございます。 

 点数が低いからといって、その地域が置き去りにされているということではなくて、ある意味、逆を

捉えますと、そうしたところが充実しているのは、点数が低い地域というところでございます。 

 それから、ご提案として、シティプロモーション等のためにしっかりＰＲをというところでございま

すが、当然ながら、目標像にも掲げてございますが、コミュニティバスについては、ラッピング、ある

いは車内でのＰＲ、広報等々、それから、これは地域を走るバスですので、地域の商店街、あるいは事

業所との連携など、さまざま工夫しながら、今後、検討していきたいというところでございます。 

 ただ、このシティプロモーションだけで、例えば、広幅員の道路を１本、２本走らせるというのは、

本来のバスの趣旨からは少し違うのかなと。やはりシティプロモーションや地域とのつながりというの

は、副次的に目標として出てくるものであって、そういう捉え方でございます。 

 それから、東西の道路のつながり方ということがございました。補助２６号線については、今年度末

には開通するというのを東京都から聞いてございます。 

 一方で、この路線については、民間のバス事業者にかねてからバス路線を走らせていただきたいとい

うことを打診しておりまして、前向きに検討いただいているところでございます。そうした取り組みと

ともに、総合的に品川区の地域公共交通を向上させていくというところでございます。 

○溝口公園課長  私からは、しながわ水族館についてお答えさせていただきます。 

 まず、しながわ水族館でございますが、平成３年１０月にオープンいたしまして、来年で３０周年を

迎える施設でございます。 

 そういった中、当初より区単独で、直営でやってきた水族館ではございませんので、開館当時から、

民間の活力、ノウハウも活かしながら、これまで一体となって運営してきたところでございます。 

 そういった中でいきますと、完全民営化については、この３０年の間に、水族館のいろいろな運営の

仕方が出てきております。そういったものも見極めながら、今後をしっかり考え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。 

 また、修繕につきましては、やはり３０年経過しておりますので、古くなってきている部分がありま

す。そういった中で、修繕というのは、どうしても生き物を飼っている関係上、しっかり修繕しながら、

維持管理していかなければいけないというところでございます。 

 また、今後につきましては、民営化、または修繕といったものもあります。また、入館者数というと

ころもありますので、そういったことも総合的にいろいろ考えながら、今後の水族館を検討していきた

いというところで予算を計上させていただいているところでございます。そうしたところでも、また改

めて、今後の水族館をどうしていくのか、しっかり検討していきたいと考えているところでございます。 

○筒井委員  ぜひともミニポンプ隊は、地域特性に応じた工夫、町会の人のモチベーションが上がる

ような取り組みをお願いします。 

 トイレについては、在宅避難の方にも、そうしたトイレの重要性の啓発をぜひよろしくお願いします。 

 コミュニティバスなのですけれども、当然、民間の関係があると思うのです。やはり象徴的な場所、

路線に１本、２本、数本でもいいので、走らせたほうが、私は目標②、③を達成しやすいかなと考えて

おりますので、ぜひよろしくお願いします。 

 しながわ水族館ですけれども、正直、私は品川駅の近くにある民間のものより、今のしながわ水族館

が好きです。おもしろいのですけれども、修繕という頭の痛い問題は、やはり議会と行政はしっかり考
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えなければいけないので、本当に難しい問題かと思いますけれども、今の良さを継続しながら、総合的

に今後とも考慮していっていただきたいと考えております。よろしくお願いします。 

○鈴木（真）委員長  次に、吉田委員。 

○吉田委員  私からは、３１９ページ、都市計画費から、航空機騒音測定委託、３２９ページ、公園

管理費の（仮称）旗の台六丁目公園整備、３３９ページ、住宅費の空き家等対策事業、３４１ページ、

同じく住宅費の居住支援事業、３４３ページの防災費、避難行動要支援者経費、名簿作成経費について

伺います。順不同で伺います。 

 最初に、航空機騒音測定委託です。事項別説明資料に事業内容が１、２と書いてあって、あらかじめ

お問い合わせしまたので、事業内容についてはわかったのですが、常時航空機騒音測定の場所が事項別

説明資料のときから変わったということなのですが、その辺の経緯をもう少し教えてください。 

 それから、事業内容２の短期測定です。区民からの苦情や相談が継続的に発生する地域について、状

況把握のため７日間の短期計測を実施するということです。この事業内容２の対象地域をどのように選

ぶのでしょうか。 

 それで、７日間測定して、うるさかったねということではないと思うのです。事業内容１と合わせて、

一番気になるのは、これで計測した結果をもって、どのように国に働きかけるのかということです。ぜ

ひ教えてください。 

○鈴木都市計画課長  航空機騒音の測定に関することでございますが、さきに行われました国による

実機飛行確認の際も、区で臨時的に測定局を設けてございます。 

 その測定局は立会小学校屋上、台場小学校屋上、こちらは、国から測定の際のマニュアルが出されて

おりますが、それに沿って、専門業者のアドバイスをいただきながら、ほかの音が入らないなど、いろ

いろな条件があるのですが、そうしたところから区有施設の中で選定してございます。 

 事項別説明資料の中には、台場小学校のかわりに、当時は浜川中学校が入っていたわけなのですが、

浜川中学校もルートに近いということで、当初予算の要求のときは検討対象として挙げていたのですが、

浜川中学校が建て替えということもあって、臨時のときは台場小学校を選定した。来年度は、またしっ

かり検討して、この２地点になるのか、ほかの地点になるのかはこれからですが、進めていきたいとい

うところでございます。 

 それから、基本的に常時測定はルートに近い２地点で、しっかり音を測定して、分析していくわけで

すが、それ以外のところでの不安の声、あるいはお尋ねの声が出た場合に、予算的に、そこで測定でき

ないのかということでございます。ただ、お一人、お一人のお声を聞いて、そこに測定器を立ててとい

うと相当な対応になりますので、今のところ、一定程度、お声が集中する、その集中するという捉え方

をどう持って、来年度、測定器を３カ所に設置していくかというのはしっかり検討していかなければい

けないところだと思います。それは、町会の方などにお聞きしながら考えていくということでございま

す。 

 あとは、その周りの施設、あるいは住宅の密集度なども考慮していかなければいけないところだと思

います。 

 それから、測定した結果について、当然ながら、短期と常時を合わせて、区でもしっかり騒音を確認

するわけですが、確認の仕方として、あるいは国への今後の求め方については、国の住宅の補助制度が

従前からあるわけです。これは、デシベルというよりもＬｄｅｎという形の捉え方で、年間を通して測

定することによって、その対象地域のエリア出しができてくるわけでございます。 
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 これは、当然、今後、国でもやるわけですが、区でも測定を積み重ねて、このＬｄｅｎを出して、国

が言っていることに違いはないか等々、しっかり国に確認し、あるいは求めていくということになろう

かと思います。 

○吉田委員  場所が変更になった経緯はわかりました。 

 一番気になるのが、計測した結果を、区がどう活かすか。区民が求めているのは、結果として、国の

騒音軽減対策が有効に働いて、特にそんなにうるさくはないということであれば問題ないですが、それ

が、やはりうるさい。計測で８０デシベルと言っているのが、思ったより実感としてうるさいというお

声が多かった場合には、きちんとその声を国に届けてほしいということだと思います。ぜひそのように

働きかけをしていただきたいと思います。 

 事項別説明資料を読むと、測定して、国が実施する騒音軽減対策の実施状況を計画的に把握するとい

うところでとまっているのが大変気になっています。やはりきちんと区として区民の意見を代弁する形

で伝えていっていただきたいと思います。できたら、今からでも事業計画を変更してほしい。そのよう

に伝えていっていただきたいと思います。 

 この区民からの苦情や相談で、町会のご意見をお聞きになるのは大変結構ですけれども、やはり個人、

個人で、そこがうるさいという声も、ぜひきちんと受けとめていただいて、７日間という短期ですけれ

ども、計測に応じていただきたいと思っております。これは要望にとどめておきますので、今後、しっ

かりやっていただきたいと思います。 

 次に、飛んで、３４３ページの避難行動要支援者経費、名簿作成経費について伺います。３月に自宅

で暮らす障害者のところに避難行動要支援者の名簿の記載し、しかるべきところにその名簿を提出する

ことに同意するか否かのアンケートが配られました。 

 あらかじめお問い合わせしましたので、対象が変わった経緯なども含めて、その対象者についてお答

えください。 

○中島防災課長  避難行動要支援者名簿についてのご質問でございますが、こちらは、平成２５年か

ら災害対策基本法で作成が義務づけられています。区といたしましては、平成１８年ぐらいから作り始

めているところでございます。 

 現時点で登録の意向調査をしている対象者は、要介護度が１から５の認定を受けた高齢の方で、施設

入所されていない方、また、身体障害者手帳をお持ちの方で、肢体不自由者、聴覚障害、視覚障害の総

合等級１から３に該当する方、さらに、この名簿に登録を特に希望する方で、区が避難誘導に支援が必

要と判断する方となっております。 

○吉田委員  要するに、要介護度１から５の方、それから、身体障害者の方たちが対象であったため、

対象者として、知的障害の方が含まれていないのです。ところが、実際には、知的障害者の方たちに配

られた。そもそも対象を身体障害者に絞った理由と、結果として、知的障害者の方に配った経緯につい

て伺いたいと思います。 

 それで、知的障害者の方も対象としたという判断は支持したいと思います。ぜひそうすべきだったの

です。その判断はよかったのですけれども、問題は、アンケートの内容などが、要介護者と身体障害者

の方のアンケートのままなのです。それが混乱を招いていて、どうしてそのようになったのでしょうか

ということを伺いたいと思います。 

○中島防災課長  そもそも、先ほど申し上げた要介護度１から５、あと、身体障害者手帳の総合等級

の１級から３級ということにつきましては、平成１８年度当初からの基準ではあるのですけれども、や
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はり避難行動に支援が必要だと思われる方ということで、当然、その他にもいらっしゃいますが、その

ような方を対象として考えてきたところでございます。 

 また、そのような中で、今回、愛の手帳をお持ちの知的障害の方ということになると思いますけれど

も、そういう方に関しましても、当然、避難行動に支援が必要だろうということが後々わかりまして、

さきのアンケート用紙の文言に十分書き切れていなかったところもあります。 

 当初、災害時に活用する名簿には、愛の手帳の保持者が含まれておりましたので、そのような観点か

ら、プラスアルファの形でご案内を送らせていただいたところでございます。 

 アンケート用紙の表記につきましては、工夫が必要だと思いますので、それについては考えていきた

いと思います。 

○吉田委員  繰り返しになりますけれども、知的障害者まで対象を広げたという判断は正しかったと

思います。ただ、とても残念だったのは、アンケートがそのまま配られてしまったということなのです。 

 結果として、アンケートの内容が知的障害者を対象とするようなものではないのです。身体のほうに

特に問題がなかったら、何も書き込むところはないまま、名簿に載せますか、載せませんかという同意

を求められたということで、区の意図をよく理解して、要するに、これは支援が必要な人の同意を求め

ているのだろうなということで同意したという方と、何でうちの子は対象ではないのに配られていて、

そもそも何で対象から外れたのかという戸惑いを持たれた方がいらっしゃいます。せっかくよい判断を

したのに、何か１枚つけるなどという配慮はできなかったのでしょうか。その辺のことがとても残念な

ので、今後、何かフォローをしたほうがいいと思うのですけれども、お考えを伺いたいと思います。 

○中島防災課長  表記については、繰り返しになりますけれども、工夫をさせていただく必要がある

かなと思っております。 

 知的障害者の団体の方ともお話しする機会もございましたし、そういうところの機会を捉えまして、

どのような形のご案内がいいかというのは考えていく必要があるかなと考えております。 

 また、余り数は多くないのですけれども、実際、この送付に対してお問い合わせをいただいていると

ころもございますので、そこについては、適切に対応していきたいと思っております。 

○吉田委員  団体に所属している方は、その団体から適正に区の意図が伝わりますし、お問い合わせ

をした方は、ちゃんと答えていただけたと思うのですけれども、そうでない方も結構いらっしゃいます。

団体に所属している人は、パーセンテージとしては結構少ないのです。その方たちへの対応も、ぜひ配

慮を持って、今後、このようなことがないように、最初から余り対象を絞らない形で、実際の支援の重

要度というのはアンケートでわかると思いますので、検討していただきたいと思います。 

 次に、住宅のほうにいきます。最初に、居住支援事業を伺います。第１回居住支援協議会を傍聴した

とき、不動産関係団体として参加されている方から、現時点での品川区の居住支援事業は、高齢者住宅

生活支援サービス事業とひとり親家庭住宅入居支援事業の２つだけかという問いがありました。 

 それに対して、商業・ものづくり課からは、外国人介護人材向けの住宅支援や障害者福祉課からは、

グループホームの新設計画の情報も提供されました。 

 問いかけをされた方からは、そういう情報も品川区の居住支援の仕組みとして公表したらどうかとい

う前向きなご意見があり、座長を含め、他の参加者からも品川区のさまざまな居住支援制度が網羅され

た資料があるといいというご意見がありました。 

 そのような資料は、今後作成されるのでしょうか。居住支援協議会向けの資料としてだけでなく、一

般にも提供される資料として見やすいものがあればいいと思うのですが、いかがでしょうか。 
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○森住宅課長  委員からご紹介がありました居住支援協議会における不動産関係団体の意見を踏まえ

まして、区としても、そういった具体的な支援を行っていく中で、その取り組みが一目でわかるような

パンフレットの必要性の認識はしているところでございます。 

 今後、具体的な支援を進めるにあたって、協議会の中で、そういったパンフレットの案を出させてい

ただいて、協議会の中で議論を進めていきたいと考えております。 

○吉田委員  今後、品川区内に住まうということに関しての情報が、所管を越えていろいろ区民にも

わかりやすく提供されるといいなと思いますので、その辺、ぜひ前向きに検討を進めていっていただき

たいと思います。 

 それから、やはり協議会に参加されている民生委員の方から、今のところは、ここで協議されている

のは、高齢者が契約をしにくいことへの支援という話だったけれども、高齢者の居住に関しては、ほか

にも支援が必要なことがたくさんあるというご意見が出ました。継続した居住への支援があると、高齢

者本人だけではなくて、住宅を貸す大家さんにとってもメリットになるのではないかと思いますが、そ

のような点についても、今後、居住支援協議会の議論の対象になっていってほしいという視点で、もし

お考えがあれば、伺いたいと思います。 

 それで、次の質問にいきます。空き家対策のほうです。空き家改修助成が、昨年の予算では１件の計

上だったのですが、今年は２件になっています。これは、同時に新規に計上されています。同時に空き

家を公共的な用途として有効活用した場合に、所有者が負担している固定資産税相当分を区が賃借料と

して所有者に支払うという助成制度が始まるので、これを合わせて活用すると、それが進むだろうと見

込んで２件に増やしたということなのでしょうか。 

 この時点で改めて伺いますが、公共的な活用というのは、どの辺まで含んでいるのか伺いたいと思い

ます。 

 それから、空き家の定義なのですけれども、１軒丸々あいていないとだめなのでしょうか。例え

ば、１つの建物の所有者で、１階は誰も使っていなくて、そこを誰かに使ってもらいたいのだという声

はあると思うのですけれども、それは空き家に該当するのでしょうか。伺います。 

○森住宅課長  まず、居住支援に関してでございますけれども、民生委員の代表の方からも、そう

いった入居の支援、あるいは万一のときの支援のご意見が出されました。 

 区といたしましても、入居前、入居中、それから、退去時のそれぞれのフェーズに必要となる支援が

それぞれあろうかと思いますので、それについて、協議会の中でも議論していきたいと考えております。 

 それから、空き家の活用についてでございますけれども、現在、委員にご紹介いただきましたように、

空き家改修助成を１件増額させていただきました。そして、賃借料を新規計上させていただいておりま

す。 

 現在、１件、区の子育てや福祉といったものにぜひ活用していただきたいというお申し出を受けて、

先日、区のほうで内覧をさせていただいたところでございます。 

 区の事業といたしましては、子ども育成課、子ども家庭支援課、それから、地域活動課や生活福祉課

など、いろいろなところとどのような事業ができるのかということを検討しているところでございます。 

 今後、所有者の方々とお話をしながら、よりよい形になれるようにしたいなと思っておりまして、こ

ういったものをしっかりＰＲして、１件、２件、３件と続けていけるように、少し予算要求をさせてい

ただいているところでございます。 

 また、空き家の定義についてでございますけれども、基本的には、全ての部屋があいている。何も
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使っていない建物という定義でございますので、そういった１部屋を貸したいということについては、

今のところ考えているものではございません。 

○吉田委員  １部屋となると、空き家と言いにくいかなと思うのですけれども、１階は丸々あいてい

る。１階は誰も使っていない。それから、小さな集合住宅の持ち主で、１階部分は使ってほしいのだと

いうのは、品川区では空き家とならないのです。１軒丸々あいていて活用してくれという人を探すとな

ると、少しハードルが高いかなと思います。その辺、ぜひ検討していただけたらと思います。 

 最後に、公園管理費のほうで、（仮称）旗の台六丁目公園整備です。整備基本計画策定等委託とあり

ますが、整備基本計画というのは、どのレベルの計画でしょうか。地域の人たちの要望を聞き取るよう

なことも含んでの委託でしょうか。委託先はどのように決めるのか。計画にかける期間のイメージなど、

簡単にお答えください。 

○溝口公園課長  私から、来年度に整備を始めていきます旗の台六丁目の公園整備についてお答えさ

せていただきます。 

 まず、来年ですけれども、新設の公園になりますので、基本計画という形で、地域の方たちに意見を

聞いてやっていきたいと考えております。そういった中で、町会等の意見を聞きながらというのもあり

ますし、ワークショップの開催も視野に入れているところでございます。 

 また、委託業者の選定につきましては、今回、特に特殊な公園ではありませんので、一般競争入札で

業者を決めていきたいと考えているところでございます。 

○吉田委員  一般競争入札ということなのですが、仕様書の中身は区としての要望を盛り込むという

ことで、しっかりやっていただきたいと思います。 

○鈴木（真）委員長  次に、松本委員。 

○松本委員  ３０５ページ、屋外広告物取締事務、３０７ページ、シェアサイクル事業、３４３ペー

ジ、消防団運営費、時間があれば、３４５ページ、防災用新タブレット導入等経費について伺います。 

 まず、屋外広告物取締事務についてですが、取り締まりの中身というのはどういうものか、確認です

けれども、お伺いできればと思います。 

○今井土木管理課長  屋外広告物の取り締まりでございますけれども、主に区の職員が定期的に見

回っているもの、それから、シルバー人材センターに委託して除去しているもの、それから、しながわ

景観美化隊という除却協力をしていただいている区民のボランティアの方に除却していただいているも

の、このような形で進めております。 

○松本委員  根拠となっているのは、東京都の屋外広告物条例かと思います。こちらの条例は、表示

の方法や形状、色彩、公衆に危害を及ぼすか否かといった規制はあるかと思うのですけれども、看板の

表示内容については、屋外広告物条例では規制されていないという理解でよろしいでしょうか。 

○今井土木管理課長  取り去っているものは、電柱にある広告物や路上に置いてある置き看板などを

取り去っているところがございます。 

 また、今ご質問の条例上には、内容等につきまして、厳格な決めはございませんけれども、屋外広告

物の景観行政団体として品川区も登録しておりますので、赤色の掲示物等、デジタルサイネージなどに

関しては取り締まりといいますか、規制の対象になっている地域もございます。 

○松本委員  デジタルの部分や電飾の部分は規制があるということで、一方で、表示の内容は特にな

いのだろうと思います。 

 なぜこういった質問をさせていただいているかといいますと、少しマニアックになっていくのですけ
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れども、昨年、千代田区の秋葉原で成人向けゲームの看板が撤去されたという事例がありました。この

撤去は、千代田区による指導のせいではないかという話と、東京都が指導したのではないかという問題

が生じました。いろいろと報道していたメディアの情報が錯綜していたという状況があったのですけれ

ども、最終的には、どうも東京都も千代田区も、どちらも指導は行っていないというところで落ちつい

たようです。 

 東京都については、これが成人向けということで、東京都青少年の健全な育成に関する条例があると

いうところで、東京都の名前が出てくるのはわかりやすいのですけれども、千代田区にも、独自条例で

安全で快適な千代田区の生活環境の整備に関する条例というものがあるようで、その中で、「何人も、

善良な風俗を害し青少年に悪影響を及ぼす活動を行い、その活動に関し広告物の掲出、チラシ、パンフ

レット等の配布等を行ってはならない」という条文があるようです。 

 一部、国会議員などが、さすがに過度というか、広範過ぎるのではないかということで、この条例自

体に問題があるのではないかという声が上がりました。 

 そこで、確認なのですけれども、品川区においては、屋外広告物の表現内容を規制するような独自の

条例は特にないという理解でよろしいでしょうか。 

○今井土木管理課長  私ども、土木管理課が所管しております屋外広告物、東京都の事業委託受けて

おります条例等につきましては、内容等にそのような規制はございません。 

 ただ、今、委員がご指摘のとおり、品川区も青少年対策地区委員などが地域で成人向けの自動販売機

などを警察と連携して青少年対策で取り締まりを行っておりますので、そのような事例がありましたら、

庁内連携をして対応するものと認識しております。 

○松本委員  そうなのです。自治会、町会などが独自に警察と連携することはあり得るのかなと思う

ところです。 

 東京都青少年の健全な育成に関する条例なのですけれども、報道を見ていますと、広告物については、

都民安全推進課というところが担当していて、秋葉原の看板については、報道によると、屋外広告物の

表現内容が条例違反であるかどうかというのは、東京都の青少年健全育成審議会にかける必要があると

答えているようなのです。 

 それで、実際に条例を見ますと、第１８条の２で、有害広告物に対する措置を命ずるには、この審議

会の意見を聞くことになっているということであります。 

 表現の自由の問題があるので、慎重な取り扱いをしているのだと思うのですけれども、先ほど、地元

の住民の方たちと警察が連携という話があったかと思います。この有害広告物か否か自体は、表現内容

になってくるので、判断するのは都の管轄であって、区の管轄ではないと理解しておりますけれども、

その理解で正しいのかというところと、表現の自由の問題があります。先ほど、町会、自治会というお

話でしたけれども、区が独自に内容面で広告主等に指導することはないと理解してよろしいでしょうか。 

○今井土木管理課長  こちら、東京都の屋外広告物条例の事業委任でやっております。その条例の目

的としまして、やはり良好な景観を形成する、風致を維持する、公衆に対する危害の防止、それ以外に、

この条例の適用にあたっては、国民の政治活動の自由その他、国民の基本的人権を不当に侵害しないよ

うに留意しなければならないということが目的で定められておりますので、東京都と連携して、品川区

としても対応することとなろうと思います。 

○松本委員  いろいろと区民からクレームなどが上がってくるかと思うのですけれども、どうしても

いろいろな声が上がってくると、それに基づいて指導しようという流れがあると思うのです。 
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 一方で、きちんと法的な根拠に基づかない指導を行ってしまうと、やはり人権の問題が出てくると思

いますので、ぜひご留意いただければと思います。 

 次に、シェアサイクル事業なのですけれども、先ほど、別の委員からも質問がありました。私も、 

Ｕｂｅｒ Ｅａｔｓが使っているのをよく見かけており、先ほどはマナーの点からのご質問があったか

と思うのです。 

 これはもともと観光目的で社会実験を始められましたが、通勤・通学用でも使われているというとこ

ろはある程度ご認識はあったかと思うのです。 

 一方で、先ほどのＵｂｅｒ Ｅａｔｓの場合は、完全に労働者性でいろいろと問題になっているとは

いえ、個人事業主が通勤や通学ではなくて、事業目的で使っているという事情があるかと思います。場

合によっては、その使用が多くなってしまった結果、観光目的、あるいは通勤・通学目的の人たちが使

えなくなるということも起こり得るのではないかと思うのですが、そのあたり、問題意識として、現状

でこのままでいいのかというところをご回答いただければと思います。 

○今井土木管理課長  Ｕｂｅｒ Ｅａｔｓなどによるシェアサイクルの利用ですけれども、確かに品

川区としましては、観光や通勤・通学というところでございますが、都心１０区では法人利用、つまり

親会社と子会社の利用など、やはり、法人利用もその地域においては重要なことになっております。 

 確かに偏在する需要があるかもしれませんけれども、区といたしましては、昼間利用を制限すること

なく、何とか台数を確認しながら、適正に配置することで、昼間利用、そして、区民の皆様、全てが使

えるようなニーズを確認していきたいと思っております。 

○松本委員  ぜひ引き続き検討をお願いいたします。 

 次につきます。消防団運営費です。消防団というのは、２３区、特別区の場合は、東京都が所管して

いるということはわかっているのですけれども、歳末警戒などで謝礼が出ているので少しお伺いしたい

のです。この歳末警戒の際、私も団員なので何となくはわかるのですが、署や団のお偉い方たちがい

らっしゃるときに、防寒着を着ずに、外で待たされているという時間が結構あるということを、いろい

ろな方からつらいのだという話を聞きます。 

 この団員の充足率向上というのは、常に課題とはなっているのですけれども、そのような少し昔なが

らというか、古い、余り合理的ではないようなルールがいろいろとあるのが、１つ、消防団の問題では

ないかと思うのです。所管が東京都であることは理解しながら、やはり区民がかかわっている団体とい

うことで、区としても、もし機会があれば、こういう健康上の配慮についてご指摘いただければと思い

ますが、いかがでしょうか。 

○大森災害対策担当課長  ご意見等を踏まえまして、しっかり消防署と連携しまして、意見も伝えて

まいります。 

○鈴木（真）委員長  答弁時間に配慮をよろしくお願いします。 

 次に、小芝委員。 

○小芝委員  私からは、３２１ページの都市防災まちづくり事業費に関連して、井戸の活用について、

また、３４３ページの消防団運営費について、３１５ページ、立会川溢水防止板設置工事等について質

問いたします。 

 まず、井戸の活用について、冒頭お聞きします。品川区で災害時に断水が起きた場合、地域住民の方

は生活用水をいかにして確保するのでしょうか。 

○中島防災課長  まず、災害時における生活用水の考えについてお答えいたします。品川区で保有し
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ている井戸がございます。例えば、区民避難所４３カ所に浅井戸というものを設けております。 

 また、震災対策用井戸が、区内だと、西大井広場公園、戸越公園、荏原第一中学校にございます。ま

た、防災活動広場９カ所にも井戸等を設けております。 

 災害時に断水となった場合は、これらの井戸を活用することで、生活用水等を確保していきたいと思

います。 

 また、プール等の水もございますので、ろ過器を使用するなどで確保できるかなと考えております。 

○小芝委員  一方で、災害時に自宅の損壊がなかったり、損壊があったとしても軽微であったりする

場合は、地域住民の方も家にとどまる方がいらっしゃると思うのです。そのような中で断水が起きた場

合に、飲み水ではなくて、生活用水をどこから調達するかというのが１つの課題だと思うのです。 

 私も大井地域を歩いておりますと、車の入れない路地に、今は使われていない井戸が幾つもあります。

手動で水を上げていくポンプの井戸でございます。 

 地域では、大分前から、その井戸を災害時に防災井戸として活用してもらいたいという声を伺ってお

りました。それは、現実としてあります。 

 実際に、例えば、４年前の熊本地震では、熊本市内が一時全戸断水になったことがありました。その

際、やはり活躍したのが井戸でございました。井戸の前に、洗濯やトイレで使う水を求める長蛇の列が

できたのも事実でございます。 

 この２３区内でも、個人で所有している井戸を防災井戸として活用する取り組みを１０区が取り組ん

でいるわけでございます。 

 今、区で、災害時に使わないのだけれども、把握している井戸が幾つあるか教えてもらえますか。 

○中島防災課長  区が保有している井戸は、先ほど申し上げたとおりでございますが、区が管理して

把握している井戸でございますと、例えば、生活衛生課で宅地に水道が設置されていないお宅で、井戸

水のみを利用されているお宅が、たしか１２軒ほどあると聞いております。 

 また、少し目的は違いますけれども、地盤沈下対策等で、井戸というか、用水という形で水を扱って

いるというところも聞いております。 

 区としては、恐らくそれぐらいを把握しているのではないかと思っております。 

○小芝委員  私もこの地域を回りまして、１つの町会の中で３つ、４つあるところもございますので、

実際、井戸自体はもっと多いのかなという印象がございます。 

 もちろん、区で把握していない井戸の中には、使われている井戸もあれば、器具が破損して使えない

井戸もございます。それらの井戸を正常に使うことができれば、やはりいざというときに住民の生活用

水として役立つはずでございます。 

 区は、これまで定例会や委員会などで、何度も民間井戸の防災活用を促されてきたことと思いますが、

毎回、答弁を聞いておりますと、今後は研究を進めていきたいという答弁を貫かれていたと思うのです。

これまでの間で研究されてきたことの成果と、また、今後に向けた取り組みを教えてもらえますでしょ

うか。 

○中島防災課長  先ほど少し申し上げたのは、あくまで区が把握しているもので、恐らく民間井戸に

関しては、もっとたくさんあると考えております。 

 これまでの答弁でも、井戸についてお答えさせていただいたところでございます。区といたしまして

は、やはり不特定多数の方が敷地に入るような災害時の民間井戸の活用というのは、まだまだ研究する

余地があるかなと考えているところでございます。 
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 ただ、昨年の千葉県の台風第１５号などで長期の断水などがあった際に、やはり井戸の重要性が見直

されたところでございます。すぐに、どのような形で対応ができるかというのは、まだ引き続き研究が

必要ですけれども、やはりそのような災害の事例での活用も踏まえまして、井戸の重要性は認識してい

るところでございます。研究については、引き続き続けていきたいと思います。 

○小芝委員  井戸の重要性を十分に把握されているということで、今後も前向きに検討していただけ

ればと思います。 

 次の質問に移ります。消防団運営費についてでございます。昨年の台風第１９号では、私が所属して

おります大井消防団第４分団の詰所で待機しておりまして、事態の推移を見つつ、適時、積載ポンプ車

に乗り込んで、地域を警戒してきたわけでございます。 

 分団本部に詰めている間は、常に流れてくる無線に耳を傾けていたのですけれども、ほとんど多くの

団員は、スマートフォンを片手に、ＳＮＳなどで地域の情報を収集しておりました。１０時間以上、詰

所で待機する間、地域の生の情報をＳＮＳなどで仕入れていくとなると、人によっては通信速度が遅く

なる事態も考えられ、情報収集に手間がかかる事態も想定されます。 

 そこで、品川区のフリーＷｉ－Ｆｉの利用可能地域を、区内消防団の分団の詰所に広げていただける

ようにお願いしたいということでございます。もちろん、先ほど、松本委員からもお話があったと思い

ます。あくまでも消防団の管轄は東京都でございますので、なかなか苦しいとは思うのですけれども、

ぜひご見解をお聞かせいただければと思います。 

○大森災害対策担当課長  分団施設における情報収集の件でございます。委員ご指摘のとおり、分団

施設につきましては、東京消防庁が所管して、維持管理しているというものでございます。したがいま

して、そこでどのようなものを使って情報収集していくかということは、区内全体で考えますと、その

辺の制度設計等については、東京消防庁が中心となって考えていただくことでございます。区としては、

委員の意見等も踏まえ、しっかりそれについてお伝えしてまいりたいと思います。 

 一方、品川区のフリーＷｉ－Ｆｉでございますが、こちらにつきましては区の事業でございまして、

観光客の誘客や、災害時の通信手段や、平常時の区民の利便性という観点から整備をしているという形

で伺っております。 

 大井第４分団があるしながわ中央公園につきましては、現状では整備されていないというところも認

識しております。それぞれのニーズを確認しながら、整備について考えてまいりたいと思います。 

○小芝委員  次の質問に移ります。立会川溢水防止板設置工事等についてでございます。昨年から立

会川の河口部付近で青い鉄製のパネルを川の両岸の鉄柵にはめ込む工事を進めていると思うのです。来

年度の予算でも、この工事を進めていくということですが、具体的にどのあたりに設置を広げていくの

でしょうか。お答えください。 

○松本河川下水道課長  来年度の溢水防止板の設置についてでございますが、国道１５号線から浜川

橋までの左岸側と、弁天橋から河口までの右岸側に溢水防止板を設置する予定としております。 

○小芝委員  立会川の高潮対策は、特に旧東海道の泪橋から東側に住む方々からは、かねてから心配

の声を聞いておりましたので、心強いものでございます。 

○鈴木（真）委員長  会議の運営上、暫時休憩いたします。 

○午後０時０４分休憩 

 

○午後１時０５分再開 
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○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  ３２７ページ、公園・児童遊園整備費、３１９ページ、やさしいまちづくり整備費につ

いてお聞きします。 

 現在、子どもたちのアイデア等を活かした公園づくりを開催中で、先日の一般質問のご答弁にありま

したように、大井坂下公園にユニバーサルデザインの公園、特に子どもたちに特化したインクルーシブ

公園ができる予定です。子どもたちがインクルーシブ公園で育ち、ゆくゆくはソーシャルインクルー

ジョンが実現されるよう、これからは多くの公園がユニバーサルデザインになることを望んでいます。

インクルーシブ公園は誰もが楽しめる公園なのですが、メインは遊具です。遊具がユニバーサルデザイ

ンであることも、今までの日本にはほとんどなかったので、とても画期的で、もちろん大切なことです。 

 一方で、例えば公園のゲート、トイレ、地面、あと水飲み場やベンチなども、ユニバーサルデザイン

を検討していかないと、誰もが楽しめる公園にはなりませんが、そのような部分での改修はこれから

行っていく予定はありますでしょうか。来年度の実施があればお聞かせください。 

○溝口公園課長  まず公園のバリアフリー化と合わせて、ユニバーサルデザイン化の件でございます。

これまでも、出入り口のバリアフリー化等を取り組んできたところでございます。そういった中、今後

はやはり、委員ご指摘の水飲み場ですとか、またそこまでに行くアクセスルート、そういったもののバ

リアフリー化といったものが必要だというふうに考えております。 

 そういった中で来年度におきましても、２つの公園について設計、整備を予定しておりまして、また

新たに今後、１つの公園の改修に向けた設計を行っていく予定をしているところでございます。 

○せお委員  ぜひ、できるだけ多くの場所での整備をお願いいたします。 

 さて、インクルーシブ公園に関しては、先日の都議会の一般質問の答弁にて、区市町村に対する補助

制度の創設についても検討していくと答弁がありました。さまざまな機会でお話しさせていただいてい

ますが、子どものころから多様性を自然と身近に感じられるインクルーシブ公園は、地域共生社会をつ

くる上でとても重要だと思いますが、大井坂下公園で終わりではなく、機会があれば、インクルーシブ

公園の整備を進めていただきたいと思いますが、見解をお聞かせください。 

○溝口公園課長  今回、子どもたちのアイデアを活かした公園づくりということで、さまざまなアイ

デアをいただいているところでございます。そういった中で、インクルーシブ、ユニバーサル、そう

いったところの視点も、あわせていただいているところでございます。そういったものは今後、大井坂

下公園にとどまらず、今後の公園整備の改修、そういったものには活か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。 

○せお委員  ぜひ前向きに、検討をお願いしたいと思います。 

 そして東京都に関連して、都立林試の森公園ですが、南側にありました国有地を林試の森公園として

拡張し、整備する予定です。その利用方針で示された土地利用の考え方の２番目に、「社会福祉機能の

充実と、にぎわいと交流とが生まれる生活空間の形成」とあります。まさにインクルーシブなユニバー

サルデザインの公園は、多様な人との交流が生まれます。さらに林試の森公園の西側には、区が買い取

る部分もあり、そちらには障害者福祉施設が計画されています。福祉施設とインクルーシブな公園が近

くにあるということは、利便性はもちろん、地域共生社会への近道ではないかと考えます。 

 そこで、品川区として、都に積極的に、区民のお声や品川区の状況、そして整合性をお伝えしてほし
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いと考えますが、見解をお聞かせください。 

○溝口公園課長  これまでも、林試の森公園につきましては東京都が所管するところではございます

が、パブリックコメントの窓口は公園課のほうで行ってきておりますので、また今後の整備にあたりま

しては、地域のご要望、そういったものも区に寄せられているところではございます。そういったもの

はしっかり東京都のほうに伝えながら、整備していってもらうように働きかけ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。 

○せお委員  都の場所というか持ち物とはいえ、品川区内でありますので、積極的に提案などをお願

いいたします。 

 やさしいまちづくり整備費のほうに移ります。こちらの予算は主に、高齢者や障害者、小さなお子さ

ん連れの方々のための整備の予算と捉えております。品川区内の主要駅である目黒駅ですが、ＪＲ山手

線、東急目黒線、都営三田線、東京メトロ南北線と４路線が走っています。その中でも品川区民が比較

的多く乗られている東急目黒線だけでも、２０１８年度の乗降者数は２８万５,６６１人であり、４路

線を単純に合わせれば、品川区内でトップの乗降者数です。 

 その目黒駅ですが、高齢者や車椅子の方、ベビーカーを押している方が、目黒線、三田線、南北線と

ＪＲとの乗りかえの際には、一旦地上へ出て、横断歩道を渡ってからそれぞれのホームへ行かなくては

ならず、かなりの時間を要します。 

 さらにもう１点、ＪＲの改札口においては、西口と東口に出口があるにもかかわらず、東口にのみス

ロープがあり、しかも改札とスロープの行き来の間には店舗が建ち並んでいるところを通らなければな

らず、繁盛している時間帯には、「すいません」と言いながら通る姿もよく見られます。 

 そのような２点を私もお話しさせていただいて、現在、西口のスロープは工事に入っております。一

方、乗りかえの際に使用するエレベーターを設置していただきたいと考えますが、品川区としては必要

性を認識していて、特に今回はＪＲになるのですが、鉄道会社のほうに要望は出されておりますでしょ

うか、お聞かせください。 

○鈴木都市計画課長  目黒駅のバリアフリー化についてでございます。ただいまご指摘いただきまし

た、東急と地上にありますＪＲとの乗り継ぎのところにつきましては、基本的には今、エスカレーター

と階段のみというところで、ご指摘いただいたようにワンルートについては、まず一旦外に出てからＪ

Ｒのほうに行かなければいけないというところで、そのルートも非常に遠いというところで、このつな

ぎの部分については、区としましても、ＪＲのほうに働きかけを行って、エレベーターの設置をこれま

でも要望してきたところでございます。しかしながら、非常に狭いところでの設置ということで、なか

なかＪＲからは、構造的に難しいと、そうした回答をいただいているところでございます。 

○せお委員  ＪＲとしては、理解しているけれども難しいということもあるかと思うのですが、新し

いマンションも建っておりますし、目黒駅は皆さんご存じのすばらしい立地で、そして企業も建ち並ん

でおりますので、品川区民のため、利便性の向上とバリアフリーにご協力をいただき、ＪＲ五反田駅の

エレベーターのように、品川区として財政的支援をお願いしたいと思うのですが、その点はいかがで

しょうか。 

○鈴木都市計画課長  ワンルート確保のためのエレベーターの設置については、品川区でも、助成制

度、スキームをもって働きかけを行っているところでございます。ＪＲ目黒駅への乗り継ぎのためのエ

レベーターの設置については、構造的に難しいという回答はいただいてございますが、今ほぼ、区内の

駅ではワンルートが確保されいている中で、東京都が打ち出している優先整備の考え方には、次の取り
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組むべきものとして、複数ルート化ということも出てございます。区としては、引き続きしっかりした

助成制度をもって、促進策をもって、引き続き、ＪＲのほうに強く働きかけを行っていきたいというと

ころでございます。 

○せお委員  ぜひ、財政的支援をしていただきながら、バリアフリーはもう、オリンピックに目黒駅

は間に合わないですが、やはりとても必要なことかと思いますので、ぜひ支援をお願いしたいと思って

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、３０４ページ、土木費全般から、関連して新型コロナウイルス感染症の公

共工事への影響、３１９ページ、空港環境経費、３４３ページ、避難行動要支援者経費、そして時間が

あれば３４５ページ、り災証明書発行計画案作成経費について伺います。 

 まず、総務費の契約のところとも若干重なるのですが、区内の公共工事に関してちょっとお伺いしま

す。国交省の赤羽大臣から２月２８日に、新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐため、国直轄の公共

工事については、３月１５日までの２週間ほど一時中止するという異例の方針が出されています。これ

は、新型コロナウイルスの現場での感染拡大を防ぐことが目的で、工事を中止する間にかかる重機の

リース料、人件費などの費用は国が負担をすると。当然、受注する業者の意向を確認した上で、一時中

止や工期の延長などの措置をとるということになっています。 

 国においては、直轄の公共工事約９,０００件のうち、一時中止の申し出が約２００件で２％、業務

としては約１万２,０００件のうち、一時中止の申し出が１,２００件で約１０％、１割が申し出ている

とのことでございます。そして、今朝の業界紙によれば、国交省はこの一時中止措置について来週末ま

での延長を決めたということで、昨日それが発表されたということでした。 

 国から品川区、自治体に対しては、このような通達が来ているのかどうか。また、品川区発注の公共

工事に関しての方針を確認したいと思います。もしそういう方針が来ているのであれば、受注者の意向

というものは確認をされたのかどうか、教えてください。総務費に近い質問なので、もし所管が必要だ

ということであれば、代表して道路課にお願いしたいと思います。契約全体でお答えいただけるのであ

れば、それでお願いしたいのですけれども。 

○多並道路課長  私からは、工事における新型コロナウイルス感染症の関係でお答えさせていただき

ます。国土交通省からは、令和２年２月２７日付で、各都道府県あてに「新型コロナウイルス感染症の

感染拡大防止に向けた工事及び業務の一時中止措置等について」ということで通知があり、２８日付で、

東京都を通じて各市区町村あてに通知があったものでございます。 

 内容といたしましては今、委員がご紹介いただいたとおり、受注者の感染拡大防止の意向を尊重して、

必要な支援をする観点から、受注者に工事の一時中止等の意向があるかをまず確認するようにというこ

とです。中止期間としては３月１５日までということで、３月１１日付、昨日付で、国のほうからまた

再度、それが延長になりまして、３月１９日まで中止期間が延びたという通知が区のほうにも、今日都

を通じて届いているということでございます。 

 区としましても、まずは工事関係部署と経理課がすぐ集まりまして、情報共有を図ったところでござ

います。直ちに受注者のほうに、工事の中止等の対応がないかという意向をすぐ確認させていただいた

ところです。 

 まず、道路工事については、現時点で８４社、関連する企業がありましたけれども、確認した結果、

なしということでご連絡いただいています。その他の工事についても、確認できる範囲で確認した限り
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では今のところはないということでございます。 

○あくつ委員  現段階では、受注者としては、かなり工事において非常に面倒なことになるので、で

きれば続行したいというのが当然だと思うのですけれども、今後、新型コロナウイルス感染症の影響、

あとは収束の状況等によって、もし、そのような意向が出てきた場合はどうされるのか。 

 やはり、業界の方にお話を伺うと、中国が今、輸出をかなりストップをしていて、暖房便座、固有名

詞で言えばウォシュレットとか、あとはエアコン、食洗機の部品が今、受注ストップをしていたりとか、

あとはもう納品の延期がなされている状況があると。それが公共工事で、どの程度使われるかというと

ころもあるのですけれども、そうした場合にやはりどうしても工期の延長の話が出てくると思います。

また、そこについては国が、予算については面倒見るよと言っている。 

 例えば、もし今後こういうことが出てきた場合にはぜひ柔軟なご対応を、補正なのか、予備費なのか

わかりませんけれども、区は、やはりそういう体制もとっていただきたいという趣旨で質問いたします

が、申しわけないのですが、道路課からお願いいたします。 

○多並道路課長  工事中止等のことがあればもちろん、今の委員のご指摘のとおり、工事の内容に

よって大きく変わってくるかと思います。要するに、一旦終われるような工事であれば、そこで工事自

体中止という、３月末で１回終わって、新年度にまた新たに発注したり、そのときに、新たな補正予算

等を組むような方法が考えられると思います。それ以外の工事がとめられない、要するに、中止はかけ

られるけれども段取り上とめられないような工事については、中止後の連続した契約という可能性もあ

るかと思います。そこにつきましては、工事の内容と企業のご意向をよく踏まえつつ、経理課であった

り、財政課であったり、その必要な措置について協議しながら、適切に進めてまいりたいと思っている

ところでございます。 

○あくつ委員  国のほうでも、今おっしゃられたように、随意契約とか、いろいろなやり方があると

いうことを言っておりますので、その辺はぜひご配慮いただきたいと思います。すみません、ちょっと

所管が異なり厳しい中、いろいろお答えいただいてありがとうございました。 

 空港環境経費のところで、羽田新ルート対応の専門部署の新設について伺います。昨年の第３回定例

会の一般質問で、専門部署の設置をご提案したところ、都市環境部長のご答弁で、専門担当部署の設置

について検討していくということでした。どのような部署、人員体制をお考えになるのか、またどう

いったものを担当されるのか、お答えのできる範囲で教えていただければと思います。 

○鈴木都市計画課長  羽田機能強化に関する専門部署についてです。これまで、新ルート計画案が公

表されて以降の対応としましては、騒音関係につきましては環境課、それ以外、国との調整あるいは要

望、意見等の全般的なところについては、都市計画課で所管してまいりました。やはり３月２９日の本

格運用を控えて、区としてしっかり組織を一元化していきたいと今考えているところでございまして、

具体的には都市計画課に、空港環境担当の係長、それから担当１名という形での新設一元化を考えてい

るというところでございます。 

○あくつ委員  空港環境係ということのようですけれども、そのときのご提案の趣旨として、区民の

声をさらに国に届けやすくしていただきたいということと、国に対して新飛行経路案を固定化しないよ

うな取り組みを継続的、重点的に求めていくためにということで、新たな部署が、必要ではないかとい

うご提案でございましたが、確認ですが、今後は当然、全庁的な対応はもちろんなのですけれども、こ

の係が中心となって区民の声を国へ届けて、ルートを固定化しないような、これは品川区議会の決議で

もありますけれども、取り組みを粘り強く求めていただくということでよろしいでしょうか。 
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○鈴木都市計画課長  騒音も含めてまさに一元化をして、区民の声をしっかりお聞きして、それを国

のほうに強く伝えると。これは東京都、あるいは周辺の関係する区とも連携しながら、区がこれまで求

めてきた固定化しない取り組み、騒音環境の軽減、それから落下物対策含めて、しっかり国に求めてい

くと、この組織でしっかりやっていくものでございます。 

○あくつ委員  新設部署の設置については、やはり都市計画課長の負担が大きかったので、そこにつ

いてはと思っていたのですけれども、引き続きご答弁はもしかすると課長になるかもしれないのですけ

れども、そこはよろしくお願いいたします。 

 避難行動要支援者のところで、これも昨年の一般質問の中で、個人情報保護について、今回の予算特

別委員会でも何度も取り上げましたが、個人情報の取り扱いについて法的根拠等を示した規約や運用指

針が必要ではないでしょうかということを申し上げまして、区としてそのひな形を示す必要があるとい

うご提案させていただきました。 

 災害対策担当部長からは、そういう必要性を感じているので、ご提案の規約やひな形となるものを、

個別支援計画作成の手引き等に反映をしていくというご答弁をいただいておりますが、これがどのよう

な形で今、ご検討されているのか。個別支援計画作成の手引きに規約というものを反映をしていただく

というご答弁なのですけれども、総務費のところでも申し上げましたが、やはり町会・自治会の規約の

中に、これをやはり入れ込んだほうがいいのではないでしょうかというところで、今回、何回か質問を

させていただいているのです。これについて地域活動課との連携、どのようになっているのか、教えて

ください。 

○中島防災課長  避難行動にかかわる個人情報の取り扱いについて、かねてから規約を手引き等に反

映していくということで考えているところでございます。具体的にどのように反映していくかというと

ころは、避難行動要支援者の支援の補助事業を来年度までの５カ年計画で進めているところでございま

す。来年度が最終年度になりますので、その中でどのように反映できるかは考えてまいりたいと思いま

す。その際当然、防災区民組織の母体は町会・自治会となりますので、地域活動課とも連携を図りなが

ら検討を進めてまいりたいと思います。 

○あくつ委員  各自治体が、個人情報保護法の改正のときに、各町会・自治会向けにつくったマニュ

アル中には、ほぼ同じようなひな形を載せています。それは町会・自治会として、例えば敬老の日のお

祝い品を配るための高齢者の方の名簿、また、子どもが入学するにあたって、どのぐらいの人数がいる

のか、鉛筆等を配る場合のそういった名簿、また、その一つとして、この避難行動要支援者の名簿とい

うのも、まさに明示をされているところです。避難行動要支援者だけのひな形では、逆にちょっと不自

然なのかなと。それを町会・自治会に位置づけるのはちょっと難しいのかなという観点から、お願いを

させていただいておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 若干時間がありますので、３４５ページ、り災証明書発行計画案作成経費の中で、１,０００万円が

今回計上されていて、恐らくコンサルに委託をするということだと思うのですが、これは今までとス

キームが、所管も含めて変わるのかどうか。それと、昨年１月に東京都行政書士会品川支部との間で、

災害協定が結ばれ、去年の台風第１５号、第１９号のときにも、全国で同じような形で、行政書士会が

災害に遭われた方のところに行って相談業務を行ったり支援業務を行ったということがございました。 

 このり災証明書の発行について、今後計画の中に、こうした協定がどのように位置づけられるのか。

また、位置づけられた暁には、そういったものが実効性があるように、それは東京都行政書士会品川支

部と、品川区の双方で、何らかの研修なり何か情報交換をするということが必要だと思いますが、いか
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がでしょうか。 

○中島防災課長  り災証明の発行に関しましてお答えさせていただきます。特にこの委託によってス

キームが変わるとか所管が変わるとかということではなく、これまで、非常に生活再建に重要なり災証

明なのですが、その発行体制が、やはり実際の首都直下地震とかを想定しますと不十分であったところ

がございます。昨今の熊本地震などの教訓も踏まえまして、被害の調査や発行会場、そういう人員で

あったり必要な資機材、そういう体制の段取りなどを、いま一度しっかりと構築いたしまして委託を実

施したいと思います。 

 また、東京都行政書士会品川支部との連携につきましては、当然協定を結んでいる中で連携を図って

いきたいと思いますが、今回の委託の中で、いま一度再構築した体制を踏まえまして、また情報交換な

どを密に行って、いざ災害に対応できるように努めてまいりたいと思います。 

○あくつ委員  東京都行政書士会品川支部とも、災害協定を結びましたが、よっぽどのことがなけれ

ば当然出動というのはないと思います。ただ、そのことを想定して、想定外のことを想定するのがやは

り災害対策ですので、お互いに何ができて何ができないのか。当然、倒壊しかけた建物の判定なんてい

うことは行政書士には無理ですから、多くの行政書士会で行っているのは相談業務、現場に行ってお話

をその方からお伺いをして、書類の作成をお手伝いいただくということを今想定されていると思うので

すけれども、そのあたりの整理についてもぜひ位置づけをお願いしたいと思いますが、いかがでしょう

か。 

○中島防災課長  委員ご指摘のとおり、行政書士の方には相談業務等での協力を期待しているところ

でございます。今回の体制の中で、そのあたりのところも検討を進めてまいりたいと思います。 

○鈴木（真）委員長  次に、くにば委員。 

○くにば委員  本日は、３４５ページの防災情報配信経費から数点質問します。 

 こちらの防災行政無線については、毎回のようにさまざまな委員から質問があります。これは積年抱

えている課題と問題解決がなかなかできていないためです。昨年の台風の際には、私も団地に住んでい

るため、防災行政無線が複数の建物により反射されて、内容が全く聞こえなかった一人です。そこで、

過去二、三年分のさまざまな委員会で防災行政無線について取り上げた議事録を全て読み返しまして、

多くの委員が提起した課題と解決策、それに対する答弁やその後の報告事項等を再確認しました。この

問題に対する区側の答弁や取り組みについて総括して９点申し上げますので、これらについて、追加情

報、その後の取り組みや進捗状況、今後のスケジュールをそれぞれご答弁ください。 

 １点目、防災行政無線の音が、建物の密閉性や反響、大雨の音などで聞き取りづらいので、こちらに

関しては防災行政無線を流しているスピーカーの増設や音量調整をする。 

 ２点目、防災ラジオでの配信。防災ラジオについては、デジタル化への移行により自動受信ができな

くなるため、３年度までに対応する。 

 ３点目、防災タブレットを町会・自治会に配備。これは、今回、新機種の入れかえるための予算が計

上されています。 

 ４番目、ケーブルテレビ品川とＦＭしながわにて割り込みで情報配信をする。 

 ５点目、ＦＭしながわをアプリで聴取できるようにしてほしいとの提案に対して、インターネットサ

イマルラジオでの配信を開始。ホームページ上から聴取可能になったことにより、ネット経由で聴取す

るという意味合いで、おおむね実現されました。 

 ６点目、ホームページ、Ｔｗｉｔｔｅｒ、Ｆａｃｅｂｏｏｋ、しなメールで情報発信をする。 
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 ７番目、発災時にホームページがつながりにくい課題については、災害時専用のトップページに切り

かえる改修をするとの答弁で、これは実装済み。 

 ８番目、防災アプリで情報発信をする。これについては新規事業ですので、現在検討している取り組

み内容と予定についてお聞かせください。 

 最後９番目、緊急情報発信ダイヤルで発信する。これは後ほど質問します。以上その後の取り組みな

どについて適宜ご答弁ください。 

○中島防災課長  防災課のほうで行っているものの中でお答えさせていただきます。防災行政無線は、

確かに聞き取りづらいというお声もいただいております。そちらにつきましては、５カ年計画でデジタ

ル化の工事を進めております。その中で一定程度の聞き取りやすさも期待しているところでございます

が、やはり個別には、音量調整でありましたり、角度の調整、そういうところを今、日々検証している

ところでございます。増設が終わった段階で、一定程度、その今後の数についても、引き続き考えてい

きたいというふうに思っております。 

 防災ラジオにつきましては、デジタル化へ完全移行しますと、旧来のアナログ対応の防災ラジオが使

えなくなることから、これについては引き続き検討してまいりたいと思います。 

 防災タブレットにつきまして、防災区民組織等に配付しているタブレットの老朽化が進んでいるとこ

ろから、情報伝達がうまくいっていないところもありますので、今年度、更新ということで予算を計上

させていただいているところでございます。 

 ＦＭしながわの割り込みであったりインターネットサイマルラジオ、ホームページ、Ｔｗｉｔｔｅｒ

等につきましては、広報広聴課とよく連携をして対応をしているところでございます。 

 防災アプリにつきましては、今のところは防災行政無線の補完ということで、それが可能なアプリ、

例えばＬＩＮＥでありますとかＹａｈｏｏ！防災速報、そのようなものが技術的に可能という話も出て

おりますので、そのあたりを中心に、防災行政無線の補完を目的に対応してまいりたいと思っておりま

す。 

○くにば委員  現状把握しました。 

 それではこれから、防災行政無線について私からご提案申し上げます。冒頭申し上げました、これは

品川区含め全国の自治体が長年抱えている悩みである、防災行政無線が聞こえなかった、聞き取りづら

いという問題を解決するソリューションとして、自治体の防災行政無線の音声を直接スマホに流す、コ

スモキャストというサービスを大分県の事業者が提供しています。 

 こちらは、住民が持つスマホを戸別受信機として利用するという観点から開発され、住民は無料のス

マホアプリを入れるだけで、防災行政無線が発信された際に、スマホの電源さえ入っていればアプリが

自動起動し、防災行政無線の音声をスマホから流すことができます。これは、マナーモードにしていて

も強制的に音声を流すことも可能です。さらに、現状の仕組みでは実現できていない便利な点が、１０

件まで端末に自動録音し、これを聞き直すことができます。 

 こちらのシステムについて事業者に問い合わせをいたしました。自治体は、初期費用として、簡易親

局装置を設置すれば、アプリ代は無料、ランニングコストはサーバー利用料のみ、施設の防災無線シス

テムが使用可能で、Ｊ－ＡＬＥＲＴとの連携も可能ということです。こちらに関しては、平成３１年度

消防庁の重点施策とＩＣＴ活用の財源措置により、特別交付税措置または緊急防災・減災事業債によっ

て、実質３割負担で導入可能とのことです。 

 このシステムについて把握なさっていたか、またサービス内容をお聞きになられてのご所見をお伺い



－37－ 

します。 

○中島防災課長  今、委員からご紹介いただきましたものにつきましては、すみません、私のほうは

ちょっと存じ上げておりません。ただ、さまざまなツールを活用していくというところは、常に考えて

いるところでございますので、今、ご提案のところについても調べていきたいと思っております。 

○くにば委員  こちらは全国の自治体で順次その導入が進んでいる、全く新しい取り組みということ

で、ぜひともその検討をしていただきたいと思います。 

 次は、緊急情報発信ダイヤルについてです。過去の議事録を見たところ、この緊急情報発信ダイヤル

については、取り上げられることが少なかったように見受けられます。ですのでこちらについて改めて

触れます。 

 こちらは、０３－３７７７－２２９２に電話をすれば、防災行政無線でアナウンスした内容、こちら

を録音された音声にてそのまま聞くことができます。ですので、聞き取りづらかった、聞こえなかった

というものに関しては、丸々そのままの音声が聞けるので、こちらに関して実は、もっと周知して活用

すれば、例えばスマホがない方、ネット環境がない方、ラジオやテレビがない方も、これは固定電話、

ガラケー、スマホ一切問わず、一番多くの方が確実に、先ほどの防災行政無線が聞ける、現状では最も

確実性がある手段だと、私のほうで思うのです。 

 こちらに関して、現状の課題として、例えば何があるか、お聞かせ願えますでしょうか。 

○中島防災課長  緊急情報発信ダイヤルにつきましては、広報広聴課のほうで運用、設置していると

ころでありますが、防災上運用しておりますので私のほうからお答えさせていただきます。 

 こちらのほうは、防災行政無線で流した内容は職員が録音して、電話で問い合わせしていただくよう

な形になっております。具体的な問題といたしましては、４回線しか一度に受けられないとか、あと吹

き込み型になりますので、一度吹き込んでしまうと、その前に流したものが上書きされてしまうとか、

そのような課題があると思います。そのような中で今、運用しているところでございます。 

○くにば委員  今おっしゃいました、４回線しか、電話がつなげられず、情報が上書きされてしまう。

例えばその一番直近の防災無線の音を聞いたときに、何だっけと思ってこのダイヤルに電話をかけて

も、４回線だからつながらない。そういうふうにやっている間に、もう次の防災無線が鳴って、結局先

ほどのものが聞けないみたいな状況にやはりなってしまうと思うのです。 

 こちらについては、例えば一つご提案なのですけれども、先ほど電話をして確認をしたのですけれど

も、繰り返し音声が流れているのです。その録音を吹き込むにあたって、一番直近の情報プラス一つ前

の音声の防災無線で流れた音声の情報、この２つを同時に合わせて録音することによって、上書きされ

てしまうことで、一つ前の情報が聞けなくなってしまったという問題は解決することができると思うの

です。 

 こちらに関して、運用上の問題なので、費用がかからず実現できる可能性はあると思うのですけれど

も、ご所見をお聞かせください。 

○中島防災課長  委員ご指摘のような場面というのはやはり、立会川、目黒川とかの水位が上がって、

サイレン吹鳴とか、そういうものになります。やはり状況といたしましては、災害対応の緊迫した状況

でございますので、今のような対応ができるかどうかというのは、ちょっと今のこの場ではお答えでき

ませんが、一つの考え方として捉えさせていただきたいと思います。 

○鈴木（真）委員長  次に、中塚委員。 

○中塚委員  ３４３ページ、防災訓練経費に関連して、水害対策と、首都直下型大震災の対策につい
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てそれぞれ伺いたいと思います。 

 まず水害のほうですけれども、気候変動の影響も受ける中、台風が巨大化し、被害が大きく広がって

おります。こうした中、自主避難施設についてなのですけれども、浸水ハザードマップの浸水予測区域

内にある自主避難施設の開設は危険ではないかと思うのですけれども、まずその点伺いたいと思います。 

○中島防災課長  自主避難施設は、昨年、風水害のときに初めて開設したところでございます。その

開設場所はやはり地域のバランス等を勘案しまして、やはり避難のしやすいようなところを考えている

ところでございます。あらかじめ浸水が想定されているというところが、ハザードマップ等に記されて

おりますので、そのあたりのところは、当然、十分留意して、その場面、場面の考え方の中で、あえて

そこに開設するということではありません。そういうところは今後の開設計画の中で、今回、風水害の

検討委託もしているところでございますので、包括的にちょっと考えていきたいと思います。 

○中塚委員  場面、場面でということですけれども、つまりは水害の際、浸水ハザードマップの浸水

予測区域にある地域には、自主避難施設は開設しないという方向で検討されているのかどうか、確認さ

せてください。 

○中島防災課長  基本的な考え方としましては、浸水想定区域内には開設しないというところで考え

ていきたいと思います。 

○中塚委員  本会議でも指摘しましたけれども、昨年の台風で、自主避難施設が、例えば日野学園で

開設されたのだけれども、やはりあそこは地下ですし、目黒川に近いですし、当然浸水区域に入ってい

るので、区に質問したら、いわゆる浸水予測区域内に、区民避難所だけでも１０カ所あるわけです。な

ので、昨年はシルバーセンター含めてああいう対応をしたけれども、今年の夏はこの地域では開設しな

いというのであれば、そのことをあらかじめ住民に説明をすることが必要ではないかというのが１点伺

いたいと思います。あわせて、ではどこなんだという情報も、あらかじめつくっておく必要があると思

いますので、その点もお伺いしたいと思います。 

○中島防災課長  基本的には浸水想定区域の中で、自主避難施設あるいは避難場所を開設するという

ところの考え方は、なかなか言葉が難しいのですけれど、ケース・バイ・ケースというか、あえて無理

にということはないと思います。やはり地域の方々の避難の考え方というところ、距離等もありますの

で、なかなかあらかじめ開設しないという周知が、難しいところでございます。ただ、そういうことを

一定程度やはり考え方を整理して、自主避難施設および避難所所の考え方も整理して、昨年も周知が、

ちょっと不足しているところもございましたので、周知にはしっかり努めてまいりたいと思います。 

○中塚委員  ちょっとどうもわからないのです。ケース・バイ・ケースというお話ありましたけれど

も、やはり台風が巨大化し、今回は立会川も目黒川も大きな被害はなかったですけれども、やはり目黒

川があふれ、浸水の影響が出るとされている地域で、ケース・バイ・ケースとおっしゃいますけれども、

実際台風の進路がどうなって、どこでどう雨が降ってどうなるかというのはわからないわけです。そう

いう意味では、あらかじめこの浸水予測区域内において、水害のときには自主避難施設を開設しないと。

そのかわり、この地域の方はこちらになりますよと、そういう計画をしっかりつくることが必要ではな

いかと思いますが、改めていかがでしょうか。 

○中島防災課長  今回、防災地図とかにも掲載させていただいている浸水予測図についてですけれど、

あくまで浸水の最大規模というところの想定でございます。それと、当然そういう規模の災害が想定さ

れる場合には開設することはできないと考えるところでございます。その辺のところは、台風の進路、

大きさ等の兼ね合いもございますので、一概にちょっと、この段階でなかなか開設場所というのはあら
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かじめ決めるという回答は難しいところですけれど、しっかりそういうところ、適切な避難ができるよ

うに、計画に努めてまいりたいと思います。 

○中塚委員  それもどういう計画なのかよくわからないのですけれども、水害だけは、あらかじめ進

路が予測できるということと、過去の被害を上回る実態になっているわけでありますので、ぜひ計画に

ついては、さまざまな意見を集めながら整理していただきたいと、これは要望しておきたいと思います。 

 そして区民避難所の避難所環境についてですけれども、区は内閣府通知に基づく生活環境整備につい

て、災害救助法が適用された場合は当然のことながら、通知に基づき避難所の生活環境の整備を行うと、

本会議で区長のご答弁がありました。この通知に基づく計画を実施するための計画や備蓄、訓練は整っ

ているのか、伺いたいと思います。 

○中島防災課長  内閣府も、やはり避難所環境の質の向上というところは言っております。当然、品

川区もその考え方に沿って準備を進めているところでございます。ただ、発災初日から、すぐに長期の

避難生活を想定した対応というのは、なかなかできるものではございません。内閣府のほうも、初日か

らすぐに、しっかりと避難所環境というのを整えるということは求めていないところでございます。区

といたしましてはしっかり備蓄も一通り進めているところでございます。また段ボール、簡易ベッドの

協定なども結んで、長期の避難生活に備えた取り組みについては、これまでも続けてまいりましたし、

これからも続けてまいりたいと思っております。 

○中塚委員  準備を進めているということですけれども、私が伺ったのは、この通知を実施するだけ

の計画や備蓄が整っているのかということです。やはり現状において整っていなければ、そのための準

備をしなければいけないと思うのですけれども、現状において整っているのかと、改めて伺いたいと思

います。 

 なぜならば、この通知は、本会議でも紹介しましたが、プライバシーの保護や暑さ対策、入浴、簡易

ベッド、カーペット、間仕切りパーテーション、冷暖房、仮設トイレ、障害者用ポータブルトイレ、洗

濯、お風呂、炊き出し、さらには温かい食事の提供、福祉避難所については、要配慮者のニーズやス

ペースの確保、社会福祉施設との協力など具体的に書かれているわけですが、これは現状において、私

はまだまだ整っていないと。さらに計画と訓練を強化しなければいけないと思っているのですけれども、

改めていかがでしょうか。 

○中島防災課長  委員ご指摘の内容については全て、一つの自治体で網羅できるというものでは、長

期的な避難生活も当然含まれていますので、国あるいは都の支援でありますとか受援の中で満たしてい

くものも、多く含まれているのかなと思っております。 

 区といたしましては、都と区の役割で、３日の食料の備蓄にしっかり努めていたり、またトイレなど

本当に早急に必要なものについては、充実に努めております。ですので、短期的な対応と長期的な対応

と、避難所生活にはさまざまございますので、そのような時系列に応じて、優先順位を決めて、しっか

りと対応しているところでございます。 

○中塚委員  区長の答弁は、当然のことながら内閣府の通知に基づいて避難所の生活環境の整備を行

うと述べたのです。しかし今の課長は、一自治体ではできるものではないと。ではどっちなのだという

ふうに思うのです。やはり私は、この通知に基づいて実施をするというのであれば、そのための必要な

計画と準備が必要なのだと思います。 

 今回の当初予算にも、パーテーション１００個、簡易ベッド１００個購入とありますけれども、この

通知を実施するのであれば、これは水害の場合と、首都直下型大震災の場合と、さまざまケースありま
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すけれども、現状ではとても対応できないと思うのです。まず、この通知に基づいて行うというのであ

れば、このパーテーションは何個必要と考えているのか、簡易ベッドは何個必要と考えているのか、そ

の想定数を伺いたいと思います。 

 その上で備蓄ですけれども、区内に場所が確保できなければ、遠方にその想定に沿った備蓄をし、輸

送をするという計画も、当然必要になってくるかと思いますが、そこはどのようになっているのでしょ

うか。 

○中島防災課長  先ほど私が申し上げたのは、備蓄全てで、内閣府の通知に基づいたものをあらかじ

めするということが、難しいという話はしているところでございます。内閣府の通知は避難所生活環境

を、しっかり質的な環境を整えるというところの、大きな方向性を示していると考えております。です

ので、そういう区で備蓄するもの、あとは都、国から支援を受けるもの、協定等で対応するもの、それ

らを総合しまして、内閣府の通知に基づいた対応をしていくことが必要ではないかなというふうに考え

ておりますので、特に、別のことをしているという考えでやっているということではございません。 

 またパーテーションにつきましては、今回風水害の中で、自宅が損壊された場合の避難所としての機

能の中で、１００個ほど購入いたします。なかなか風水害の想定というのは難しいところでございます

けれど、早急に対応できるような形で１００台を備蓄したいと思っています。また、区外にそういう倉

庫を求めるという考え方を今、お示しいただきましたが、区といたしましては協定等もありますし、都

からの支援もございますので、今のところ区外にそういう備蓄倉庫を設けるという検討は行っていない

ところでございます。 

○中塚委員  今のご答弁ですと、このパーテーションと簡易ベッドは風水害用であって、首都直下型

大震災の対応ではないということなのか、確認させていただきたいと思います。内閣府の通知を見れば、

当然首都直下型大震災も想定して数えるべきだと思うのですけれども、改めて首都直下型大震災を想定

して、パーテーションは何個必要と考えているのか、簡易ベッドは何個必要と考えているのか、伺いた

いと思います。 

○中島防災課長  あくまで今回購入するパーテーションと簡易ベッドの主たる目的は風水害対応、風

水害の際に自宅が失われた方の避難所生活を支援するためでございます。首都直下型地震ですと想定の

避難所生活者が１２万人という規模の数になっております。その方々に対して何個必要かというのは想

定は難しいところでございますが、当然区で、相当数の備蓄をするというのは、現実的ではないところ

でございますので、国および都または協定等からの支援、そういうようなものも頼りつつ、長期的な避

難所生活に対応するように、計画をしているところでございます。 

○中塚委員  国や都の連携は必要ですけれども、大地震を想定したものではないということですので、

ぜひこの分野もしっかり進めていただきたいと思います。 

 最後に、高齢者、障害者などの支援について１点伺いたいと思います。これまで避難行動要支援者と

いう事業が進められておりますが、これはあくまで自宅から避難所に行くことの支援でありまして、避

難生活を支える支援計画というのが必要だと、私は思っているのです。さまざまな大震災で、震災関連

死という痛ましい事態が繰り返されておりますが、これは避難中というよりも避難所生活中に起きてい

ることが大きいだけに、避難所生活中の高齢者、障害がある方などの支援計画をしっかりと位置づけて

進めるべきだと思いますが、いかがでしょうか。 

○中島防災課長  在宅避難という形の方々に対する、高齢の方、障害のある方の支援ということだと

思いますが、基本的にはやはり地域の見守りでありますとか、やはり名簿等も町会・自治会を母体とす
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る防災区民組織にお渡しをしているところでございますので、避難誘導のみならず、安否確認でありま

すとか、そういう日常の見守りとか、災害時の見守りとか、そういうところにも活用できるものでござ

います。 

○鈴木（真）委員長  次に、木村委員。 

○木村委員  私から、３１９ページ中段にありますけれども、やさしいまちづくり整備費の中の、し

ながわお休み石修繕費等、６２８万円余からの質問をいたします。 

 お聞きいたしますけれども、この修繕費等ということは、お休み石が毎年、壊されていることを想定

して、そういうことが過去あるからこの予算を組んでいるのかどうか、お聞かせをください。 

○鈴木都市計画課長  来年度、計上させていただいています修繕費等につきましては、基本的にお休

み石の座面の部分が木造でできてございます。木造ですので、一定程度、年数がたつと劣化してきて、

ささくれ等が出てきます。これまでは、この巡回をして、あるいは区民の声として寄せられたものにつ

いて、次年度、その木造の座面を取りかえということを行っていたのですが、やはり木造ということで、

非常にこの傷みが早いと。それからささくれは、一定程度放置すると非常に危険だということで、今、

計画的にこの座面を、木目調の合成樹脂の座面に取りかえるということで、来年度の予算計上をしてご

ざいます。 

○木村委員  座面が木造でできているということは初めて知りました。全て石でできているものと

思っておりましたので、人が故意的に壊さない限りは壊れないだろうということでこのような質問をい

たしました。 

 全国的にこのお休み石というものは、余り有名ではありませんけれども、これをつくるきっかけはど

ういうことでつくることになったのでしょうか。 

○鈴木都市計画課長  平成１０年からこの事業開始しておりますが、記憶ですと区民の方からいろい

ろ、今で言うタウンミーティングですとかそうした場の中で、街中に、買い物帰りに立ちどまって、歩

道上に一休みできるような椅子、ベンチ等を整備していただけないかという区民の方からのお声がきっ

かけで、事業を開始したと。平成１０年から行っているわけですが、そうした一休みできる、また、こ

のデザインもいろいろ公募をして、最終的に決まったわけですけれども、街に溶け込む街のサイン的要

素も、景観的にもいい形のものということで取り組んでいるものでございます。 

○木村委員  外見的にも、またそういうデザイン的にも、いろいろな区民の意見を聞きながら行った

ということでありますから、やはり品川区を代表するようなものであろうとも思います。これから行わ

れるであろうオリンピック・パラリンピックで来日する、多くの海外の方々の目には、このお休み石と

いうのがどのように映るのか。またこのデザインを見て、どのような品川区を感じるとお思いでしょう

か。 

○鈴木都市計画課長  お休み石のデザインにつきましては、四角形状の石でできた部分と、それから

木目調の木造の座面、全体的に見ますと、非常に日本的なデザインをしてございます。品川区、まさに

旧東海道もございますし、外国の方が来ていただいて、非常に日本的な部分を感じて実際座っていただ

けるのではないかなというふうに感じてございます。 

○木村委員  このお休み石をよく利用している人たちというのは、やはり高齢者の方になろうかと思

いますけれども、やはり今、ご答弁ありました、日本的なもの、旧東海道、侍というふうな感じ、イ

メージ的なものがあろうかと思います。これは品川区のまた、いいところであろうと思いますが、ぜひ

これをまた大事に扱っていただき、高齢者の皆さんによく利用していただくこと。また、しっかりと管
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理をお願いしたいと思います。 

 次に、公園管理費で、３２７ページの中ほどにありますミスト噴水設置工事１,０００万円から質問

をいたします。現在品川区には、しながわ中央公園に設置をされているということでありますけれども、

噴水の稼働時間、何月から何月、そして時間的には何時から何時までということで行っているのでしょ

うか。 

○溝口公園課長  しながわ中央公園のミストの運用時間でございます。昨年度から実施しておりまし

て、実際、夏場の梅雨の明けた時期というのを一つの目途にオープンして、９月いっぱいまでというこ

とをしています。実績といたしましては、昨年は７月の２２日から９月の３０日までの間。実際運用

は１１時から１６時４５分まで、毎時の時間と３０分と、一応１５分間隔でミスト噴水が出るような形

の運用をしているところでございます。 

○木村委員  このミスト噴水について今、説明があったかと思いますが、微細な霧を噴出させる装置

をつけておりまして、最高のリラックス効果のほか、周辺の温度を下げる効果があるということが期待

できると言われています。ただ、微細な霧を噴出するだけに、結構、洋服がぬれるのではないかという

ことが大変心配されるわけですけれども、長時間利用して大丈夫なのかどうか。そして高齢者が多く集

まりそうな気がするのですけれども、年代的には幾つぐらいの方々が利用されるのか、お聞かせくださ

い。 

○溝口公園課長  ミストでございます。実際、機器に水に圧力をかけて噴出するような微細ミストと、

また普通の水道管直結で出す普通の一般的なミスト、要は、水の粒子の大きさによっていろいろ変わっ

てくるもので、一般的に言われるのは微細ミストであれば、それほど服がぬれずにできるという形に

なっております。また今回、公園に設置しているものは、やはり一番の目的は公園で遊んでいる方たち

に涼をとっていただく、そういったことを目的にしておりますので、多少ぬれるかもしれませんけれど

通常のミスト、そういったものでやっていきたいというふうに考えております。 

 あと、実際の利用者なのですが、やはり高齢者の方が涼むというのもあるかもしれませんし、公園で

すので、さまざまな子どもも遊んでいたりとかしています。さまざまな方が暑いときにミストのところ

に行って涼んだり、そういった光景が見られているところでございます。 

○木村委員  いろいろな年齢層が利用しているということでありますし、また小さなお子さんたちも

結構そこで遊んでいるというようなこともお聞きをいたしました。近年は小型化をされ、さまざまな場

所に設置をされるようになったために、これから都市部で需要が増えていくことが考えられます。水景

施設としても紹介をされています。 

 お聞きをいたします。区内には、２６８カ所の公園があり、トイレのある公園がその約半分の１２８

カ所を対象に考えても、全ての公園にとはいきませんけれども、これからの計画、それをどういうとこ

ろにつけるのか。それをお聞かせいただければと思います。 

○溝口公園課長  今後、公園内でのミストの設置の関係でございますと、一応来年度予算で、オリン

ピックの開催時までということで、５公園、しながわ区民公園等の大きな公園を対象にしておりますが、

ミストを設置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。 

○木村委員  今１カ所に設置をされているということでありますから、今５カ所と言いましたから、

今年は４カ所予定をしているということになるのでしょうか。そして、これも先ほども言いましたけれ

ども、年代的にはやはり高齢者になるのか、これも最終的にもう一度教えてください。 

○溝口公園課長  今回もう既に設置しているところと合わせて、来年度中に６ヶ所、設置していこう
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というふうに考えているところでございます。今後はやはり、暑さ対策というのも必要だと思っており

ますので、今後の拡大については、今設置したところの効果等を十分検証しながら検討していきたいと

いうふうに考えているところでございます。 

○木村委員  ぜひ、お願いをしたいと思います。また機会があれば私たちも使ってみたいと思います。 

○鈴木（真）委員長  次に、西村委員。 

○西村委員  ３２５ページ、公園・児童遊園費、３４５ページ、防災用新タブレット導入等経費、民

間アプリを活用した緊急情報伝達経費、３４７ページ、備蓄物資購入費、時間が許せば、オリンピッ

ク・パラリンピックの災害時対応について伺わせてください。 

 まず初めに、防災用新タブレット導入等経費ですが、今、何町会に配付されていて、うち何台が差し

かえられるのか、改めてお聞かせください。 

○中島防災課長  防災用新タブレットについてです。現在、平成２４年度に導入したものにつきまし

ては、町会・自治会を初めとした防災区民組織のほか避難所、消防関係機関等に配付しているところで

ございますが、今回新しく更新で配るところにつきましては、防災区民組織が２００、あと八潮地区が

防災区民組織の本部長がちょっと分かれていますので、そちらを２０程度、あとは、区のほうで保有す

るということで計２５０台を購入する予定でございます。これの差分については回収という形になる予

定でございます。 

○西村委員  これで全町会・自治会に配付されるという認識でよろしいでしょうか。 

○中島防災課長  説明が足りず申しわけございません。これまでの防災タブレットにつきましても、

町会・自治会に配付をしてきているところでございます。少し老朽化等ございましたので、入れかえを

するという中で、今回は町会・自治会、あと区のほうに配備するということで考えてございます。 

○西村委員  私も失礼いたしました、よく理解できました。実際町会・自治会でどれだけ使いこなせ

ていただいているのか、バージョンアップしていただいてもそのあたりが少々気になっております。も

ちろん年齢関係なくＩＴが得意という方はいらっしゃると思うのですけれども、実際にどのように浸透

させていっているのか、また課題がありましたらお聞かせください。 

○中島防災課長  これまで、防災タブレットにつきましては、少し動作が遅かったり、ちょっとケー

ブルテレビの回線の関係で、自宅から持ち出せないとか制約がございました。そういう中で活用範囲を

広げる、いわゆる通信キャリアの回線ということで、日常的により活用していただけるような環境の中

で、なかなか初めはちょっと操作が難しいとは思うのですけれど、そのあたりは丁寧に説明をさせてい

ただきたいと思います。 

○西村委員  せっかく配付していただきますので、実用性のあるものにしていただきたいと思ってい

ます。何か日常的に使っていただく仕掛けをちょっと考えてみたのですけれども、例えば防災訓練の際

に、実際にタブレット使っていただいて、皆さんに送信テストをしてもらい、防災課のほうでログイン

の確認をするなど、もう既に取り組んでおられることもあるかもしれませんが、何か取り組みがござい

ましたら教えてください。 

○中島防災課長  来年度は導入の初年度になりますので、ちょっとどこまで対応ができるかはあれで

すが、ある程度活用するというのがやはり一番有効かと思いますので、そういうところを考えて、日常

的にも使えるように考えていきたいと思います。 

○西村委員  次に民間アプリを活用した緊急情報伝達経費について伺いたいと思うのですが、災害時

には自分や家族の無事を確認する、テレビやインターネットで自分が住んでいる地域の震度を確認する、
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津波警報が出ていないか確認する、隣近所の人と無事を確認する。災害によって、平静でなくなったり、

正気でいられなくなったり、興奮してしまったり、おそれてしまったり、そういった心の中に大量の情

報が一気に入ってきます。このような状況で次の行動を判断をしなくてはならないと思いますので、

プッシュ通知は大変役に立つのではないかと思っています。 

 総務費でお伝えをさせていただきましたが、チャットボットも含めまして、１人でも多くの区民の方

に届けられる防災情報のツールを、引き続きご検討いただきたいと思っております。ご見解をお聞かせ

ください。 

○中島防災課長  今回導入させていただくスマートフォンアプリ、民間のものを活用するのは主に、

防災行政無線の補完というところを考えて導入させていただきたいと思っております。ただ今後、その

民間アプリの機能を活用してどのような拡充できるかというところ、防災情報全般、チャットボットな

どの新しい技術もございますので、そのあたりのところをどのような拡充ができるかについては考えて

まいりたいと思います。 

○西村委員  このようなツールが発展していきましたら、多言語対応とかもできるのではないかと期

待をしておりますので、どうぞよろしくお願いをいたします。 

 次に、備蓄物資購入に関連しまして、家庭での備蓄について伺ってまいります。私が参加した防災訓

練でいただいたアルファ化米がとてもおいしかったことから、震災経験者の方から教えていただいた

ローリングストック、循環備蓄を始めました。日ごろから利用している食品を少し多めに買い置きして

おき、賞味期限の古いものから消費し、その分を買い足す、循環させるということですけれども、今、

区内における自助のきっかけとなるような情報提供はどのようにされていらっしゃるでしょうか。 

○中島防災課長  ローリングストックはやはり自助、家庭での在宅避難の重要な一つと考えておりま

す。防災課といたしましても、昨年全戸配付いたしました、しながわ防災ハンドブックの中にページも

しっかり設けまして、ローリングストックの重要性を伝えているところでございます。区のホームペー

ジでありますとか、そういうところも活用して、引き続きこちらの啓発に努めてまいりたいと思います。 

○西村委員  このようなさまざまな防災知識も、どんどん新しいものが出ておりますので、区民の方

に知っていただける機会が一つでも多いといいなと思います。月に１回の防災家族ミーティングを行う

ですとか、自分だけは大丈夫と思ってしまう正常性バイアスについてなど、定期的に、コラムや情報な

どホームページでも配信ができるといいなと思っております。よろしくお願いいたします。 

 最後に、公園・児童遊園費について伺ってまいります。先日、板橋区の子どもたちが、サッカーがで

きる公園が欲しいと区議会に陳情を出し、幾つかが採択されました。サッカーがうまくなりたいという

純粋な気持ちに区議会も動いた様子を見ましたが、品川区の公園はどこもきれいで、子どもたちも安心

して遊べるスペースが多いと思っております。区内のボール遊びができる公園というふうに絞って考え

ますと、どれくらいあるでしょうか。また、ボール遊びについてどのように考えているかもあわせてお

聞かせください。 

○溝口公園課長  まず初めに、品川区の管理している公園の中で、キャッチボール、ボール遊びがで

きる公園は、２２公園でボール遊びができるような形になっています。これはほかの公園利用者等との

事故等を防ぐ観点で、金網等を張ったところの中でキャッチボールをやっていただけるように整備して

いるところ、そこを指定して、ボール遊びをしていただいているところでございます。 

○西村委員  この２２という数字が多いのか少ないのか、ちょっと不勉強でわかりかねるのですが、

空白地域があるのかどうかと、また、ある場合にはその補完の考え方を区はどのように考えていらっ
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しゃるのかお聞かせください。 

○溝口公園課長  ボール遊びですが、区内２６８カ所の公園がある中の２２カ所となっていますので、

当然地域の中で格差が出てきているというのは感じているところでございます。そういった中、やはり

少しでもそういった場所を確保できればいいのですけれど、なかなか区内の公園には、狭い公園でござ

いますので、占有してボールで遊べるような敷地が確保できていないというのが現状ではございます。 

 とはいえ、やはりほかにも屋外の運動施設等ありますし、少し移動していただければそういったボー

ルで遊べるところがありますので、そういったところを使うとか、また公園だけではなく、学校等も含

めていろいろ、ボール遊びができるところありますので、そういったところも有効に活用していただき

ながらボール遊びをしていただければいいというふうに考えているところでございます。 

○西村委員  この今の現状を見ましても、公園で子どもたちがたくさん遊んでおりまして、譲り合っ

ている姿なども見受けられるのですけれども、実際にサッカーがやりたいといってもなかなかかなわな

いような、空き地が自由に使えるような状況ではなくなってきている昨今ですので、ぜひとも引き続き

子どもたちの声を聞いていただきながら、公園の整備をお願いしたいと思います。 

○鈴木（真）委員長  次に、横山委員。 

○横山委員  私からは、東京２０２０大会花いっぱいおもてなしロード事業、３２５ページ、公園・

児童遊園維持管理費、３３３ページ、緑化活動支援事業、公共施設緑化事業、５６８ページ、災害復旧

費についてお伺いいたします。 

 まず１点目に、災害復旧費なのですけれども、災害救助力、災害復旧力は、この品川区におきまして、

東日本大震災から現在までどのくらい高まったのでしょうか。教えてください。 

 ２点目なのですけれども、午前中につる委員の質問にもありましたが、しながわ中央公園の花壇の維

持管理につきましてどのようになっていますでしょうか。また、この花いっぱいおもてなしロードなの

ですけれども、もう既に聞いている部分は結構なのですけれども簡潔に事業概要をお答えいただけたら

と思います。 

○中島防災課長  東日本大震災以降の災害復旧力、救助力というところでございます。やはり、東日

本大震災を踏まえまして、職員の意識も当然一変したところでございます。区内一斉防災訓練でありま

すとか、そういうものを東日本大震災以降に実施している中で、やはり区全体の職員、指令情報部とい

う本部訓練も含めまして、しっかり行っております。その中で、やはりそういう災害復旧というところ

が、具体的に述べるのは難しいところでございますけれど、意識としては当然上がっているところでご

ざいます。昨年度は台風がございましたので、そういうところの意識向上については、しっかり努めて

まいりたいと思います。 

○溝口公園課長  まずしながわ中央公園の花壇の管理でございます。しながわ中央公園につきまして

は大規模公園ということで、３６５日適正な管理をしていきたいということで、一括して、公園の清掃

から花壇、植栽そういったものの管理含めて一つの業者に委託しているところでございます。そういっ

た中でひとつは、受託した業者のほうの提案事業として、区役所前の公園でもありますので、区役所に

来庁される方のおもてなし、そういったものも兼ねて、通常以上に管理された花壇、そういった管理を

しているところでございます。 

○多並道路課長  私からは、東京２０２０大会花いっぱいおもてなしロード事業についてですけれど

も、これは東京２０２０大会の開催にあたりまして、区内競技会場に訪れた方々をおもてなしすること

を目的に、ホッケーの競技会場へのアクセスルート、こちらの道路にプランター花壇を設置して、彩り
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の草花や潤いある華やかな演出をしようという事業でございます。 

○横山委員  防災復旧力、また救助力についてなのですけれども、職員の方の意識が高まっていると

いうことで、また、それぞれいろいろな取り組みを進めていただいている中で、私は品川区のそういっ

た力というのは格段に高まっていると思っています。引き続き、さまざまな災害、これから起こってい

く可能性ありますけれども、ぜひ、引き続きお願いできたらと思っております。 

 ちょっとこちら、款が少し違うのですけれども、新型コロナウイルス感染症の対策で、台湾のデジタ

ル担当大臣のオードリー・タンによる、テクノロジーを利用した危機管理の手法が世界から注目をされ

ています。モバイルワークですとかオープンデータなどのテクノロジーを利用しまして、危機管理力と

いうのもあわせてさらに高めていただきたいというふうに思っておりますので、こちらは要望でお伝え

させていただきます。 

 また、しながわ中央公園の花壇の維持管理についてなのですけれども、私は、毎日歩いてきていてす

ごくきれいだなと思っていて、また、区民の方からも、公園や区役所のお花をいつもきれいにされてい

て感謝していますという声が届いています。明らかにこのしながわ中央公園は、ほかのところとちょっ

と違うような気がするのですけれども、ガーデナーズブログみたいなものがありますということを掲示

されていたりですとか、このあたり、もうちょっと詳しく教えていただけないでしょうか。 

○溝口公園課長  まず、しながわ中央公園の花壇の管理でございます。委員お話あったように、花の

種類を多く植えていたりですとか、また、花の名前を入れたりとか、そういった解説も一緒にあわせて

やる。また、今回の花壇を管理するにあたっては、ガーデナーが常駐して、毎日皆さんに楽しんでいた

だけるような花の管理、また花摘みとかそういう日々の管理というのを徹底することによって、皆さん

に楽しんでいただける花壇ができているという形になっているものでございます。 

○横山委員  私は、お手入れというのがすごく大事だなと思っています。すばらしいお花を植えてい

ただいたり、植物もいろいろやっていただいているかと思います。それは街路樹もそうですし、公園も

そうですし、道路とかプランターとかもそうだと思うのですけれども、そのお手入れの仕方というか、

維持管理というところというのは、何と言うのでしょう、おもてなしの心というかそういったものがす

ごく見えやすいところだと私は思っています。 

 こちらの、元東京都都市計画局公園緑地計画課長の上田泰幸さんの『みどりの都市計画 命を吹き込

む街づくり』という本がありまして、こちらをちょっと引用させていただくのですけれども、巨木の側

に立つと人間は安心や自然の力や畏怖など、さまざまな感情を感じる、というふうに書いてあります。

こちらの本でも書いてあるのですけれども、適正な管理ですとか、あと樹木の種類、こちらもいろいろ

な種類を植えていただいているのかなというふうに思うのですけれども、もし何種類くらいかというの

が、公園とかでわかりましたら、大体で大丈夫です。緑の量というところも大事だとは思うのですが、

質であったりとかとその種類では多様性であったり、また維持管理のところであったり、そういったと

ころを少しお聞かせください。 

○溝口公園課長  まず、公園内の樹木でございます。実際に何本というのは、全て植栽だけで全体で

約１万３,８００本ほどの木が公園の中に植わっているという形になっておりますので、さまざまな木

がございます。やはり一つの考え方としては、四季を折々感じられるような樹木、花ですとか、落葉で

すとか紅葉ですとか、そういったものが感じられるもの、そういったものはやはり公園でなければ植え

られない部分がありますので、そういったものも意識しながら、しながわ中央公園ですとまさにこの時

期、きれいな花が咲いている木があったりするのが見られると思います。そういったところも考慮しな



－47－ 

がら、植栽を植えているところでございます。 

 委員ご指摘のように、やはり適正に管理していかなければ花は咲きませんし、皆さんに快適な公園を

過ごしていただくことができませんので、維持管理といったものにも力を入れて取り組んできていると

ころでございます。 

○横山委員  毎日維持管理をしたり、手入れをしたりということは、本当に苦労の要ることだと思っ

ているのですけれども、いろいろなボランティアの方ですとか、区の職員の方々ですとか、品川区の緑

にいろいろ手入れをしていただいていて、本当に感謝をしております。 

 そこでなのですけれども、東京２０２０大会花いっぱいおもてなしロードなのですが、こちらも夏と

いうことで、なかなかお花の手入れも難しい時期なのかなと思うのですけれども、こうした公園課のす

ばらしい取り組みがありますので、そういったところと情報ですとかいろいろ連携していただいて、さ

らにおもてなしというところで、ぜひお願いしたいなと思うのですけれども、維持管理の部分とかでの

連携についてお聞かせください。 

○多並道路課長  東京２０２０大会花いっぱいおもてなしロード事業につきましては、今、委員のご

指摘のように、やはりオリンピックで来られた方々をおもてなしすることが重要でありますので、今あ

りましたしながわ中央公園における花壇の手入れの状況だとかそのようなノウハウはよく連携を図りな

がら、よりよい形の花壇のデザインだったり、また、見た感じもあるのですけれども、一番重要なのは、

どの種類の花をどう配置するか、そういう難しいところもありますので、そこについては維持管理も含

めて、一緒に連携して進めていきたいと思っているところでございます。 

○横山委員  品川区みどりの条例のところに、みどりの実態の把握に努めるものとするというふうに

ありまして、また、品川区おもてなし条例の基本理念のところにも、「おもてなし活動の取組みは、区、

区民等および団体の相互連携・協力により、区の自然、歴史、伝統、文化等に対して区民一人一人が理

解と関心を深め、区に対する誇りと愛着を持つことが重要であるとの認識の下に推進するものとする」

というふうにありますけれども、今後、オリンピック・パラリンピックですとか、またその後のレガ

シーも含めまして、ぜひさまざま、区が持っている知識ですとか、今までの経験というのを活かしなが

ら進めていっていただければと思いますが、最後一言お願いします。 

○多並道路課長  今回の花壇の事業が一つのきっかけとなりまして、今後のいろいろ花壇だけではな

くて、こういう緑化施策全体についても波及できるように、レガシーとして捉えていただければいいか

なと思っているところでございます。 

○鈴木（真）委員長  次に、塚本委員。 

○塚本委員  私からは、３２３ページ、木密連担地域改善事業、３２５ページ、公園・児童遊園費、

これは暑さ対策についてです。それから３３９ページ、空き家等対策事業、これは昨年の台風による倒

木の関連で。時間がありましたら３４５ページの、無人航空機の活用経費ということでお伺いしたいと

思います。 

 初めに、３２５ページ、公園・児童遊園費なのですけれども、これまで、ここ数年の夏の猛暑という

ところで、この猛暑対策ということで、夏の公園利用につきまして議会で取り上げさせていただきまし

て、主にこの遊具等については特に、規制というか設置基準がありまして、なかなか、いい道具がある

からすぐ置きかえるというようなことができないということも、この間の議論で伺っているところです。

まず、初めに委員長に許可を得て、区立槍ヶ崎公園の砂場の写真をお示しいたします。こちらを見なが

ら話をさせていただきたいと思います。 
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 今、公園の砂場にこういう屋根のようなものが設置されているところがございまして、これは暑さ対

策の一つとして有効なものというふうに伺っております。現在、こういった屋根と言うのかちょっとわ

からないのですけれども、それが設置されている公園というのはどれぐらいあるのかということと、今

後こういったものを区内の各公園の砂場に展開していってほしいと、できれば全てにというぐらいの思

いはありますけれども、どんな感じで展開されていくというふうになっているのか、お伺いをしたいと

思います。 

○溝口公園課長  今回、写真に出ている、いわゆるパーゴラとか藤棚とかと言われているものでござ

います。やはり暑い時期とかにそういったところに日陰をつくるような設備でございます。委員ご質問

の設置箇所数なのですけれど、パーゴラの設置数までは全体把握をしていないのですが、区内公園の中

で、大体９５ほどの公園に砂場が設けられているものでございます。そういった中で、公園の改修です

とかに合わせて、一つやはり暑さ対策というところでこういったものの設置ができるところについては、

藤棚というかパーゴラを設置しながら、整備を進めてきているところでございます。 

○塚本委員  設置は進めていただいているというところなのですけれども、これまでの議論では、そ

の規制ですよね。予算つけて、ここにもつけましょうといって、ぱっとつくものではないというところ

が、一つのネックになってくるのかという課題も感じておりますけれども、その辺で、今後、藤棚とい

うものをつけていくことに対して、どれぐらいの展開が見通せるのかというところを、一応の現状にお

いてお聞かせいただきたいということで、もう一度答弁をお願いいたします。 

 それからもう一つは、暑さ対策の一つとして木陰ですよね。木の陰があるということが結構有効かと

思っております。今の公園の樹木というのは定期的に剪定をされていると思いますけれども、この剪定

の時期に関して、木陰をしっかり夏場つくっていくという観点で、この樹木剪定の時期は、しっかりと

考慮されてやられているのかというところをちょっと確認したいというのが一つと。 

 新たな木陰をいっぱいつくって、夏なるべく木陰で涼める公園にという意味では、現在ある公園に木

を植樹していくと、こういったことについてどういうふうに進めることが可能なのか、考え方としてど

ういうふうに思っていらっしゃるのかをお聞かせいただきたいと思います。 

○溝口公園課長  申しわけございません。まず、遊具、区立槍ヶ﨑公園にあるような日陰をつくるよ

うな施設、そういったものをつくる際の考え方でございます。公園改修等であれば当然、こういったも

のの配置も含めてしっかり検討ができるというのと、あと一つはやはり遊具の安全領域という、遊具同

士で一定の離隔をとって、子どもたちが安全に遊べるようにという、その配慮を求められているところ

でございます。 

 全面改修であればそういった離隔など配置を考えて設置できるのですが、既存の公園ではなかなか、

砂場の上に設置しようとしたときに、公園管理者としてはやりたくてもできないところもあります。そ

ういったところにつきましては、逆に砂場を小さくするとか、ほかの遊具を撤去するとか、そういうこ

とがないとできないというところもあります。なかなか遊具減らすというのは難しいところではござい

ますので、そのまま使っていただくというところはあるのかと思っています。 

 ただ一方でやはり、近年の暑さは尋常ではないときもありますので、暑い時には不急の外出を控える

というのも考え方としてはあるのかもしれません。ただ、公園管理者としてはそういった中でも少しで

も遊んでいただけるような対策、そういったものは引き続き考えていかなければいけないのかなという

ふうに思っているところでございます。 

 続きまして樹木の剪定でございます。当然、樹木による木陰というのは大切なところでございます。
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そういった中でいきますと、夏の前には、基本的に伸び過ぎた枝を払うだけの軽剪定を行って、木陰が

しっかりできるような形としていく。また冬には、樹形をしっかり整えるような骨格剪定を行って、ま

た次の夏の暑い時期にはしっかり木陰ができる、そういったサイクルで剪定をしてきているところでご

ざいます。 

 続きまして、木を増やす考え方でございます。先ほどもちょっと触れましたけれど、木を増やし過ぎ

ると、今度は遊具が置けなくなったりしますので、そういったところのバランスを見ながら考えていか

なければいけないというふうに考えているところでございます。また一方で、公園改修等の際には、今

後やはり３０年、そのまま公園を使っていただくような形になりますので、木も成長してきます。そう

いったところも考慮しながら、木の植栽というのは考えていかなければいけません。公園課としては緑

化も促進しており、緑を増やしていきたいというところもありますが、公園としての性質、そういった

ところを総合的に判断しながら、場合によっては多少、木を減らす場合もありますが、できる限り植樹

は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。 

○塚本委員  いろいろな安全基準というものの中で、できる限りの暑さ対策をお願いしたいというふ

うに思います。主に大規模改修等、いわゆる公園全体の改修等があれば、そのときにはしっかり暑さ対

策も念頭に入れて改修をやっていただけるということだと思いますので、今後ともよろしくお願いした

いというふうに思います。 

 次に、３３９ページ、空き家等対策事業に関連してなのですが、昨年、９月の台風第１５号で、大変

強い風が吹きまして、区内で結構、公園、道路に、木が倒れました。ご存知かとは思いますけれども、

文庫の森では本当にあの大きな木が２本ほど、たまたま公園側に倒れたので、沿道の家屋や電線等には

被害なかったのですけれども、仮に風の向きが変わって逆方向に倒れていれば、大変な災害になったか

もしれないということで肝を冷やしたりもいたしました。 

 こういった樹木の倒木について、しっかり公園、道路等、今後も再発防止という意味では管理をして

いっていただきたいと思うのです。一方でもう一つ気になっているのが、いわゆる民家というか、民地

等にある大きな樹木にも、こういった倒木等の危険性があるのではないかというふうに近隣から思われ

ているようなところもあるかと思います。基本的には私有地なので、その所有者がしっかり管理をする、

何かしらの対応をするということが前提だと思うのですけれども、そういった中で空き家において、そ

ういった大きな木等が電線に何か影響を及ぼすのではないか。倒れたら近所に何か影響が出るのではな

いか、危険なのではないかというようなこともあるのではないかというふうに思っているのですけれど

も、こういった空き家などにある木の危険性というところで、空き家の管理不全というようなことで、

審議会等で審議をされるかと思いますが、いわゆる管理不全状態にある特定空き家というような判定に

おいて、こういった木が倒れるということの危険性、こういったことが十分に考慮されているような現

状の審議会のあり方として、十分に考慮されるような部分というのはあるのでしょうかというところで

の確認でございます。 

○森住宅課長  昨年の台風第１５号の際は、空き家の近隣の方々から１３件、空き家に関する情報を

いただいておりまして、そのうち２件が倒木に関するものでございました。今現在、道路を覆うといい

ましょうか、電線を覆うような樹木が立っている空き家は、今３件ほど確認しておりますけれども、１

件は、所有者に働きかけて解決しているものでございます。特定空き家について、木が大分大きくなっ

ていることのみで判断するということは、なかなか難しいかなと思っております。建物の状況であった

り、景観であったり、そういったものについて総合的に判断して、順位づけをしながら、緊急的なもの
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から指定していくということになりますけれども、樹木がかなり成長して、近隣の方々が不安に思って

いるというところも、当然大きな検討要因になってくると思います。 

○塚本委員  十分、検討要因の一つとして入っているというところで、ここはよく熟慮していただく

というか、重きを置いていただいて、今後とも空き家の管理というところでお願いしたいと思います。 

 次に、木密連担地域改善事業でございます。これは、西品川一丁目が対象となっていて、平成２９年

度から予算がついて始まっているかと思います。これまで、町会等の防災まちづくりの検討が重ねられ

てきているかと思いますけれども、これまでこの地域における防災上の課題としてどういったことが挙

げられているのか、お知らせください。 

○髙梨木密整備推進課長  木密地域の中でも特に甚大な被害が想定される整備地域には含まれないも

のの、不燃化特区等と隣接していて、気密性が高い西品川一丁目は、今ご案内がありましたとおり、平

成２９年度から防災まちづくりの検討等を行ってまいりました。 

 具体的には、まず、地域の皆様と話す前に、地域の現状をしっかり分析しましょうということで、再

開発エリアや公園等を除いた、特に住宅が密集している部分に注目して、どの程度住宅が密集している

のか、不燃領域率等踏まえて、そういった現状の分析。それと昨年度には、実際住んでいらっしゃる方、

権利をお持ちの皆様に実際アンケートを行って、まちの課題をどのように考えているかといったような

ものを取り組んでまいりました。今年度は、町会長はじめ町会の皆様に、そういった検討をお知らせす

るとともに、地域の防災まちづくりへの機運の醸成といったところを取り組んできているところでござ

います。 

 アンケートの結果等から見ても、地域にお住まいの方々は、大崎に近い、区役所にも近いということ

で、非常に地域の利便性といったところを感じている一方で、木造住宅が密集しているであるとか、道

路が狭い、発災時に非常に危険性を感じるといったような声もあわせて聞かれているところでございま

す。 

○塚本委員  ４年ぐらい検討がなされているわけでございますけれども、そういったいろいろな課題

が見えてきている中で、では次にそれに対してどういう支援、区としてのまちづくりの方向性というも

のをそろそろ示していくような時期には来ているのではないかというふうにも思っております。今後は、

どういう取り組みが想定されるのかをお聞かせいただきたいと思います。 

○髙梨木密整備推進課長  西品川一丁目の今後についてでございますが、今年度末、１月でございま

すが、東京都から令和３年度以降となる新たな防災まちづくりの計画であります、東京都防災都市づく

り推進計画の基本方針の案が示されました。その中でも、整備地域には含まれないものの、そこに隣接

していて危険性があるようなまちの改善の取り組みといったような記載もございます。そういったとこ

ろを捉えて、区といたしましては、整備地域には含まれないけれども、西品川二、三丁目と隣接してい

る、不燃化特区と隣接している西品川一丁目のような危険性の高い地域があり、地域の方々もそういっ

た危険性を認識している地区があるといったところを、東京都にしっかりとアピールして、不燃化特区

を含めた、そういった支援事業の導入に向けて、来年度積極的に協議していきたい、このように考えて

いるところでございます。 

○塚本委員  地域の方々との話し合いをしっかり活かしていただいて、この防災まちづくリというか、

防災性の向上につながる、この西品川二丁目、三丁目も含めた形で、施策として進めていただければと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

○鈴木（真）委員長  次に、高橋伸明委員。 
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○高橋（伸）委員  ３３５ページ、品川シェルター設置助成、３３７ページ、コンクリートブロック

塀等安全化支援事業についてお伺いいたします。 

 まず最初に３３５ページ、品川シェルター設置助成について、質問させていただきたいと思っており

ます。 

 本区は、２００８年から、大学と区内の工務店と共同で品川シェルターを開発しました。この支援内

容としては、この品川シェルターの設置をする方に助成をするということで、２００８年度から取り組

んでおられます。対象建物が、昭和５６年５月３１日以前の木造建築、助成対象者は高齢者６５歳以上

等、そして、助成額が５０万円ということです。 

 これはあくまで事例なのですけれども、三重県も、三重県型耐震シェルターを、平成２７年から新タ

イプとして今、取り組んでおります。構造の躯体等々は、若干本区とは違うのですけれども、三重県

は６畳におさまる大きさ、そしてシングルベッド２台分の置き場所の確保という点で、要介護者のため

の介護スペースが確保されている。また、三重県産の木材を使用して、費用が７０万円ということです。

これは、あくまで事例として取り上げさせていただきました。 

 それで、この耐震化シェルターの事務事業概要を拝見しますと、平成２５年までは１３件、そして、

平成３０年度は１件、平成２８年度が４件に増えています。まずそれが一つお聞きしたいのと、今年の

現時点での相談件数はどのぐらいあったのかということをまず最初にお聞きしたいと思います。 

○長尾建築課長  品川シェルターに関してのご質問です。まず、今ご案内いただいたとおり、実績に

つきましては、平成２５年度までが１３件、２８年度に４件ということになっております。毎年、おお

むね一、二件程度、実績として積み上がってきている状況ですが、２８年度は熊本地震が発生した年で

もありましたので、その年に関しては、実績が伸びている状況もございます。 

 また相談件数につきましては、今年度で言いますと、年度当初に２件ほどございました。そのうち

の１件が、実績として今年度ございますが、うち１件につきましてはまだ実績には結びついていない状

況です。 

○高橋（伸）委員  今年度の実績が１件ということで、これは私も、区が本当に独自に開発したシェ

ルターなので、もっともっと実績を伸ばしてもらいたいということもあります。 

 本区の場合ですと、４畳半と６畳で、８畳間以上はだめ、２階もだめです。しかし、これは居ながら

にして約１日で完成するということで、自己負担は、多分ないのかなと思っています。私もいろいろ、

防災フェアとかでも周知を本当にやっていただいているのを承知の上でお話をさせていただきます。区

が独自に開発したこのシェルターは、来年度、令和２年度も５件に対して２５０万円余ということで、

取り組んでいかれるという方向性をお示ししていただいていますけれども、この件数が反映されない、

本当に伸び悩んでいる、この現状や、いままでの実績を踏まえた上で、今後の区の考え方について、お

知らせしていただきたいと思います。 

○長尾建築課長  品川シェルターにつきましては、建築課で行っております耐震化支援事業の中の一

つとして、これまで取り組んでまいりました。区としましては、まずやはり、耐震化を図っていただく

ところをまず第一に支援していきたいというところがございます。ただ、改修費用につきましては、や

はり高額になる傾向もございますし、あと引っ越しの負担、また高齢の方ですと、ちょっとなかなか手

続とか段取りを組むというところで負担を感じられているような状況もございます。 

 そういった状況も踏まえまして、品川シェルターという、そういった費用負担もなく、引っ越しもな

く、命を守る空間を確保できる支援策をご準備しておりますので、耐震化支援事業をお伝えするととも
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に、そういった状況も確認しながら、品川シェルターについても引き続き、お勧めするというかご紹介、

ご案内していきたいと考えております。 

○高橋（伸）委員  ぜひ来年度も、予算は入れているので、ぜひ取り組んでいただきたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

 続きまして３３７ページ、コンクリートブロック塀等安全化支援事業についてお伺いします。これは、

大地震、台風などの自然災害による塀の倒壊から命を守るための安全性の観点から、平成３０年１２月

からこの支援事業を取り組んでおられると思います。そんな中、今年の令和２年１月に、恐らくこの道

路沿いの塀が設置されている土地にお住まいの方に、直接ポストに投函をさせていただきましたという

チラシが私のところに入っていました。その後、このチラシの問い合わせ等々があったのかどうかとい

うことをまずお知らせください。 

○長尾建築課長  今ご紹介いただきましたポスティングにつきましては、昨年度行いましたコンク

リートブロック塀に関しての基礎調査の中で、区内の塀がある箇所を確認しておりましたので、そちら

の確認できた塀の所有者の建物のところに、ポスティングを全て行ったところです。ポスティングを行

いまして、その後ですけれども、反響が一定程度ございまして、毎日１０件前後ぐらいお問い合わせを

いただいているところです。 

○高橋（伸）委員  これは、あくまでも道路面が対象になると思うのです。私のところにも何件か、

このブロック塀を施工したのですけれども、やはりこの隣地のブロックが長辺のところがあるので、そ

こがやはり皆さんから、何と言うのですか、対象にならないの、というご相談をいただきました。これ

は、あくまで道路沿いが対象なのは、私は理解していますけれども、またこういった問い合わせがあっ

たら、積極的に耐震のことを、またいろいろ取り組んでいただきたいと思います。ありがとうございま

した。 

○鈴木（真）委員長  次に、のだて委員。 

○のだて委員  私からは、３１９ページの航空機騒音測定委託にかかわって、羽田新ルートについて

伺います。２月２日から１２日まで実機飛行確認が行われ、品川区の上を飛行機がひっきりなしに飛ん

できて、区内にも衝撃が走りました。先日も、地域の方から、航空会社のマークが見えるぐらい低かっ

たということで声が寄せられました。 

 区は、先日２月２５日の建設委員会で、騒音について、過去の騒音データから想定していた音から大

きく外れることはなかったと受けとめを示されています。しかし、国の推計では、高度１,５００

フィート、４５５メートルで、最大７６デシベルとしておりますけれども、品川区が行った測定調査で

も、台場小学校は、区の降下角度３.５度の計算でも、高度４７５メートル、横方向に２５０メートル

離れたところで、最大騒音８１.３デシベル。国の調査でも、東京都水道局品川出張所は、高度４５２

メートル、横に１００メートルのところで、最大８１デシベルを観測しています。想定以上の騒音だと

思いますが、いかがでしょうか。 

○鈴木都市計画課長  過日行われました、国による実機飛行確認での騒音測定結果でございますが、

ご紹介いただきましたように区では台場小、立会小で測定してございます。ご紹介いただいたように、

台場小で８０デシベルを超える８１.３と、これは測定をして公表してございます。しかしながら、事

実を補足させていただきますと、２月２日から２月１２日の間でＣ滑走路につきましては、７７機、７

日間全体だと３７２機でございます。そのうちの１機が８０デシベルを超えたというところでございま

す。それ以外は８０デシベル以下だったというところで、この特異性についての区の受けとめとしては、
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測定した分のうちこの１機のみについては、航空会社に今、原因について問い合わせをしているところ

でございます。それから国のほうでも、ご紹介いただいたように、大井町近傍にある都の下水道局品川

出張所において８１デシベルの測定値が測定されたということでございます。 

 こちらについては、国は大臣の会見の中で、測定結果も含めてさまざまな実機飛行確認の結果につい

て現在精査中だと、できる限り早期に公表すると。また、著しく上回る結果が出た場合については、原

因究明をしっかり行っていくと、また必要に応じて新たな対策を検討していくというものでございます。

この８１デシベル、国のほうも、７日間のうち、この測定局で測定されたのは１４８機でございます

が、８０デシベルを超えたのは２月４日のみでございます。２月４日は、１４８機のうち７機しか飛ん

でございません。７機のうち何機が８０デシベルを超えたかというのは、国は公表していませんので推

計でしかございませんが、全体からすると非常に少ない結果だったという受けとめでございます。 

○のだて委員  区や国の測定で、超えたところがあると。今、少ないところだというお話がありまし

たが、推計というのが、大きなものが、騒音が発生したということは事実であります。それをしっかり

と捉えていただいて、想定以上の騒音がやはり発生しているということは事実だと思いますので、そこ

はしっかりと認識をしていただきたいと思います。 

 その今回の認識を改めていただきたいということで、国交省の値はやはり推計値で計算されたもので

あるということですので、実際には飛行ルートが本格運用となれば、さらに大きな騒音が発生するとい

うことだと思いますけれども、いかがでしょうか。 

○鈴木都市計画課長  計画公表当時から、国は最大騒音値での推定として８０デシベルということを

出してございます。これは過去の測定結果から推計したものというところで、国のほうの資料にも、気

象条件ですとか高度、それからエンジンの状態等々について、その辺の騒音値は変わると明確に示され

てございます。 

 今後実際、本格運用された場合に、さらにその騒音値が想定よりも超えてくるということについての

認識のお尋ねですが、実機飛行確認で、一定程度検証されて、今、国が、その結果について精査中で、

これから公表するというところでございます。この精査の結果についてはしっかり注視していきたいと

いうところでございます。 

○のだて委員  状況によって音が変わるということでありました。本当にそうなのですけれども、や

はり、今回実機飛行を行われた日はほとんど晴れで、曇りのときにやはり音が雲にはね返ってさらに影

響が大きくなるというふうに思いますので、その騒音の影響をしっかりと認識を改めていただきたいと

いうふうに思います。 

 今回、国や都、区によって測定場所が７カ所設けられていますけれども、この距離があって、新ルー

ト直下という感じがしないのですけれども、この大井町などの新ルート直下の場所にも、測定局の設置

をすべきだと考えますけれども、いかがでしょうか。 

○鈴木都市計画課長  当然ながら国は、今回区内３カ所に測定局を設置して、区でも、今後来年度以

降、２カ所設置をして、常時測定していくわけですが、ご指摘のとおり、ルート直下で一番影響の強い

ところで測定する、これはもう原則として、ご指摘のとおりでございます。その上で、国は、環境省に

なりますが、設置についてのマニュアルを出してございます。その中でさまざま、その設置にあたって

の留意点等々が出されてございます。当然ながら区も、来年度設置にあたっては、専門業者のアドバイ

スを聞きながら、よりよい、しっかり測定できるところを検討して設置していきたいということは、基

本的に当然変わりはございません。 
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○のだて委員  しっかり、よりよいということでしたので、きちんとルート直下も含めて、ぜひ設置

をしていっていただきたいというふうに思います。また、この新ルート実施にあたって、騒音軽減のた

めとして、降下角度が３.５度の急角度にされました。しかし専門家からは、急角度になり危険性が増

すという指摘がされており、またこの騒音軽減の効果もないとしています。この急角度のルートにより、

どれだけ音が小さくなったのか、騒音軽減の効果はあったのか伺います。 

○鈴木都市計画課長  ８０デシベルの推定値に対して３度から３.５度の角度に対して、これ、区の

ほうで試算してみますと、８０デシベルが７７デシベル程度ということでございます。実際に、今

回、７日間行ったわけですが、そのうちの６日間が荒天時ということで、３度を超える３.５度の角度

で実際行われたわけですが、先ほどご答弁申し上げたように、総体としてはこれは国が今後精査をし、

結果については出すということですから、その結果をしっかり待ちたいというところでございます。た

だ、やはり高度が上がった分については、総体的には、３度、実際３度は１日だけでしたが、効果は

あったのではないかというところでございます。 

○のだて委員  国の検証を待ちたいということでしたが、実際、想定よりも音が大きくなっていると

いう状況がありますので、この効果はない中で、さらに危険性が増しているという状況だと思います。

またこの高度を引き上げたことで、世界約１２０カ国２９０の航空会社が加盟する国際航空運送協会、

ＩＡＴＡが、国交省に、急角度になる着陸方法の変更を求めています。さらに１０４カ国、１０万人以

上のパイロットにより構成されている、国際定期航空操縦士協会連合会、ＩＦＡＬＰＡも懸念を示して

おります。しかし、この危険性が出されている中で、進入角度を上げることを区長は国交省に求めてき

ました。なぜこの危険なルートを求めたのか、伺います。 

○鈴木都市計画課長  この計画が公表されてから、騒音環境軽減に向けた取り組みは、もう常に区の

は求めてきました。その一つとして、当然これは周知の事実として高度を上げれば、その分、音が減る

というところでございます。その中で示された取り組みということで、実際、着陸位置が延ばされて、

高度が上がったという結果にもつながっているものでございます。 

○鈴木（真）委員長  次に、あべ委員。 

○あべ委員  私からは、３１９ページ、航空機騒音測定委託、３２４ページ、公園管理費、３４１

ページの居住支援協議会、そして３４７ページの避難所生活環境改善経費について伺っていきたいと思

います。 

 まず、航空機騒音測定委託です。今このコロナの関係で、羽田だけでも３００便近く運休をされてい

るところです。もともとはダイヤ増便のための都心ルートでありましたけれども、このスケジュールに

変更はないのか、一応確認をさせてください。 

 それから、公園管理費に関してですけれども、これもコロナの関係で、小中学生が公園の利用が増え

ております。それは結構なことなのですけれども、一方で運動公園が閉鎖されていたり、あるいはこれ

まで公園で遊んでいた乳幼児が、やはり大きい子どもたちがいると、なかなか公園に遊びに行けないと

いう声も聞いております。 

 一方で校庭などは、むしろいつもよりも使われていないような状況の中で、公園そして校庭も含めた

関係機関の連携の中で、もう少し合理的に遊び場を使い分けることができるようにならないか、ぜひ検

討をお願いしたいと思っているのですが、いかがでしょうか。 

○鈴木都市計画課長  羽田空港の機能強化、新型コロナウイルス感染症に関してでございますが、実

際国内外の航空会社の運休、減便という新型コロナウイルス感染症による影響は、区のほうでも承知し
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ているものでございます。国は昨日から３月２９日の本格運用に向けて、区内全域全戸にポスティング

での周知を開始してございます。そうした中で国からは、例えば延期ですとか、あるいは延期に向けた

検討を行っているですとか、そうした話は届いてございませんので、区の受けとめとしては、計画どお

り行われるものという認識でございます。 

○溝口公園課長  子どもの居場所というところの考え方でございます。新型コロナウイルス感染症対

策の関係で、学校の休校などさまざま対策が打たれているところでございます。そういった中で、やは

り公園の役割というのは、一つ上がってきているのかなというふうにも感じているところでございます。

ただやはり、子どもの居場所は公園だけで全て賄えるものでありません。学校もそうですし、児童セン

ターも含めてになりますので、そこはやはり関連部署としっかり連携をとって、子どもの居場所づくり、

そういったものについては今後もコロナ対策の専門家会議の発表等も出てきますので、そういったとこ

ろも注視しながら検討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。 

○あべ委員  新ルートのほうは本当に増便もインバウンドもなくなった上で、飛行機ルートだけが

残ってしまっているという、非常に皮肉な関係だなあと思っております。 

 遊び場のほうは、子どもたちの日々の活動ですので、できるだけ早急に検討をしてください。 

 それから居住支援協議会のほうなのですけれども、やはり高齢者が入居しにくいというのは、やはり

リスクの裏返しでもあるかと思っております。身寄りのない方が室内で亡くなってしまっている。荷物

の処分だけではなくて、例えばご遺体の損傷が大きくて、建て替えが必要になってしまうとか、あるい

は賃借権が相続されて、相続人を探すのに大きな費用と手間がかかってしまう。あるいは亡くなるとい

うことでなくても、認知症等によって近隣トラブルが増加するといった、さまざまなリスクも考えられ

るところです。 

 ここに対して、どこまで行政が、ある程度、対応分担、リスク分担をできるかということだと思いま

す。既にご存じのとおり福岡市では、見守りあるいは医療、介護、そして家財処分、あるいは、死後の

事務、生活支援、そういったことも含めた、居住支援協議会の活動というのを行っているところであり

ますけれども、品川区としては、どのような形で今後、リスク分担について、行政の介入について考え

ていらっしゃるのか、教えてください。 

○森住宅課長  居住支援協議会に関するご質問でございます。委員ご指摘のとおり、高齢者につきま

しては、例えば、国の平成３０年度の調査によりますと、オーナーの拒否意識としては、８割程度が、

やはり拒否感をある程度持っているというふうに言われております。ただし、全体の４８％は、拒否感

はあるものの従前より弱くなっているというような回答をされており、一定程度受け入れが、交渉なり

を行う余地はあるのかなというふうに考えているところでございます。 

 区といたしましては、この協議会でもご意見が出ていましたけれども、オーナーのメリットであった

り、デメリットをなくすというような支援が必要だろうというふうに考えておりまして、今、高齢者地

域支援課であんしん居住サポートという事業をやっておりますので、そういったところをベースにしま

して、よりよい制度をつくっていき、入居の促進を図っていきたいというふうに考えております。 

○あべ委員  多分手持ちのアンケートと同じものだと思うのですけれども、やはり積極的に貸してい

いよという大家が１７.９％。これを見ると、不動産屋はさらに少なくて７.６％なのです。なので、大

家がデメリットと考えているだけではなくて、その間に入る不動産屋がさらに、面倒くさがってといっ

たら言葉悪いですね、ちょっと拒否感が高いということで、その辺の不動産屋に対する情報提供ですと

か、あるいは意識向上というのも図っていただきたいと思います。 
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 それから避難所生活環境改善経費なのですけれども、簡易ベッドやパーテーションが入ってくるのは

とてもいいことだと思いますが、先ほどのご答弁の中で、大地震に備えたものではないというお話が

あって、これは大変残念に思っております。というのは、実は避難所や仮設というのは、大変、性暴力

やレイプが起こりやすいということで、つい先日もＮＨＫのドキュメンタリーがあって、大きな反響を

呼びました。 

 阪神淡路大震災でも、あるいは東日本大震災でも、避難所の性暴力というのは後を絶たず、東日本大

震災時のＤＶ・性暴力ホットラインには、性被害に関するものが年間５万件にも及んだそうです。中に

は、避難所のリーダーに物資を受け取る引き換えに性行為を要求される、あるいは避難所で複数の男性

から暴行を受けたが、騒いで殺されて津波のせいにされる恐怖があり、誰にも言えなかった。あるいは

仮設住宅で性被害が相次いだが、周りの人は見て見ぬふりふりをした。こうした事例がたくさん出てき

ております。調査チームがまとめました、東日本大震災の災害復興時における女性と子どもへの暴力で

は、１０代から６０代までの女性や子どもがさまざまな形で性暴力を受けていたということが明らかに

なっております。 

 そしてその中で、さまざまな提言がされておりますけれども、まずはその暴力防止の相談体制、そし

て環境の改善、この中には、避難所でのプライバシーの確保、安全な場所をつくっていくということが

強調をされております。そういった面からも、品川区の避難所でも性暴力を、避難所で、そして仮設の

中で防いでいくさまざまな取り組みを進めていただきたいと思いますし、その一つとして、やはりパー

テーションを用いた環境づくり、ぜひ、もう東日本大震災から９年がたちました。これは全力で取り組

んでいただきたいと思うのですが、お考えをお願いします。 

○中島防災課長  避難所におけるプライバシー確保というところのご質問だと思います。委員ご指摘

のとおり、かねてから区でも避難所運営マニュアル等を作成する中で、しっかりその女性の方がお着替

えするとか、そういう部屋をしっかり確保しましょうというところをマニュアルの中にもうたっており、

個別の各避難所のマニュアルにも反映に努めているところでございます。 

 今回、簡易ベッド、簡易間仕切りを購入するのは、やはり備蓄可能なスペース等もございますので、

あくまで風水害を想定しているものでございますが、当然避難所の性暴力等に関しましては、避難所運

営マニュアルの中にもしっかり、チラシ的なものも含めまして反映して、避難所連絡会議の中で周知を

図っているところでございます。 

○あべ委員  お気持ちはありがたいのですけれども、マニュアルに書くだけでは性暴力というのは、

それだけで防ぐことはできません。やはり環境を整えていく、相談支援体制を整えていくという、具体

的な整備が必要だと思っております。なので今、マニュアルやチラシでというお話があったのですけれ

ども、あと一歩、やはりこの具体的に犯罪を防いでいく環境づくりということで、ご答弁をお願いでき

ればと思います。よろしくお願いします。 

○中島防災課長  パーテーションというところは、なかなか、発災後すぐに対応することはちょっと

難しいところでございます。環境整えるというところで、相談体制なども含めまして、しっかりと連絡

会議等で協議を重ねていきたいと思っております。 

○鈴木（真）委員長  湯澤委員。 

○湯澤委員  私からは３０５ページ、駅周辺等放置自転車対策事業、それから３３７ページ、住宅改

善工事助成について質問させていただきます。 

 まず、駅周辺等放置自転車対策事業についてです。本年４月１日より、武蔵小山駅周辺の放置禁止区
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域がかなり拡大されると聞いております。武蔵小山駅前ロータリーには、以前は多くの駐輪、違反駐車

が見受けられましたけれども、取り締まり強化や駅周辺の整備、駐輪場の整備によって、現在は通行の

妨げとなる自転車はほとんどなくなって、通行しやすく、景観のよい駅前となっておると感じておりま

す。 

 それに比べますと、今回広げられた新たな禁止区域は、ロータリーから一歩入っただけで、多くの自

転車がとまっていて、特にパルム商店街を横断する道路は、車の進路を阻むほど、歩行者や自転車とす

れ違うときには接触の恐れがあるほどなので、安全に買い物を楽しくするためにも、ぜひこの事業は支

援していきたいと思っております。その上で、今回、禁止区域を広げた理由と経緯、あわせて新たに禁

止区域となった範囲を含めた基準と、この取り組みに合わせて新たに設置される自転車置き場の数と使

用台数を教えてください。 

○古郡交通安全担当課長  初めに実態ですが、パルム商店街と交差する道路には、非常に放置自転車

が多く、苦情等多かったので対策をしていたのですけれども、それでも改善が見られないということで、

あと、再開発に伴って定期４２７台、当日３２４台、７５１台の駐輪場が新設されたということを含め

まして、その実態は、私どものほうで調査をいたしまして、それに基づいて、放置禁止区域を広げたも

のでございます。 

○湯澤委員  今ご答弁にもありましたように、駅周辺にはパークシティ武蔵小山に７５１台とか、そ

ういった駐輪場が設置をされて、駅周辺のほうは整備が整っているかなというふうに思っているのです

が、中原街道側のほうの駐輪場の確保はされているのでしょうか。パルム商店街周辺の放置自転車のほ

とんどは買い物に来る方のものだと思っております。駐車時間も３０分以内のものが多いのかなという

ふうに思っておりまして、自転車を歩行の延長と考える方や重い物を運ぶ道具と考えている方に関しま

しては、例えば３分ぐらいだったら、歩くようであれば、ちょっと置いてお買い物してしまおうかなと

そういうふうに思う方も多いのではないかなと思っております。駐輪場が増えない中で警備強化をすれ

ば、大型店舗が所有している駐輪場や、また地域センターなどの駐輪場を目的外で利用してしまう方も

いらっしゃることが予想されますが、このような想定につきまして、区の見解はいかがでしょうか。ま

た、にぎわい創生地区やその周辺に駐輪場を増設する予定などがあれば、教えていただきたいと思いま

す。 

○古郡交通安全担当課長  まず、中原街道付近の駐輪場に関しては、やはり適地がないということで

非常に難しいということで、パルム商店街とか町会等とも連携しながら、そういったものの周知を、現

在しているところでございます。 

 あと、買い物客ということなのですけれども、私どものほうで実態調査をしたところ、午前１０時前、

開店前にとめているのが２０７台ということで、全体で３６０台とめてあったのですけれど、その半数

以上が、通勤客が利用しているという実態も浮かび上がっていますので、買い物客については、パルム

商店街を通じて周知徹底を図ってまいりたいと考えております。 

○湯澤委員  商店街の方からも、自分たちの商店街への駐車禁止に全力で取り組んでいくというふう

なことを伺っております。そのために、駐輪場がどこにあるのか、特にモラル向上に力を入れ、そのた

めにチラシやポスターを作成していきたいなどというお話も伺いました。そういった、商店街の取り組

みに対する支援などがあれば、教えていただきたいと思います。 

○古郡交通安全担当課長  周知に関しては、電柱幕を現在貼っておりますので、そういったところで

周知をしているところでございます。あとは、パルム商店街とよく連携を図っておりますので、その辺



－58－ 

含めて、連携を図ってまいりたいと考えております。 

○湯澤委員  中原街道沿いのほうというのは、駐輪場になるような土地もかなり少ないと思いますが、

区民のニーズに合った場所への駐輪場の設置にご尽力いただきながら、商店街とも連携して、駐輪場の

マナー向上を図り、多くの方が納得できるような、放置自転車対策を今後とも取り組んでいただければ

と思っております。 

 次に移ります。住宅改善工事助成についてです。この助成事業は、住宅のエコとバリアフリー化を支

援する事業でありまして、対象は区民、マンション管理組合、そして、賃貸住宅個人オーナーの３つと

なりますが、どこに対する助成が多いのか、昨年度の実績とともに教えていただければと思います。 

 また、区民向けというのは、賃貸住宅に住んでいる方にも適用されるのか。その場合、区民向け助成

の中でどのくらいの割合なのかを教えていただければと思います。 

○森住宅課長  住宅改善工事助成につきまして、今年度は、合計しますと２７０件の申請をいただい

ておりまして、多くの方にご利用いただいているものでございます。基本的には一般住宅の方が、その

うち２４３件、これは区民向けでございますけれども、共同住宅については２７件というふうになって

ございまして、ほとんどが、戸建ての建物あるいは分譲マンションの１室という形になってございます。

それから、賃貸住宅につきましては、例えば、登記上は親御さんが所有者になっておられて、ただ息子

さんの世帯が住んでいるという形であれば、その所有者の了解を得た書類を出していただければ、区民

向けとして対象にしているということはございますけれども、件数的にはそれほど多くないというふう

に認識しております。 

○湯澤委員  質問なのですけれども、このオーナーが助成を受けた物件で、賃貸住宅に住んでいる区

民が申請をした場合にも、この助成を受けられるのでしょうか。あと、賃貸住宅に住んでいる区民がこ

の助成を利用して、またほかに引っ越しする際に、現状回復をしていないなど、オーナーとの間で問題

になったケースなどがあれば、教えていただきたいと思います。 

○森住宅課長  基本的には、賃貸住宅について先ほど言いましたように、賃借人からの申請も、オー

ナーの許可があれば、基本的にはオーケーしてございます。その後の原状回復について、何かしらトラ

ブルになったという件については、住宅課のほうでは聞いておりません。 

○湯澤委員  本当にこの事業、これからの時代にも大変合った助成事業でありますので、より多くの

方に周知していただき、多くの区民に利用されるようになりますことを要望いたしまして、質問のほう

は終わりにいたします。 

○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１７分休憩 

 

○午後３時３５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。大倉委員。 

○大倉委員  駐輪場と備蓄品について、まず伺いたいと思います。 

 放置自転車対策ということで、今、平成２６年度から平成３０年度までの数を見ているのですが、そ

れを比べると５,０００台ぐらい減ってきていて、かなりの数が減ってきているなというところで、こ

ういった、数が減少しているというところで、さまざま取り組みしている中で、こうした効果が出てき
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ているのかなというところで今後、さらに自転車放置駐輪、減らしていっていただきたいと思っており

ます。こうした数が減っていくと、放置自転車を、回収して、八潮や不動前に持っていくと思うのです

が、そうしたときに駐輪場のキャパ、放置自転車を考えたときにさらに減っていった場合、例えば不動

前の駅前徒歩二、三分のところにある駐輪場なんかは、駅からも近いですし、かなり広さ的にもあると

いうところでは活用が見込めるのかなと思っております。 

 あの辺では、なかなか町会・自治会の会館がなかったり、倉庫がなかったりというところで、そう

いった、あとは行政需要、さまざま今、高架下の活用も、大井町線では飲食店が入ったり保育園が入っ

たり、郵便局が入ったり。また、大崎広小路のほうの高架下では、おしゃれなお店が建ち並んで、にぎ

わいを見せているというところで、そうした活用、当然東急との関係があるので、そういうところもあ

わせて、今後、活用も含めた検討というのができないのかなと思って、その辺の考え方を教えていただ

ければと思います。 

 あと、備蓄ですが、今品川区もさまざま防災備蓄ということで、食料品、資機材、生活用品等が備蓄

されておりますが、食料については、さまざまなところで活用されており、防災訓練のときに使ったり

というのも実際見てきております。１点、紙おむつは、品川区のほうで活用しようとしたけれどなかな

か利用をする場所がなかったということですが、今後は廃棄をしない方法を検討するということで、今、

その紙おむつ等の活用の検討状況はどうなっているのか教えていただきたいのと、今後、先ほど言った、

今まだ活用がされていない備蓄品については、見ると、私が知っている限りでまだ活用されていないも

のが、生活用品等でも、飲食料品のほうでもあるのかなと思うのですが、今後の活用について、ぜひ活

用を進めていっていただきたいなと思っておりますが、そうした考え方についてもあわせてお知らせく

ださい。 

○古郡交通安全担当課長  まず、放置自転車の減少につきましては、駐輪場の整備、指導・警告、そ

して撤去、これらを総合的に実施し、だんだんと減っていっているような状況でございます。 

 あと、不動前自転車保管所のキャパなのですけれども、これは撤去をして、おおむね６カ月後に取り

に来ない、返却できないものについては売却措置をしているのですけれども、ある程度保管していかな

ければいけない部分がございますので、放置自転車がどれだけ減少したらということなのですけれども、

今後、その推移を見ていきたいと思います。 

○中島防災課長  備蓄費の有効活用についてのお尋ねでございます。委員ご指摘のとおり、今回の紙

おむつの廃棄にあたって、一部廃棄されていなかったということを契機にいたしまして、一層有効活用

には努めてまいりたいと思っております。遺棄した紙おむつのうち建設委員会でも報告させていただい

た７８３包み程度に関しましては、業者のほうから回収をした上で、庁内において、紙おむつに関する

ニーズ等もあると思いますので、メーカー推奨期限を超えているというところもしっかりと周知をした

上で、各所管としっかり連携をし、有効活用を図ってまいりたいと思います。その他の生活用品を含め

食料についても、同じように庁内連携をしっかりとりながら、ロスのない形の有効活用については、今

後もしっかりと努めてまいりたいと思っております。 

○大倉委員  わかりました。駐輪場については、確かに保管をしていかなければいけないというとこ

ろで、一定数置いておくというところで、例えば、ではそれはもう、八潮のほうの場所だけではキャパ

が足りなくて、やはり不動前とかのほうで預かっていかないと、なかなか受け入れができないという、

要はキャパ超えていますよということなのだろうということですが、その辺が、今後減らしていく対策

をしていく、当然減らしていこうと思ってやられているので、ぜひ、もっと数が減って、品川区の放置
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自転車が減って、そういった活用ができるようになったらやっていただきたいなと思って質問しました

ので、ぜひよろしくお願いします。 

 また、違法駐輪等が減るように、さまざまな駐輪場の整備や、撤去、指導・警告も今やっていただい

ておりますが、さらに取り組んでいただいて、連携をとっていただいて、違法駐輪を減らしていただけ

ればと思いますので、よろしくお願いします。 

 備蓄品目等なのですが、さまざま庁内で連携をして活用していっていただくということでした。例え

ば、今だと、食品であれば防災訓練等、さまざまなところで活用をしていることがありますが、例えば

生活用品も使用期限前にさまざまなところにお声おかけして、例えば子どもたちがよく来るようなイベ

ントとか、お母さん方に来てもらいたいイベント等で紙おむつをうまく活用して、来ていただいて、そ

の場で子どもたちの紙おむつ交換をするような場所も設置しながら、そういったところでの活用みたい

なのもできたらいいのかなと。 

 イベントというのは、なかなか子ども連れで行きにくいという話が結構あって、そういったところに、

授乳スペースやおむつ交換のスペースなどを設けて、区のイベントでも例えば区が連携している、補助

金出しているイベント、そういったところをうまく活用して、使っていけたらいいなと思っているので

すが、そういった検討はまだこれからなのか、そういったことよりもまずは庁内で検討していくという

ことだったのか、その辺もお聞かせください。 

○中島防災課長  先ほども申し上げました庁内連携の中には、当然さまざまな事業の中で活用してい

く、来訪される方にお配りするとか、個々のニーズなど対応の方法があると思います。その中にイベン

トも、もしかしたら含まれるかもしれませんが、そのあたりも含めましてしっかり連携を図ってまいり

たいと思っております。 

○鈴木（真）委員長  次に、こんの委員。 

○こんの委員  私からは、３３９ページ、空き家等対策事業、３４７ページ、避難所生活環境改善経

費、風水害避難体制検討経費、３４５ページ、河川水位監視経費、以上３点お伺いしたいと思います。 

 まず、空き家等対策事業ですけれども、予算書には、空き家改修助成２件、空き家有効活用賃貸料２

件との記載があります。空き家有効活用賃貸料は新規事業と聞いております。この２つの事業について

は、どのような展開をしていくのか。また、空き家有効活用賃貸料は、区が借り上げる費用とも聞いて

おりますが、具体的な事業のご説明をお願いします。 

○森住宅課長  空き家改修助成、それから空き家有効活用賃借料という形で今回予算計上をさせてい

ただいております。それにつきましては、今、子育て支援であったり、福祉であったり、そういったこ

との用途で、区にぜひ使っていただきたいというようなお申し出を受けまして、先日も内覧をさせてい

ただいたところでございます。 

 どういった事業展開していくのかは、今、庁内でまとめておりまして、所有者の方と協議を進めてい

きたいというふうに考えておりますけれども、それに対する、何かしらの改修をするための費用の助成

として、１５０万円を２件、それから区のほうで空き家をお借りして、その賃借料を払うということ

で、１００万円を２件という形で計上させていただいているところでございます。 

○こんの委員  ご説明してくださったこの事業は、我が会派が昨年の第３回定例会などで提案してき

た空き家の利活用、そうしたものと理解をし、事業展開については評価するところであります。こうし

た事業が今後も広く展開されるように、また、利活用される団体が区の事業の一役を担っていただける

活動の場となることを期待したいというふうに思います。 
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 一方で、この空き家を利活用する方法としては、各種団体のこうした活動の場のほかに、高齢者、子

育て世帯、ひとり親家庭、障害者などの住まいとしても活用していくことが求められると思います。こ

うした課題については、設立された居住支援協議会においても議論、検討されていく案件ではないかと

考えますが、その点についてご見解をお聞かせください。 

○森住宅課長  今、委員ご紹介ありました、居住支援協議会でも、高齢者、ひとり親を中心に、まず

は、居住の安定を図っていきたいということでさまざまで意見をいただいております。その中でも、委

員からの意見として、空き家も活用していったらどうかというお話を一部いただいているところでござ

います。ただ空き家につきましては、一定程度広さもございますので、高齢者のひとり暮らしあるい

は２人世帯ということになりますと、ちょっと広過ぎるかなというところもありますし、逆に、シェア

をしていくとなると、少し狭い部分もあったりするかなというふうに思っております。そうしますと、

活用にあたっては具体的な要配慮者のターゲットを絞りながら、どういった方々に使っていただけるの

が一番いいのかということは、今後検討していきたいということを考えております。 

○こんの委員  居住支援協議会でもそのような、空き家の利活用の声が出ていたということは、あり

がたいことです。確かにあいている家の形や広さはもうさまざまなので、どういうふうに使用できるの

か、活用できるのか。その用途はさまざまだというふうに考えられます。そのさまざまな空き家の広さ、

また構造、こうしたことも考えながら、それをいかに利活用していくかということが、今後の課題にな

るというふうに思うのです。現在公共住宅を増設するという動きはない中で、住まいに困っている方の

支援をどうするかという住宅施策を考えたときに、確実に入居できる可能性があると考えられる住まい

の確保は、この新年度の事業のように、区で借り上げる空き家の利活用、これを住まいに活用していく、

こうしたことも考えられるのではないか。いわゆる貸す側、大家や不動産会社と、そして借りる側、そ

こを活用される方の間に、いわゆる区が入り借り上げる、区が間に入る住まいの運営は、双方にとって

一つの安心感につながり、円滑な住まいの確保につながると考えるものです。こうした考えについての

ご見解をお聞かせください。 

○森住宅課長  委員ご指摘のように、区営住宅・区民住宅は、今の現在の戸数を維持しながら、運営

管理していきたいというふうに考えておりまして、民間賃貸住宅が、今余っている状況もございますの

で、そういったものを、何とか居住支援協議会の活動の中で使っていきたいということは考えていると

ころでございますけれども、区が借り上げてそれを要配慮者に提供するということは、今のところ考え

ておりません。来年度、居住支援関係のセミナー行ったりする中で、大家のご理解を得ながら、いろい

ろな部署と連携をし、さまざまな事業を紹介していき、大家の安心を確保しながら、要配慮者の住まい

の確保に向けて、進めていきたいというふうに考えております。 

○こんの委員  今おっしゃってくださったように、住まいの確保、場所だけを確保すればいいという

問題ではない。ですが、一つの案として、区が確保するというところは一つの安心感につながるかなと

いう考えでありましたので、そうしたことも含めて、セミナーを開いた中で、大家や不動産屋がより、

貸したい、貸してあげたいと思うような対策を居住支援協議会の中で、空き家を活用した住まいの確保

といったことを検討していただきたいと思います。もしご答弁がありましたら後ほどお願いいたします。 

 次の質問にまいります。避難所生活環境改善経費、それから風水害避難体制検討経費、この２つの事

業を展開するにあたりまして、午前中のほかの委員の質問のお答えで、昨年発生した台風第１５号、

第１９号の教訓を活かして展開される事業とありました。これは大事な事業であると捉えております。

まずは、この２つの事業を展開するにあたって、改めて、昨年の台風第１５号、第１９号の教訓や課題
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をどう捉えてきたのか、お聞きしたいと思います。 

 また、その当時のことを振り返り、どのような課題が挙がっていたのか。例えば、避難勧告など避難

行動を促す発令について、また、自主避難施設の開設場所の設定の仕方、また避難所と自主避難施設の

違いによる運営の仕方など、さまざまな課題があったと記憶しております。区としてはどのような課題

を捉えてきたのか、お聞かせください。 

○森住宅課長  居住支援協議会についてでございますけれども、協議会の中でも、区の事業がしっか

りとまとまったＰＲ資料の作成であったり、そういうことのご意見もいただいております。またオー

ナーがメリットを感じられるような支援が必ず必要だろうということも言われているところでございま

す。そういった部分を、第１回目は少し総花的な、といいましょうか、さまざまなご意見をいただくと

いうところで開催したところでございますが、来年度は、具体的なターゲットを絞りながら、具体的に

支援ができるような体制と協議を検討してまいりたいというふうに考えております。 

○中島防災課長  昨年の台風第１５号および第１９号に関して、区といたしましてもさまざまな課題、

教訓が得られたと考えております。大きなところですと、やはり自主避難施設というのを初めて開設し

て、区で運営したというところで、さまざまな課題等もございました。そういう大きな課題を教訓とい

たしまして、まずは避難施設の開設、運営の体制の充実が、やはり課題であると考えております。その

他には、情報発信の伝達でありますとか、区職員の動員体制、それらのことも課題として捉えておりま

す。それらも踏まえまして、来年度の事業につなげてまいりたいと思っております。 

○こんの委員  避難所、自主避難施設の運営について、これまで震災に関する避難所、区民避難所の

運営マニュアルは作成を進めているのは承知しておりますが、風水害に関する、いわゆる避難所、避難

場所、この運営マニュアルについてはどのようにされていますでしょうか。たしか、自主避難施設の開

設運営に関するマニュアルは既に作成をされているというふうに認識をしておるところですが、どのよ

うになっているのか簡潔に、後ほどお答えいただきたいと思います。 

 それと、昨年の台風の際に、自主避難施設によっては、避難者の受け入れ対応や、あるいは学校の備

蓄の使用などについて、運営に携わった区職員と地域の方との間で意見の食い違いなどがあって、混乱

を生じた施設もあったかと記憶をしております。そうした課題について、既存のマニュアルの見直し、

あるいは今後は、区が運営するにしても、町会・自治会が運営するにしても、また両者で運営するにし

ても、昨年の台風第１５号、第１９号の教訓を活かした、風水害に関しての避難所、避難場所、そうし

たところの運営マニュアルが必要ではないかと考えますが、ご見解をお聞かせください。 

○中島防災課長  委員ご指摘のとおり、避難場所、区のほうで開設するものについてマニュアルは整

備しております。それに従いまして昨年度、開設を行ってまいりました。まだまだ見直すところもある

かと思いますので、そこについては適宜見直しを図っていきたいと思っております。その際に、区の職

員が運営する中で地域の方々とどう連携していくかというところは、ちょっと事例が少ないということ

もあり、また地域の方々とは、今まで地震を中心に話をする機会が多かったので、風水害に関する話は

なかなかできていないところがあります。少しずつでも、地域の方々とコミュニケーションをとりなが

ら、いざ避難場所を開設するときには、よりよい、円滑な運営ができるように努めてまいりたいと思っ

ております。 

○こんの委員  地域の方は、震災のときのマニュアルを作成するにあたって、学校関係者の方ともい

ろいろなやりとりをされているので、学校環境がよくよくわかっていらっしゃる。ちょっと失礼な言い

方をしたら申しわけないのですが、区職員より、地域の方は学校の施設や備品をよくご存じです。そう
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した使用のことにもぜひ、地域の方と連携をとるというよりは、地域の方のやり方をよくよく反映して

いただいて運営をされたほうが、円滑にいくのではないかと考えるところです。ぜひ、マニュアルの見

直しについては、そうしたところもご検討をいただければと思います。要望です。 

 次にまいります。河川水位監視経費ですけれども、この費用は、立会川と目黒川の水位を監視するカ

メラ、主に台風や集中豪雨のときなどに重要となる監視カメラの経費と認識をしております。まず、こ

の機器は設置後何年経過しているのか。これまでこの機器の不具合や画像に問題は生じていなかったの

か。設置状況や画像による情報収集に課題はなかったのか。機器について、現状をお聞かせください。 

○中島防災課長  ご紹介いただきましたカメラにつきましては、目黒川で２カ所、立会川で７カ所に

設置しており、一番最初に導入したのが平成２０年度になります。その後、平成３０年度に、耐用年数

を経過したカメラもございましたので、機器の更新等を行っております。見え方につきましてはさまざ

まな状況とかもございますが、比較的高精度なカメラを導入しているところでございますので、しっか

り老朽化したものの更新に努めてまいりたいと思います。 

○こんの委員  ３０年に更新をした機器もあったということで、画像を見る限りでは余り問題はない

という認識だったのでしょうか。実は私は、立会川のほうの画像をよく、台風や集中豪雨のときとかに

見ます。より第一京浜国道に近いところに設置してあるカメラが一番、水位がどの辺かというのがよく

見える位置だと、私の中では認識しているのですが、そのカメラの画像は、夜、第一京浜国道を通る車

のライトが反射して見えづらい、河川の中が見づらいのです。ですので、それは区の方が見えにくいと

いう、そういう認識はなかったのかちょっとあれですが、その辺のところが、もう少し更新されたらな

というところからの質問でした。よろしくお願いします。要望で終わります。 

○鈴木（真）委員長  次に、西本委員。 

○西本委員  ３１９ページの区民の自主的なまちづくりの支援、これはどういう成果があったので

しょうか。また、支援をする段階の選択はどのようにされているのでしょうか。 

 ２つ目が、地域交通検討ということでコミュニティバスです。説明資料を見ますと、このコミュニ

ティバスの目的の中に、旅客運送の確保、利便性の増進という形で入っております。これおかしいので

す。品川区の特徴何ですかと聞くと、交通の利便性がいいわけです。その中で、なぜさらにこの利便性

を追求するのかしらと、非常に疑問です。なので、この目的を明確にしていかないと、いずれにしても、

税金を投入するわけですから、費用対効果という形で、検証がなされるようになると思います。その場

合、例えば福祉の目的、都市観光の目的、シティプロモーションの目的と、いろいろな場合があるかと

思いますが、それによっては検証の仕方が変わるし、コストの使い方が変わると思います。それらの考

え方をお聞きします。 

 次に空港環境経費。組織を一元化して対応していきますよというふうにお聞きしました。騒音につい

ての調査をするということなのですが、この間の国の報告書のほうでの調査結果、グラフが書いてあり

ました。そこで、一番騒音の高いものについてのグラフがあって、それが表になってありましたけれど

も、何の意味があるのかなと思ったのです。私たちは、この飛行機は飛んでくると、１時間に４４便で

す。それが常に飛んでくるということは、先ほど８０デシベル、７０デシベル等と言っておりましたが、

常に常にその音が聞こえるわけです。そうすると、一つの飛行機の音の変動見てもしようがないのです、

全体を見ていかないと。私たちが必要なのは、区民の人たちにとって、生活環境にどう影響があるのか

という視点が必要なのです。国が調査をする項目と、品川区で調査しなければならない項目は変わるは

ずなのです。それをどのように考えているのか。 
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 そして、脱固定化へ働きかけるというのですけれど、本当に脱固定化の意気込みはありますか。どれ

だけあるのでしょうか。もうそろそろ、この飛行機の羽田空港については、区民の人たちにきっちりと

説明する責任があるのではないんでしょうか。それをちょっとお尋ねしたいと思います。 

 それから、八潮地区の将来像検討経費。委託費が、平成３０年度で４１５万円、今年５９０万円余、

令和２年度８９０万円余。これは長年やっているのですが、成果はあったのでしょうか。どんどん委託

費が高くなっております。またこの委託先というのは同じでしょうか、その成果とあわせてお聞きしま

す。 

 それから最後ですが、３４７ページの、非常発電設備保守点検委託費とありますが、これ２年前に稼

働運転は調査をしているが、法定の負荷試験はほとんどしていないというふうに聞いております。それ

は改善されたのでしょうか。よろしくお願いします。 

○鈴木都市計画課長  何点かご質問いただきました。まず、区民の自主的なまちづくりにつきまして

は、地域の課題を解決するために、地域の方がまちづくりについて勉強会を開きたいとか、そうした要

望を受けて、専門家を派遣する制度となっております。また、具体的な計画策定に向けた助成金も用意

しているというものでございます。 

 次に、コミュニティバスでございますが、昨年１２月に、第２回目の検討会を開催しまして、骨子案

を２つご提示してございます。１つは、地域公共交通の基本方針というところでございます。これはコ

ミュニティバスを含めた路線バス、それからシェアサイクル等々でございますが、その基本方針でござ

いますので、これは全体的な、高齢者、あるいは子育て世代、外国の方含めて、総合的に、区内の公共

交通を充実させていくという方針でございます。 

 それから一方で、コミュニティバスの導入計画につきましては、コミュニティバスの導入についてで

ございます。この中では、３つの将来像を示してございます。１つはやはり、まずは何といっても地域

の利便性の向上というところでございます。その副次的なものとして、地域のつながりを生んでいく、

さらにはシティプロモーション的なところの視点も記載しているものでございます。 

 先ほど、評価にあたって、観光、あるいは福祉的な施策、こうした視点でのご指摘もいただきました

が、基本的に、コミュニティバスは、地域の足、地域の方に乗っていただくというところで、地域の方

にアンケートをとって、そうしたことで、実施、導入計画の前に、しっかりその評価基準も定めながら

進めていくというところでございます。 

 それから、順不同になるかもしれませんが羽田空港の機能強化についてでございます。基本的には、

実機飛行確認が行われ、騒音値は、国も測定をして、区も測定をして公表されてございます。やはり、

この８０デシベルですとか、国は最大値の予測として示してございますが、これは環境基本法に基づく

数字とかではございません。過去の想定から示される音として示しているものでございまして、これは

やはり区民の方に、定量的な数字として測定結果をしっかり示すというところでございます。 

 ただこれを示して、超える超えないとか、大きい小さい、これは定量的には示されるわけですが、や

はり音の受けとめ方は、皆さんさまざまでございます。実際、日常生活にない音が継続して、ご指摘の

とおり来るわけでございますので、この地域の声を、今後、本格運用になってからも、しっかり国に届

けていきたいというところでございます。騒音環境低減に向けた取り組みと落下物対策をしっかり働き

かけを行っていくと。そして、固定化についても、これは国のほうの回答として、今後継続して検討し

ていくということで、これを検討していただくのは、国策としての事業主体の国でございます。区では

新たに組織を設けて、区としても積極的に求めていくというものでございます。 
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 それから八潮地区の将来像検討経費でございます。八潮団地は開設してから３０年でございますが、

建て替えはまだまだ先ということでございます。しかし、やはり、あっという間にその建て替え時期も

迎えるということで、地域の方にまちづくりについて考えていただくということで、予算計上して進め

ているものでございます。ただ、地域の方からは、一体何をやるんだということで、３０年後、特に賃

貸の方々からは、３０年後のことを語れと言われてもという声もいただいてございます。昨年、アン

ケートを実施してございまして、この中では、より身近なまちづくりについてのお声をいただいてござ

います。それで来年度の予算でございますが、ワークショップですとか、あるいは、まちづくりの中心

的なところを出しながら、より身近なまちづくりの課題を、ガイドラインという形で、例えばバリアフ

リー化ですとか、建物の外壁の統一化ですとか、そうしたところのより身近なガイドライン的なところ

を、来年度はしっかりつくっていきたいというところでございます。 

○中島防災課長  学校避難所の非常発電設備の保守点検についてですが、こちらにつきましては区民

避難所の７２時間稼動する発電機の保守点検でございます。年２回、保守点検を行っているところでご

ざいますが、内容としましては、エンジン発電機の動作確認、部品の交換、試運転等を行い、平素から

しっかりと稼働していることを、点検によって確認しているところでございます。 

○西本委員  時間がないので、飛行機の件です。これは、やはり生活をどう捉えていくかということ

が大きなかなめになるかと思います。なので、私たちがやらなければならないのは、区民の人たちの生

活がどういうふうに変わっていってしまうのか、影響があるのかということを、それのためのデータを

しっかり集めて、声も集めて、国交省のほうにしっかり伝えていただきたいというふうに思います。 

 それから、非常発電設備なのですが、これ負荷試験ですから。稼働試験ではありません。法定負荷試

験なので、もう一度確認をしていただいて、しっかりと進めていただきたい。非常に費用もかかる話で

すが、余り予算が変わってないなというふうに思ったので指摘をさせていただきました。非常用でござ

いますので、しっかりと保守点検のほうよろしくお願いします。 

○鈴木（真）委員長  次に、鈴木ひろ子委員。 

○鈴木（ひ）委員  私からは、３３５ページの私道整備事業、３２１ページの密集住宅市街地整備促

進事業、それから３３９ページの空き家等対策事業、３４３ページの消防団運営費について伺いたいと

思います。 

 まず私道整備事業についてなのですが、建築基準法の４２条２項道路にセットバックした上で次々と

新築の家が建てられて、道路は４メートルに拡幅されたにもかかわらず、真ん中に電柱が立っていて、

せっかくセットバックされたにもかかわらず、意味がなさない状況になっている、この問題について伺

いたいと思います。電柱移設には、大体数十万円かかると言われました。区として補助金の仕組みがあ

るけれども、補助金なので一度地域の方が費用を負担しなければならない仕組みだと言われました。こ

れはちょっと具体的に、中延の地域でご相談を受けた事例なのですが、自分の敷地の前に移設してもい

いですよというふうに言ってくださった方がいたのですけれど、しかし自分の家の敷地の前に電柱が来

るということだけでも負担であるのに、さらにその費用を一旦負担するということはできないというこ

とになりまして、結局電柱が道路の真ん中に立ったままで、これではセットバックをした意味がないの

ではないかというふうに思います。 

 こういう問題は、よく起こるのではないかと思うのですけれども、一つは、マンション建設などの場

合のときには、建築紛争予防条例がありまして、区とのやりとりというのは何度もありますので、この

マンションの建設にあたって、電柱移設についてもどうするかということを、区もかかわって決めてお
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くということが必要なのではないかなというふうに思っているのですけれど、このことを１点お聞きし

たいと思います。 

 それからもう一つ、今回の中延の事例のような場合は、一旦地域の方が負担しなくても、区として、

電柱を移設する仕組みをつくっていただけないかということなのですけれど、２点目このことを伺いた

いと思います。それが私道整備の問題です。 

 それから２つ目は、消防団、分団本部の施設の整備について伺いたいと思います。団本部の施設が、

いまだ全ての分団につくられていないと思うのですけれども、団の施設がない分団というのが幾つある

のか。分団名もお聞かせいただきたいと思います。また、あったとしても、狭くて団員が入り切れない、

であったりとか、老朽化などで建て替えが必要な分団というのもあったら、お聞かせいただきたいと思

います。 

○長尾建築課長  建築基準法の４２条２項道路のセットバックに絡む電柱移設へのお尋ねです。こち

らにつきましては、細街路拡幅整備事業の中で、電柱の移設にかかわる助成を用意いたしまして、細街

路のセットバックに合わせた電柱の移設というところを誘導しているところです。建築課のほうでは細

街路のセットバックにあたりましては、事前の協議を行いまして、どこまで下がらないといけないかと

いうところを、申請者の方と確認をして、その位置まで道路を拡幅していただいているところです。 

 この際、電柱の移設につきましては、電柱が移設する先の土地の所有者の方のご承諾も必要ですし、

今、委員おっしゃったように、電柱を移設する付近の隣接するお宅の方のご承諾ということも必要に

なってきます。こちらの合意形成というところが非常に壁になっておりまして、申請者側とともに、建

築課としましても職員が現地に赴きまして、申請者の方であるとか、隣接されている方にお話を伺いな

がら、電柱の移設についてもあわせて取り組んでいるところです。 

 マンション建設の際に電柱移設を義務づけしてはというご提案なのですけれども、先にお伝えしまし

たように、事前協議の中で合意形成について、建築課としましても、協議の段階と、あと区施工で細街

路拡幅を行う際は、その施工の依頼を受けるタイミングでも、改めてまたお伝えしているところです。

こういった形で粘り強く、電柱の移設もあわせて行っていただけるよう案内しているところです。 

 また、区として移設する仕組みというところのお話もございましたが、電柱の移設につきましては、

電柱を立てる場所の土地の使用にあたっての契約というところも発生してくるものです。そういった契

約行為であるとか、移設の申請というところで、申請者から直接、東京電力やＮＴＴに対して電柱の移

設を申し込んでいただいているところがございますので、区としましては、お支払いいただいたものに

対して全額を後から助成するという仕組みをとっております。 

○大森災害対策担当課長  私からは消防団施設関係についてお答えいたします。区内３消防団におき

まして、１７分団ございますが、１７の分団施設それから格納庫等合わせますと、３７の施設を保有し

ているところでございます。そのうち、建て替えというお話でしたけれども、基本的にその分団に必要

な、例えば会議室ですとかトイレですとか含めての機能が満たされていない施設につきましては、区で

把握している限りでは３カ所ございます。名称につきましては品川第三分団、荏原第三分団、荏原第四

分団という形で、区のほうでも認識しているところでございます。 

○鈴木（ひ）委員  電柱の問題は、結局、費用を一度、地域の方が出すということができないために、

全く動かないまま、電柱が真ん中に立ったまま、にっちもさっちもいかないという状況なので、その費

用を直接区が出して、初めからやってもらうという仕組みを何とかできないか。そうでないと、せっか

くセットバックした意味がないと思いますので、ぜひこの仕組みをつくっていただきたいということで、
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これはちょっとご検討いただいて、強く要望をしておきたいと思います。 

 それから、消防団の分団の本部の施設は、会議室ですとかというふうなことも含めた、格納庫ではな

い、本部の施設整備の問題なのですけれど、総務省消防庁のホームページには、消防団がどれだけ大事

な仕組みなのかということがこう述べられておりまして、「平常時・非常時を問わずその地域に密着し、

住民の安心と安全を守るという重要な役割を担います」と書かれています。そしてまたさまざまな、始

め式ですとか、消防操法審査会などでの来賓の挨拶でも、区長はじめ誰もが本当に感謝の言葉を述べら

れております。にもかかわらず、寒い時に集合がかけられても、外で待たざるを得なくて暖をとること

もできない、またトイレもない、会議をすることもできない、必要な情報をとるのも大変、こういう状

況になっていることに対して、やはりこれは東京都任せでいいのかなというふうに思うのです。 

 私も消防団運営委員を何回かさせていただいたときに求めてきたのですけれど、これに対して東京都

は、何かのときについでにみたいな形での方針しか持っていないと思うのです。私はこれを、区と東京

都が一緒になって、民間の土地購入も含めて早急に整備するべきだと思うのですけれど、いかがでしょ

うか。 

○大森災害対策担当課長  消防団の施設でございます。消防団施設につきましては、東京消防庁が所

管して運営しているものでございますが、区はこれまでも、区有地を活用いたしまして、用地確保に協

力をしているところでございます。ちなみに先ほどご紹介しました３７施設のうち、現在６割以上が、

区有地の上に建てられているという状況でございます。 

 現在、先ほどご紹介しました一部の消防団施設につきましては、必要な規模ですとか機能、これを確

保していないということは、区といたしましても十分認識しております。引き続き、さまざまな方策を

活用するとともに、消防団、消防署と連携をいたしまして、必要な用地の確保等に努めてまいりたいと

このように考えております。 

○鈴木（ひ）委員  これだけ大事な、本当に重要な役割を果たしているということは、もう本当に皆

さんの共通の認識だと思うのです。それなのにその分団に対して、施設も整備していないというのは、

どう考えても早急に設置が必要だと思いますので、ぜひ、都と一緒に取り組んでください。 

○鈴木（真）委員長  次に、渡部委員。 

○渡部委員  荏原消防団第三分団所属の渡部でございます。その件は、私も全くそのとおりでござい

ますが、トイレもございますし、情報もとれる状況ではありますので、適地が見つかれば、一緒に探し

てください。よろしくお願いいたします。 

 それはさておき、３２７ページで、しながわ区民公園が、１０年ぶりといいましょうか９年ぶりで

しょうか、いよいよ北側ゾーン改修設計等委託ということで文字になってあらわれてきました。ここは、

さまざまな問題について話し合いをされていた途中に震災が起こって時期がずれたというもので、その

照明をつけるつけないで非常にもめていたり、また少年野球の連盟とも何度も話し合いをされていて、

実は何もうまく決まらないというか話が平行線のまま、言葉悪いのですけれど、先送りというか棚上げ

というか、震災があったのでいろいろ諸般の事情でずれてしまったのが出てきたと認識をしています。 

 今回、このような形で動き出すということなのですけれど、これは近隣の地域の方々、また少年野球、

あそこは少年野球場、軟式野球場ですので、当然今利用されている方々と、こういうふうに進めるよと

いうような話し合いがされた上で、ここにこういうふうに出されてきているのか。でなければ、どうい

う形でこれから地域の方々、また少年野球の連盟の方々と話をしていって、いわゆる設計というのに

入っていくのかというところをちょっと教えてください。 
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○溝口公園課長  しながわ区民公園につきましては、これまで計画的に改修をしてきたところでござ

います。そういった中、まさにオリンピック、今年度開催までの間に、南側ゾーン、水族館があるとこ

ろの整備を完了すべくやっているところでございます。残すは北側ゾーンと言われている、少年野球場、

そういったところがあるところについての整備でございます。やはり、老朽化して改修時期に来ている

ところもありますので、改修をしていきたいということで、予算計上させていただいてございます。そ

ういった中、以前より課題となっていることもありますので、そういったものも含めて、しっかり近隣

の方、また運動施設を利用されている団体の方、そういった方々の意見も聞きながら、今後どうしてい

くのか、今回、計画していく中でご意見を聞きながら、どういうふうに今後整備していくのか決めてい

きたいというふうに考えているところでございます。 

○渡部委員  勘違いでしたか、震災ではなくてオリンピックが決まって、いろいろ延びたと。それは

いいのですけれど、要は、いろいろ話し合いの中で、例えば品川区の子どもたちは、グランド整備とか

も進んでいるので、土に触れ合うところがなくなってきているとか、天然芝がなくなってきているとか

というような話をしていたのがもう七、八年前で、それから時間がたってということもあって、多分、

少年野球連盟の方々、いわゆる利用団体は、寝耳に水で、また戻ってきたかという話だとは思うのです。

ですから、ぜひ早目に声をかけて、いよいよ南側が終わってきているので今度は北側なのだという話を

し、話し合いのテーブルについてもらって、では一緒になってどういうふうにしていくかというのを、

ぜひこれ話をしていただきたいと思うのだけれど、そういう場を、例えば品川区少年野球連盟の会長と、

いわゆる、話をリセットしてまたやり直すのに、少し時間がかかるような気が私はするのですけれど、

その辺のスケジュールはどのようにお考えでしょうか。 

○溝口公園課長  スケジュール的なものでいきますと、令和２年度、来年度１年かけて設計を進めて

いきたいというふうに考えております。そういった中ではさまざまなご意見、そういったものは聞きな

がら進めていきたいと思っております。以前の検討からやはり年数経っているところもありますので、

もう１回しっかり、それぞれ利用されている団体のご意見ですとか、またほかにもいろいろスポーツを

されている団体もありますので、そういった方々のご意見を聞きながら、進めていかなければいけない

というふうに感じているところでございます。 

 また一方ではやはり、公園近隣の方たちのご意見もありますので、そういったものもしっかり聞いて、

まずは、どういうふうにしていくのかというのを決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。 

○渡部委員  本当にくれぐれもよろしくお願いします、という言葉使いになってしまうのですけれど

も、たしかその照明の問題も近隣のマンションの方々だったでしょうか。また、やはり土ですと土ぼこ

りの問題、砂ぼこりといいましょうか、そういう問題もある。だけれども、こうやって長年活動をして

いく中で、やはり子どもたちを自然の状態でといいましょうか、活動させるにはこういうふうなのがい

いとか、いろいろな意見が出てくると思うのです。本当に１０年近く前にやっていたもののより戻しみ

たいな感じになると思うのですけれど、そこはしっかりと、時宜を得てと言いましょうか、話し合いを

重ねていただいて、ここが愛される公園になるように整備をこれから進めていただきたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

 あともう１つなのですけれど、３１１ページの補助１６３号線整備についてです。ちょうど区役所を

出て大井町のほうに行く所も見通しがすごくよくなって、広がってきました。多分、区役所の前は２車

線になるのですか。交通の流れとあと、多分信号の関係だと思うのだけれど、歩行者が区役所の前をよ
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く通るときに、公用車口からの車の出入りがちょうど、歩くスピードとぶつかったりもするということ

があって、例えばあそこが２車線になるのだったら、大崎側から大井町側に抜けようとしている車も、

そこの信号から公用車の出入り口のところに多分１０台ぐらい、直進と左折レーンがあれば滞留できる

ようになる。以前、さまざまな委員から、区役所の駐車場の出入り口前に、いわゆる停止禁止のゼブラ

ゾーンをつくってもらえないかというような話もあったのですけれど、今回、大きく変わっていくので

あれば、いま一度、警察ともご相談いただいて、せめて大崎から光学通りに抜けるほうだけでも、いわ

ゆる停止禁止のゼブラゾーンをつけていただくと、公用車の出入り口からの移動がスムーズとなり右左

折ができるのかなと思うのですけれど、レーンが増えるのかどうなのかとあわせて、その可能性につい

てもお聞かせいただけたらと思います。 

○多並道路課長  補助１６３号線の工事の件でございますけれども、区役所の前の補助１６３号線と

補助２６号線と交差点になりますけれども、区役所前につきましては、今の道路よりも右折レーンが１

つ増えまして、実質２車線プラス１で３車線のような形状となる予定となっております。逆側の、要す

るに昔の一本橋があったほうにつきましても、右折レーンをつくるということで、交差点としては機能

を強化する形となって、交通処理能力が高まるというところでございます。 

 一方、今の区役所へ入る部分へのゼブラゾーンの設置ですけれども、これはかなり警察とも協議した

のですが、実質ゼブラゾーンについては非常に困難ということで回答はいただいてます。今行っている

のは、経理課と連携しながら、車はなるべくそこをあけてくれないかというような表示であったり、大

井町から大崎に向かうルートで右折する車が、より円滑に入れないかということで、暫定形の中では、

右折レーンがあるところとの間に、ポケットのような部分ができる可能性もありますので、その辺でよ

り円滑に交通処理上もできないかということで今、細部については警察と最後の協議をしているところ

でございます。 

○渡部委員  そうですか。そこが３車線になるということは、ますます多分、光学通り側、大井町側

から大崎に向かうルートから右折で入ろうとする車は譲ってもらえなくなる危険性高いですよね。です

から、どういう仕掛けをつくったって、結局下手をすれば、下手をすればという言葉悪いですね、場合

によっては警備員を雇って車をとめて、誘導しないといけなくなるような形状になるのではないですか。

だったら、警察とも、無理なのかもしれないのだけれど、やはりしっかりお話しされて、そこに車２台

分なのか、バス１台分ぐらいの長さなのか、停止禁止をやはり設置してもらうほうが、実際、現実的だ

と、私は今、話聞いていて思ったのですけれど、どうでしょうか。 

○多並道路課長  今、経理課と最後、その辺については協議、調整させていただいて、工事自体は来

年度いっぱいでやっていくことになりますので、また具体的な対応については、再来年度の予算の中で

計上する形になってくるのではないかなと考えているところでございます。 

○鈴木（真）委員長  次に、本多委員。 

○本多委員  ３０７ページ、水辺千本桜計画、３４０ページから始まります防災費について、防災協

定について伺います。３１９ページ、やさしいまちづくり整備費、可動式ホーム柵、ホームドアについ

て質問します。 

 最初に、水辺千本桜計画なのですが、平成３０年度に策定をされまして、２０１８年から２０２０年

度３カ年をかけて、目標２０２０年度までに１,０００本、目黒川、立会川、天王洲運河、勝島運河、

京浜運河ということで、今年度、現在までの取り組みと、２０２０年度の取り組み予定をお聞かせくだ

さい。 
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○多並道路課長  水辺千本桜計画についてお答えさせていただきます。こちら計画は、目黒川を初め

とした区内の水辺空間の魅力アップを目的として、桜の植栽を区民と一緒に整備していこうということ

で進めている事業でございます。委員のご指摘のとおり、２０１８年度から２０２０年度までの計画期

間で、これまでの取り組みとしましては、もともとその事業開始前に水辺にあった桜が約８４２本、平

成３０年度に３７本植えさせていただいて、今年度については１１８本、現在植えております。来年度

につきましては、また目黒川周辺で１０本植えさせていただく予算を計上させていただいて、今予定で

すと、それで１００７本植えるという形で考えているところでございます。 

○本多委員  当然これ対象は、先ほど言ったこの目黒川、立会川、天王洲運河、勝島運河、京浜運河

ですけれども、区内全域に桜を増やしてほしいという思いから聞いていきますけれども、目黒川を中目

黒と同様、またそれ以上の桜の名所にしていただきたいと思います。川幅は目黒区内の目黒川より品川

区内の目黒川、北品川から大崎、西五反田のほうが幅も広く、太陽の光に向かって育つ桜の木や枝葉、

桜、将来性は期待が膨らみますので、その過程において、桜のご縁ですね、桜の縁というものを郷土の

桜、桜の縁という視点をと思います。 

 品川区内全域にということで、ちょっと幾つか例なのですが、西品川に縁のある桜が、明治４５年に

東京市からワシントン市に６,０００本の苗木が送られました。平成２９年にはワシントン市から西品

川に帰ってきました。そういった桜の縁もありますし、また品川区内からバチカンへ桜を送る働きかけ

も現在あります。ほかにも桜の縁というのはたくさん、品川区内にはあると思うのですけれども、そう

した事例を物すごく大切にしていって、桜を増やす取り組みをさらにしていただきたいと思いますが、

その点についてお聞かせください。 

○多並道路課長  桜につきましては今、委員のご紹介いただきました、ワシントンの桜ということで、

平成２９年に西品川一丁目の再開発事業の中で、ワシントンの里帰り桜という植樹式をやられたと、こ

のようなことで、これにつきましては千本桜の計画の計画書の中にも紹介させていただいているところ

です。やはり目黒川の桜等で見に来られた方が、また見てみたいと思うことで、立ち寄れるような形で

ということで、今の区内に縁があるような、桜については紹介させていただいております。 

 このほかにもう１つ紹介させていただいていますのが、大井の桜ということで、江戸時代は大井地区

にお寺がかなりありまして、そちらの桜が、庶民の方々、大名の方だとか皆さんが親しんできた桜とい

うことで、特に西光寺の兒桜ということで、こちらの歴史館の中にも展示してあるような内容の桜であ

る。このような、区内にはいろいろ縁がある桜ということで、ここの中の紹介をさせていただいて、今

後も桜という一つのキーワードで区内の桜の立ち寄れる、桜の時期にいろいろめぐれるような取り組み

というのは、いろいろな部署と連携しながら進めていきたいと思っているところでございます。 

○本多委員  ２０２０年度で計画が終わりますが、それ以降、２０２１年度以降の取り組みとして、

今の現在の何か考え方とかあれば教えてください。 

○多並道路課長  ２０２０年度までに進める、一つはオリンピックをターゲットとしているところが

ありますので、それが一つの整備計画の考え方です。それ以降につきましては、まずはこの考え方は、

目黒川だとか舟運の関係で、なかなか連続した形で桜が見られない場所があるということだったので、

可能な限り船から見える桜というのですか、そういう観点で植えられるところを植えてきたという観点

があります。 

 今のような、今、かなり有名になってきました目黒川の桜ですけれども、そういうところから派生し

て、区内にはいろいろ桜があるということでめぐりながら触れるような形でということで、その桜を今
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後は周知していくというか、維持管理して育てていくのが次のステップではないかなと思っているとこ

ろでございます。 

○本多委員  ぜひ中目黒に負けないような取り組みを、拡大展開を望んで次の質問に行きます。 

 防災費全般について、防災協定について伺います。昭和５１年に、品川、荏原両医師会と防災協定を、

第１号結んでから、今日まで４４年間たちまして、昨年の１２月には千葉県の大多喜町と、タケノコの

縁でしょうか、防災協定を結ばれたということで、ちょっと私のカウントだとこれで１５３ぐらいなの

か、ちょっとその辺の正確な数字を教えていただきたいのと、あとは、その防災協定結んでいる中の一

つで、ガソリン、軽油、灯油について協定を結んでいる事業者が廃業してしまったと伺いました。当然

そこの事業者は、品川区とも契約していたし、いろいろな関係があろうかと思いますが、そのガソリン、

軽油、灯油の防災協定の部分は、うまく補えたかどうか教えてください。 

○中島防災課長  まず協定の件数についてでございます。ちょっと今手元にあるのが１月３１日現在

で、１６７件の災害時協力協定を締結しております。ちょっと直近の資料があれですが、２月２８日

だったと思いますけれど、液体ミルクの関係で区内企業のケイポートというところと協力協定を結んで

おりますので、恐らく１６８件になるかと思います。まずはその件数でございます。 

 次に、石油燃料の優先供給に関する協定でございます。こちらにつきましては、災害時に車両または

施設に石油燃料を供給するものでございます。基本的には区内のガソリンスタンドに備蓄をしていただ

くことで進めております。今回、近くのガソリンスタンドの廃業を受けて、また組合とも相談が必要か

と思いますが、ほかにも区内には、ガソリンスタンドがございますので、そちらとしっかり協定の中で、

備蓄および供給のほうをしていただこうかと思っております。 

○本多委員  防災協定については今年も新たに結ばれたということで、数もわかりました。ありがと

うございました。 

 燃料のほうなのですけれども、それで補えるということで理解しました。こういう、品川区と防災協

定を結んでいる相手先が、そういう事業を廃止したりして、協定ができなくなった場合とかのタイムラ

グのないように、次のところと、その用途の対象について、何々を補給してもらうとか、全て内容が取

り交わされておりますけれども、移行できない場合の補い方というのは、タイムラグがなくすぐに結べ

るものなのか、その方法というか考え方を教えてください。 

○中島防災課長  今回の石油の燃料に関しましては組合と協定を結んでおりますので、その加盟店の

一つが廃業した場合でも、組合としての補完を考えているところでございます。あと、協定先のほうが

廃業とかとなった場合に、そのタイムラグがないように補完するということですが、今、分野、分野で

重層的に協定を締結しておりますので、そういう意味で、ある企業なりが廃業した場合でもほかの企業

で補完するとか、また並行して新しいところも見つけて、しっかり災害時に穴があかないというか、

しっかり対応できるような形の協定には努めてまいりたいと思っております。 

○本多委員  対応できるということで、わかりました。 

 それでは次の質問にいきます。３１９ページの、やさしいまちづくり整備費で、可動式ホーム柵整備

助成、ホームドアの整備助成費なのですが、鉄道駅ホームにおける転落事故防止対策、令和２年度の予

算は、東急池上線五反田駅の固定式のものを可動式に変える、または東急目黒線の目黒、不動前、武蔵

小山、西小山駅の車両編成増に伴う追加設置助成であります。 

 それで質問したいのは、新規設置について、令和２年度の予算は東急ばかりなので、ＪＲとか京急、

りんかい線とか、その辺はどうなのかなと。これは国と３分の１、事業者３分の１、区３分の１という
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ことで、それぞれの負担がありますけれども、当然、鉄道事業者にも負担をしていただいて、区から積

極的に働きかけしていただいていると思うのですが、そこのところをお聞かせください。これ行財政改

革特別委員会の資料を見させていただいて、りんかい線では、天王洲アイル、品川シーサイドが令和３

年度に予定をしているということで、都営浅草線、五反田、中延、戸越は令和５年度までに実施をする

予定ということで、わかりました。未整備の１６駅について、東急以外の鉄道事業者の積極性をもう

ちょっと求めたいと思うのですが、その点について教えてください。 

○鈴木都市計画課長  ご紹介いただきましたようにホームドア、来年度は、池上線五反田については、

固定式から可動式と。そのほかについては車両編成によるホームドアの増設というところで、各鉄道事

業者、ＪＲですとか聞いているところでは、来年度の新規はほかの鉄道事業者とりあえずないのですが、

ご紹介いただいたように、りんかい線は、令和３年度、都営浅草線は令和５年度までというところでご

ざいます。 

 それで、特に京浜急行電鉄につきましては、区内６駅ございますが、まだホームドアが設置されてい

ないというところで、この京急含めて、近年では転落事故でお亡くなりになるというところで、痛まし

い事故もございましたし、各鉄道事業者には区長名で、ホームドア設置についてより強い働きかけを

行ってございます。東京都は、このホームドアを、さらに促進していくということで、整備の考え方を

示して、鉄道事業者に、計画的な作成を今、求めているところでございます。区のほうでも特に京急に

は、その計画に位置づけていただいて、より早い時期に整備していただけるように、今、協議を行って

いるところでございます。 

○鈴木（真）委員長  次に、高橋しんじ委員。 

○高橋（し）委員  ３１５ページ、津波・高潮対策事業の立会川溢水防止板設置工事、３１９ページ、

八潮地区の将来像検討経費、同じく３１９ページ立会川・勝島地区まちづくり検討経費につい

て、３２９ページ、子どもたちのアイデア等を活かした公園づくりについて、そして３４３ページ、消

防団運営費。 

 先に質問させていただきます。まず立会川溢水防止板設置工事の場所は、先ほどほかの委員の方の質

問のご答弁にあったように、現在、つけていない国道１５号から南の部分に設置されるということです。

東京都が設置を予定している樋門ができるまでの暫定的な高潮対策として行われていることだとお聞き

しています。昨年９月に設置していただいたということで、台風のときも地域の方は安心されていまし

た。今後またつけていただくということなので、さらに安心感が増すと思います。 

 ちょっと細かいのですが、財源のお話で、事務処理特例交付金とあったのですが、この事務処理特例

交付金というのはどのようなものなのでしょうか。簡単にご説明いただけるとありがたいと思います。

この事業は、昨年度、この交付金ではなかったと思いますが、令和２年度の予算に交付金の対象として

認められた経緯をお願いします。 

 それから八潮地区の将来像検討経費は、ほかの委員の方のご質問にもありました、マスタープランで

その将来像が少し見えたのですが、その後、お話あったようになかなか見えてこない。今年度はガイド

ラインを作成されるということですので、そこでの多様な居住形式、あるいは、いろいろな方いらっ

しゃいますが、区がリーダーシップをとって、このガイドラインのまとめをお願いしたいのですが、そ

の点について。 

 それから、立会川・勝島のほうですが、まちづくりビジョンが出て、将来像が少し見えてきました。

具体的になったのですが、今年度と来年度で都市再生整備計画を作成するとお聞きしています。その作
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成時期の目途と、現在の検討状況含めてお尋ねします。勝島地区は、高齢化率が何と４％ということで

すので、子育て施策中心も、重要な観点になるかと思います。そういった特質、環境の変化に対応した

計画の作成をお願いいたします。 

 そして、子どもたちのアイデア等を活かした公園づくりは、大井坂下公園が、インクルーシブ公園、

アイデアが活かされるという公園で、すばらしいことだとお聞きしています。ただ、そのほかにも、地

域やいろいろな声があって、保育園児の利用が多い点、ビジネス街なので喫煙所に関する課題、さらに、

先ほどほかの委員の質問にもありましたが、ネットがありボール遊びができる貴重な場所です。さらに

災害時での活用、こういった点を含めて、どのような形で、基本設計、実施設計されていくのか伺いま

す。 

 最後に消防団運営費ですが、大井消防団第１分団のポンプの置き場ですが、さまざまな事情から課題

があって、施設を、団の方々が求めて、課長にもお願いしております。消防署との調整で大変なご尽力

をされているそうですが、現在の検討状況と今後の見込みをお願いいたします。 

○松本河川下水道課長  溢水防止板の設置でございますが、先ほどご答弁したように、今回は、国

道１５号から河口までの残っている部分について設置するものでございます。財源でございますが、事

務処理特例交付金ということで、東京都から管理を移管されているところでございますので、今回高潮

対策の暫定処理ということで、財源については東京都からいただくことになっております。 

 あわせまして、ちょっと今資料がないので正確なお答えではないかもしれませんが、昨年も事務処理

特例交付金で対応させていただいているところでございます。 

○鈴木都市計画課長  私からは、八潮と立会川・勝島地区についてのご質問にお答えします。まず、

八潮地区のまちづくりでございますが、先ほどもご答弁差し上げたとおり、なかなか３０年後の建て替

え、どうこの地区はあるべきかというところについて、なかなか地域の方々から、そんなこと言われて

も、というところもあって、昨年度アンケートを実施してございます。そのアンケート結果が、やはり、

より地域の身近な課題の抽出ですとか、魅力の創出ということで、いろいろお声をいただいてございま

す。そのアンケート結果を踏まえて、今年度、地域の方と勉強会を予定していたのですが、新型コロナ

ウイルス感染症の関係で今年度、見送った、延期したというところでございます。 

 八潮につきましては、これまで、学校跡地に開設した福祉施設の機能更新ですとか、団地内の歩道の

拡張あるいは自治会や事業者による敷地内通路の改修など、それぞれの下絵のもとでまちづくりが進め

られてございます。当然必要性があって進められているわけでございますが、そこに統一した共通の目

標、あるいは課題抽出をして、ガイドラインとして、来年度ワークショップも行いながら、しっかりま

とめていきたいと。より身近なガイドラインとなるように、しっかりまとめていきたいというものでご

ざいます。 

 それから立会川・勝島地区につきましては、昨年の１月にまちづくりビジョンを策定したわけでござ

いますが、その中で特に勝島地区と立会川地区の回遊性の向上というところで、この回遊性の向上、人

道橋的なところになるかと思うのですが、この計画に向けて国の補助金を得るために、この都市再生整

備計画をつくっていくというところでございます。今年度、特に来年度もそうですが、具体的には、運

河を所管します東京都と、この辺の中身について、具体的に協議を進めていくという計画でございます。 

○溝口公園課長  私のほうからは、子どもたちのアイデア等を活かした公園の整備についてお答えさ

せていただきます。まず実際、来年度から基本設計、実施設計を進めていこうと考えております大井坂

下公園でございますが、やはり今回いただいた、この子どもたちのアイデアをしっかり取り入れた形で
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の整備をしていきたいというふうに考えています。そういった中では当然、ユニバーサルですとかイン

クルーシブ、そういった考え方に基づいたアイデアも、今回いただいておりますので、そういったもの

を活かした整備をしていきたいと思っております。既存の公園には、やはり近隣の保育園の方が遊びに

来たりという実情も十分踏まえ、また、キャッチボール場がある公園でもありますので、そういったも

のは貴重な子どもたちの遊び場でありますので、そういったものはできる限り残していきたいというふ

うには思っています。 

 そのほか、喫煙所につきましては、前にちょっとお答えしたところもありますが、基本的にはやはり

子どもたちに遊んでもらえる公園にしていきたいというところではありますので、かなり検討していか

なければいけないところであります。喫煙所については大森駅周辺の受動喫煙対策も含めて、どうして

いくのか、そういったところの総合的な判断の中で、検討していきたいと考えてございます。 

 いずれにしましても、子どもたちが元気に、またせっかくいただいたアイデア、そういったものを活

かした子どもたちに親しまれるような公園を整備していきたいというふうに考えているものでございま

す。 

○大森災害対策担当課長  大井第一分団の消防団施設関係のご質問でございます。八潮の分団施設、

それから東大井にあります格納庫、こちらにつきましては、施設の一部修繕等を含めまして、施設の

シャッター等に団の表示マーク等をつけるということで、令和２年度予算で東京消防庁に予算を確保し

てもらったということで伺っておりまして、令和２年度中に施工工事を進めていく予定でございます。

その他、施設等につきましても、消防団、消防署と連携しながら、適切に管理をしてまいります。 

○高橋（し）委員  八潮は、そのような将来が見えるような形でお願いします。 

 立会川・勝島地区については、その人道橋、多くの方が期待していますので、実現に向けて、都と協

議をお願いいたします。 

 公園、それから消防団については、承知しました。ありがとうございました。一番初め伺った立会川

の財源のところなのですが、私のほうもちょっと調べが足りなかったのかもしれません。それはまた後

でお尋ねしますが、これはちょっと財政のほうになるのかもしれませんが、財政課の歳入にこの事務処

理特例交付金があって、そこの総務費委託金で入っているのですが、もしわかれば、河川なのに総務費

委託金ということで、委託金の目にあるのですが、もしわかればお願いします。 

○品川財政課長  いろいろ所管の関係で事務処理特例交付金、財政課のほうで取りまとめをするとか、

そういった部分のところで総務費で出していると、こういうことでございます。 

○高橋（し）委員  河川の浄化とかそういうのも全部、財政課の総務費委託金のところに入っていた

ので、今のお答えでわかりました。ありがとうございます。 

○鈴木（真）委員長  次に、藤原委員。 

○藤原委員  ３３９ページ、区民住宅なのですけれども、借上型が計上されておりませんが、これは、

特優賃が終わったということでいいのか、確認でさせていただきます。それと、３１７ページで河川下

水に伺いたいのですけれども、もうこれ１０年ぐらい質問をさせていただいております、西大井

の５、４あたりから東馬込に抜ける、基本的には東京都のお仕事ですけれども、あれはどういう状況で、

いつ完成するのでしょうか、教えてください。 

 それと、３０７ページの東京２０２０大会花いっぱいおもてなしロード事業で、プレス発表の写真を

見ました。これとってもきれいですね、わくわくします。私が、臨海斎場に行くときは、花いっぱいで

はなくてトラックいっぱいになっているのです。これはどういう形でどういうふうに解決していくのか。
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道路交通法上、トラックを置いていていいのですよというのだったら、それは別な話になるかもしれな

いけれども、このわくわくする写真と全く違う状況が現実にはあるので、これどういうふうにしていく

か教えてください。 

 それと、３１１ページ、補助１６３号線整備なのですけれども、道幅が拡幅されました。前回も私、

お伺いしましたけれども、区役所を出て左に曲がって、ドラッグストアのほうに渡って、そこから自分

の家に帰ろうと思って右の横断歩道を渡ってももう点滅してしまって間に合わないのですよ。だから、

この拡張等に伴って、どういうふうに解決していくのか教えてください。 

○森住宅課長  私からは、借上型区民住宅について、お答えさせていただきます。借上型の区民住宅

につきましては、平成４年から事業を開始しておりまして、平成１４年には１６団地２９８戸の供給を

させていただいたところでございます。その後順次、２０年間の借り上げ期間が終了いたしまして、先

月の２月末をもちまして、最後のロビン成田の返還を終えたところでございます。ですので、今回の来

年度の区民住宅管理費につきましては建設型のみになりますので、区民住宅管理費という名前でさせて

いただいております。 

○松本河川下水道課長  私からは、西大井五丁目付近で実施している下水道工事でございますが、こ

ちらの工事は、浸水被害を軽減するために必要な、新しい下水道管の整備をするために、東京都の下水

道局が実施しているものでございます。この工事は、委員お尋ねのように、平成２４年に着手したもの

でございますが、地中埋設物の影響などで、新しい下水道管を布設するルートや深さ等を変更する必要

があり、なかなか工事が進んでいなかった状態でございます。 

 平成２９年に新たなルートが整ったことから工事を再開したと、東京都下水道局から聞いているとこ

ろでございます。現在、新しい下水道管を布設するための縦穴工事が終わり、推進工法という工法を用

いて、その縦穴から横方向へ下水道管を布設しているところでございます。進捗といたしましては、１

月末の状況でございますが、３３０メートルの延長のうち、１１０メートルが完了したということを聞

いてございます。なお、やはり地盤がとても軟弱であるため、まだ一定の時間がかかるということを聞

いてございます。 

○多並道路課長  私からまずは、東京２０２０大会花いっぱいおもてなしロード事業に関連してとい

うことで、今、委員のご指摘のとおり、花壇の整備をしても、あそこはトラックの駐車等が多いという

ことで、今回の整備で自転車専用レーンをつくった関係で、少しはとめにくくはなったのですけれども、

ただこれについては、警察とよく連携を図りながら、オリンピック期間中だけではなくてそれ以降も、

その取り締まり等の強化ということで、それは協力しながらやっていこうということで調整していると

ころでございます。 

 あと、補助１６３号線の交差点の関係ですけれども、こちらも今の道路が広がる関係で、交差点自体

に変更が生じます。これによって、今ある信号機自体も移設しながらやるような形になります。 

 あと、今の信号機のつき方というのですか、青色の信号の長さだとか、つき方についても、右折レー

ン等ができるので、全体的にもう一度その信号のサイクル自体を今ちょうど、警察と、東京都の道路で

もありますので東京都と品川区で協議をしている最中であります。こちらにつきましては委員の今のご

指摘も踏まえて、より歩行者の方が安全第一になるように、そういう観点で協議してまいりたいと思っ

ているところでございます。 

○藤原委員  歩行者の方の安全をというのが一番だと思うのです。横断歩道つながりで伺わせていた

だきますが、私は前回も言いました。信号がない横断歩道において歩行者をどういうふうに守っていく
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のだという質問をさせていただきました。 

 例えば、区役所を出て右に曲がって、大崎に向かうところにある横断歩道、私が立っていても、と

まってくれる車がありません、がんがん行ってしまう。ここがすごく気になっているのです。普通、道

路交通法上は横断歩道とまらなくてはいけないですよね。だけれども、現実にはとまってない。私が心

配していることが、質問が終わった後起きました。私が知る限りでも何件か、信号がない横断歩道で人

身事故起きました。だからここはやはり、区として行政として、警視庁とか道路管理者とかいろいろあ

ると思うのですけれども、やっていかないといけないと思うのですけれども、その辺についてぜひ、交

通安全という意味においても、伺いたいと思います。 

○古郡交通安全担当課長  委員ご指摘のとおり、横断歩道上でとまらないという統計データがござい

ます。警察とも連携を図って、取り締まりを強化しているというところでございます。ですので、区と

しても、いろいろな交通安全教室だとか、また警察にもお願いして、免許の更新時だとかに安全教育を

するだとか、そういったところで周知徹底を図ってまいりたいと考えております。 

○藤原委員  ３２１ページの、不燃化１０年プロジェクトについてお伺いしますけれども、区長の施

政方針が配られて、木密地域解消のため都と連携をし、積極的に進めてきましたと。これは、令和２年

度末をもって終了の予定でありましたが、区の継続した申し入れに対して、都も令和３年以降の事業展

開の意向を示したと、積極的に進めてまいりますと、区長の施政方針で述べられました。これを受けて、

担当課の課長としては、まずどういうふうにやっていこうと思っているか教えてください。 

○髙梨木密整備推進課長  本年１月に、東京都が新たな防災まちづくりの上位計画である、防災都市

づくり推進計画の基本方針の案を出しました。その中で、現在、区も鋭意進めております不燃化１０年

プロジェクトによる住宅建て替えに対する助成金の事業の、さらなる５年間延伸というものを打ち出し

ております。 

 区としては、現在強力に進めている不燃化１０年プロジェクトについては、まだまだ目標には達して

いないと、このように感じていますので、従前から東京都に対しては、この制度の延伸といった声、町

場からも届いておりましたので、品川区からも要望していたところであるのですが、それがかなった形

で、現在、制度としての延伸が示されております。 

 ただ、東京都としてはあくまでも、目標に達していない現不燃化特区の延伸といった意向があるよう

で、そこについて品川区としては、今ある不燃化特区はもちろん、区内にはまだまだ不燃化特区には

なっていないけれども、老朽住宅が密集していて危険度が高いような、改善が必要なまちが幾つもある

と。そういったところも、新規地区としても門戸を開いてくれというような要望を繰り返し行っている

ところでございます。来年度については、施政方針で区長に述べていただいたとおり、新規地区も含め

て、積極的に東京都に対して要望活動を行っていきたい、このように考えているところでございます。 

○藤原委員  課長、ここが大事なのですよ。区長が、新たな地域での取り組みも視野にと入れてくだ

さっているのです。ここの答弁では何かそういうふうに耳ざわりのいい答弁してくださいますけれども、

私はプレス発表を見て、えっと思いました。この件が、プレス発表に出ていないのです。新規事業だけ

ではなくて拡張するのも載せていいのに出ていなかった。えっと思ったのでその辺、１点。 

 それともう１点は、去年の暮れにＮＨＫが、地震、震災について、特集で１週間ぐらい放送しました

よね。私ずっと見てました。そうしたら、課長がテレビに出ていたのです。それで、豊町のあたりで、

今の現況を説明されていました。対策を課長が言ってくださると思ったら、次出た場面が違う区なので

すよね。だからあのとき、品川区はこういう状況です、で終わってしまったのです。 
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 私はこれを見て、えっと思って、プレス発表にも出ていない。課長、私前回、言いましたよね。いろ

いろな地域を見てくださいと。町名ごとで決めるのもありだけれども、森を見て木を見る、木を見て森

を見る、こういうふうに言いましたよね。やはり地域ごともあるのですよ。地域ごとというのは町会で

分けるという意味じゃなくて、その地域ごとの密集という意味において、やはりこの辺もやっていただ

きたいと思うし、本気度をちょっと示していただきたい。自分はこれだけやっているのだと。だって東

京都は、品川区から挙げてくださいと、地域の自治体から挙げてくださいと言っている。上から落とす

のではないですよね。これは、下から上げるという施策だと思っております。課長いかがでしょうか。 

○髙梨木密整備推進課長  新たな特区への取り組みが、プレスで出ていなかった件につきましては、

プレスの案件を取りまとめる段階において、まだ東京都が、その新規地区の延伸について、出すかどう

かというようなところがありましたものですから、不確実なものを出すわけにはいかないといったよう

な判断から、プレスには入れなかったものでございます。ただ、新年度予算にはしっかり、新規地区も

含めた不燃化特区の延伸に向けて、新たな整備プログラムを立てるといったような予算を入れて、今回、

ご提案をさせていただいているものでございます。 

 今ご紹介ありましたＮＨＫの取材については、昨年の１２月８日に放映されました、ＮＨＫが１週間

以上特集を組んで、首都直下地震に関する特集で取材を受けまして、特に密集度の高い豊町、二葉地区

の防災広場を中心にご紹介をさせていただきました。１時間以上取材を受けたのですが、ちょっと使わ

れた部分が少なかったということで、ちょっと私の力不足もあったところがあるのですが、今後も、品

川区、平成２０年の地域研の調査では２３区一危ない区ということで大分報道もされまして、そういっ

たことを改善すべく、そこからしっかりとした担当課もつくり、担当課として木密地域にしっかり取り

組んでいくという区長のリーダーシップのもと、所管課長としても、２３区一安全な区になったねと言

われるまで、しっかり安全・安心のまちづくりを進めていくつもりでございます。 

○藤原委員  課長、よくわかりました、やってきましょう。よろしくお願いします。 

 最後に、また横断歩道に戻ってしまうのですけれども、交通安全担当課長、もし、警視庁に戻られる

ことがあったら、いわゆる一番身近な行政で、いろいろやってきたお仕事の中において、ぜひ警視庁本

庁に戻っても、今までは品川区でしたけれども、東京都、東京全域は警視庁ですから、やはりこの２年

間の仕事、もし帰られたらですけれど、活かしていっていただきたいと思うのですけれども、その辺の

思いを残り全部で、どうぞ。 

○古郡交通安全担当課長  まだ内示等も出ていないので、どこに行くかはわかりません。ただ、品川

区で経験したものを活かして、警察官として、都民の安全と安心を守るべく、全力を尽くしてまいりた

いと考えております。 

○鈴木（真）委員長  次に、安藤委員。 

○安藤委員  ３２４ページ、公園管理費で、新型コロナ対応、３１９ページ、空港環境経費にかか

わって、実機飛行確認による電波障害、３１１ページ、道路バリアフリー事業、３３９ページ、建替修

繕支援について伺います。 

 まず公園なのですけれど、一斉休校から２週目に入っているわけですが、子どもたちの活動場所が課

題となっております。先日、民放の情報番組で、品川区内の公園が封鎖をされて途方に暮れる親子のイ

ンタビューが報じられておりました。ちょっと伺いたいのですけれど、区内で新型コロナウイルス感染

症に対応して閉鎖した公園があったのか、現在も閉鎖しているのか。また、換気する必要のない屋外と

いうのは安全との指摘がある中で、公園というのは子どもたちのためにも開放するべきと思いますけれ
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ども、いかがでしょうか。 

○溝口公園課長  まず、今回の新型コロナウイルス感染症対策の関係で、公園を閉鎖したところは１

園もありません。ただ、公園の中にある屋外の運動施設、そういったところにつきましては、ほかの運

動施設も含めて利用者団体等々の意見交換等も踏まえて、そういった中で一定新たな予約ができないと

か、そういったところでの制限をかけているところではございますが、決して公園自体の閉鎖は一切し

ておりません。 

○安藤委員  休校が延びる中、そうした子どもたちのストレスも大変大きなものがありますし、さま

ざまな民間の施設も含めてそういった運動施設ですとか、できるだけ工夫を凝らして開放していただき

たいというふうに思います。 

 次に、羽田新ルートの実機飛行確認なのですけれど、区内の複数の方から、飛行機が通過するたびに

テレビの映像が乱れたとの声を伺いました。区の窓口にもそうした声が寄せられたと報告も受けていま

す。伺いますけれど、都心ルートによる電波障害に対して国は、科学的に起こりえないと説明している

わけですけれども、実際に起こっているというふうに区民が述べているわけです。なので今後、区民の

通報で、国に現地調査を行うよう求めてほしいのですけれども、いかがでしょうか。 

○鈴木都市計画課長  羽田新飛行ルートに関して電波障害の件でございますが、今ご紹介いただきま

したように、実機飛行確認中、区民の方から、テレビの映りが悪いというお声は、ご紹介いただいたよ

うに届いてございます。区のほうでは、映りが悪くなりますよという声、そういう抽象的な内容ではな

くて、地域、町丁目もお伝えして、それぞれの声を直接国のほうにはお伝えしているところでございま

す。 

 それで、電波障害の調査でございますが、これは、３月２９日から本格運用が始まっていくわけでご

ざいますが、当然ながら、その中でお声がまた出てくる。それは地域的なところも場合によってあるか

もしれません。国には、具体的に飛行しているときに、実際映りがどうか、そうした声を受けて、見て

いただくようなことも場合によっては必要かというふうに考えてございます。 

 昨年の教室型説明会の中でも、質問に対しては個別に対応していくという答えもいただいてございま

すので、地域の声をしっかり届けて、国のほうに対応していただけるように働きかけをしていきたいと

いうふうに考えてございます。 

○安藤委員  先ほど質疑がありましたけれど、この本格実施をもう２９日から始めなければいけない

理由というのも、大義も、必要性も全くない中で、実機飛行本格実施そのものはやめていただきたいと

思っているのですけれども、それでも、悪政をどんどん進めていくのが今の政権ですので、仮にこう

いった事態になってしまった場合、そういった事態が起こりましたら、今、課長述べたような対応も含

めて、ぜひ国に強く求めていただきたいというふうに思います。 

 次に、道路バリアフリー事業、歩道橋の改善等について伺いたいと思います。大崎四丁目や西五反田

八丁目方面からＴＯＣに渡るところですけれど、ここは第二京浜や桜田通りなど大きな道路が合流する

ところでありまして、２つの歩道橋がかかっています。ＴＯＣに行くためには横断歩道がないので、歩

道橋を利用しなければいけないのですけれども、歩道橋にはエレベーターもなく、老朽化も進んでおり

まして、その歩道橋を避けるとなると、山手通りまでおりるか百反通りのほうに上がっていくか、大幅

な遠回りをしなくてはいけないのです。そのため、特に足の悪い高齢者の方やベビーカーを押す親御さ

んなどにとっては、向こう側がに渡るのに大きな困難が伴うと。ＴＯＣにアカチャンホンポも入ってい

ますけれども、住民の方から改善の要望が届いております。 
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 伺いますけれど品川区はこの現状をどう認識しておられるのでしょうか、伺います。また、過去にこ

の改善についての検討の動きがあったのか。あったとしたらどのような動きがあったのかも、伺いたい

と思います。 

○鈴木都市計画課長  この件について、私は都市計画課長になりまして２年ですが、地域から具体的

なお声をいただいたところはございません。それでさかのぼって確認もしましたが、具体的にこの利便

性を向上してほしい、エレベーターをつけていただきたいという声は、直接はいただいてございません。

ただ、現地は私も承知してございまして、横断歩道が非常に遠いところにあって、迂回しなければいけ

ないということはご紹介いただいたとおりでございます。 

 区としては、過去働きかけ等々は行ってございませんが、私自身、現地も確認しましたが、なかなか

歩道が狭くて、エレベーターをつけるのが、特にＴＯＣの向かい側ですが、現実的には不可能かなとい

うところは、感想として持ってございます。一方で、横断歩道をつけられるかというと、非常に広幅員

な国道でございます。しかも、斜めに交差している複雑な道路形状もあって、直接は確認してございま

せんが、交通管理者としての警視庁あるいは警察からのオーケーが出ないのかなという認識は持ってご

ざいます。いずれにせよ、しっかり確認はしていきたいというふうに考えてございます。 

○安藤委員  ぜひ、問題解決に向けて、関係機関や住民とも相談して進めていくよう、お願いしたい

と思います。まだ確認されていないということですので、エレベーターも、今、技術も進展しています

ので、工夫などいろいろできると思いますので、あらゆる方策も含めて、ぜひ検討していただきたいと

いうふうに思います。 

 最後に、建替・修繕支援について伺います。まず、区内の居住世帯数と、うち共同住宅は何世帯か。

さらにそのうち、分譲マンション、つまり持ち家の共同住宅というのは何世帯なのか、伺いたいと思い

ます。 

○森住宅課長  平成３０年の住宅土地統計調査によりますと、専用住宅の戸数といたしましては２１

万５,５２０戸となってございます。そのうち、共同住宅につきましては１７万７,５４０戸、

約８２.４％でございます。うち、持ち家の共同住宅、これが分譲マンションというふうにとれるので

すけれども、それが５万６,７００戸、２６.３％となってございます。 

○安藤委員  区内にお住まいの方のうち、２６.３％、４世帯に大体１世帯が分譲マンションにお住

まいという数字だったと思います。その分譲マンションの住環境維持に大切なのが、管理組合による管

理なのですけれども、昨年３月末に、東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例が制定

をされまして、今年４月からは、管理組合による管理状況の届け出が開始をされます。ちょっとかなり

古いマンションが対象ですけれども、東京都は条例の問題意識として、建物の老朽化と居住者の高齢化

といった、この２つの老いが進行しており、ひとたびマンションが管理不全に陥れば、周辺環境にも深

刻な影響を及ぼすおそれがありますと、説明をしております。 

 伺いますけれど、マンションのこの２つの老いによる管理不全のおそれ、現時点では、品川区は区内

の実態をどのように把握されているでしょうか。またこの問題というのは、これから品川区でも大きな

課題になってくるかと思いますけれども、いかがでしょうか。 

○森住宅課長  今、委員ご紹介いただきましたけれども、東京都がこの４月から、マンションの届け

出制度をスタートするところでございます。区につきましても、それぞれの区が、事務処理委託を受け

まして、それぞれ届け出制度の受け付けをするということになってございます。 

 マンションにつきましては、昭和５８年に区分所有法が改正をされまして、そこで管理組合というも
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のが明確に位置づけられたということでございます。東京都といたしましては、それ以前の６戸以上の

分譲マンションに対して、届け出制度の対象として、まずは実態を把握していこうと。その中で、例え

ば総会が１年に一度開かれていないとか、あるいは管理組合自体がないとか、修繕費がきちんと積み上

がっていないとか、そういうことに対して届け出を出していただきまして、それに対して区のほうが、

マンション管理士などと連携をして、管理の支援をしていくというところでございます。 

 届け出制度が始まってみないと、何件程度あるのかというのはわかりませんけれども、そういったマ

ンションが一定数はあるのかなというふうには思っております。そういった届け出制度を活用いたしま

して、きちんとしたマンション管理支援を住宅課としてもしていきたいというふうに考えております。 

○安藤委員  現時点で、これから品川区でも大きな課題になってくるのではないかと思いますがいか

がでしょうかと伺いましたので、もう少しそちらも、後ほど聞かせていただきたいのと、同時に共産党

の代表質問でも紹介したのですが、昨年５月の「クローズアップ現代」で、「都会のマンションに異

変」という番組がありまして、この問題報じておりました。今、これが一斉に修繕時期を迎えているタ

ワーマンションでも直面する問題だと指摘をされておりました。しかも、タワーマンションは独自に困

難性があるといって、以下の点を挙げていました。１つが投資目的の外国人の所有者も多く、連絡がと

れない。２つ目が、修繕積立金の不足が明らかなのに、値上げの同意が得づらい。戸数が多いですから

ね。それと３つ目として、タワマンは高層で一般的な足場が組めないため、ゴンドラなど特殊な機材が

必要なため、修繕費用が高くなりがち。４つ目として、多くのタワマンでは、分譲時に積立金が安く販

売上有利な段階増額積立方式を採用しているため、将来の２回目、３回目の大規模修繕に対応できる資

金が不足する心配を挙げていました。 

 これに限らず、昨今、超高層分譲マンションは、特にこの建替・修繕問題において困難性があるとの

指摘があちこちでされ始めていますけれども、区はこの指摘をどう受けとめているのでしょうか。目を

つぶっているのでしょうか。先ほどの問いとあわせて伺いたいと思います。 

○森住宅課長  今後マンションの不適正管理状態が増えてくるのではないかということでございます

けれども、これまで住宅課では、マンションの相談事業というのをずっと続けておりまして、今年度

も４１件の相談を受けております。また、マンション管理セミナーであったりそういったところ、時期

を見て、それぞれ管理支援を行っているところでございます。東京都と区としても、そういった管理不

全の課題というのは認識しておりますので、東京都の届け出制度を活用して、それぞれのマンションに

働きかけをしていきたいというふうに考えております。 

○安藤委員  課題を認識しているということですけれども、超高層については、独自にさらにこの困

難性増すのではないかという指摘がされ始めていると、紹介させていただきましたけれど、この点につ

いて、この指摘をどう受けとめているのか、区は目をつぶっているのでしょうか、伺いますと伺いまし

たので、答えてください。 

○稲田都市開発課長  超高層というところで、全てが市街地再開発事業でつくったマンションという

わけではございませんけれども、市街地再開発事業でいきますと、再開発組合の時点での管理規約等を

しっかりつくって、それをしっかりと管理組合に引き継いでいくというところもございまして、しっか

りと、その長期的な見通しも立てながらやっているというふうに感じております。 

○安藤委員  かなり楽観的過ぎるといいますか、私は目をつぶっているようにしか思えないのですけ

れども、こうした困難な課題を抱えていることは明らかなのに、そうした姿勢で、超高層マンションの

建設ラッシュを税金投入して再開発で進めていくというのは、私は余りに無責任な行政だと思うのです
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けれども、いかがでしょうか。 

○稲田都市開発課長  しっかりとやっているというふうに私どもは感じております。 

○安藤委員  今あるタワマンなどへの建替・修繕の支援はもちろん必要なのですが、解決しがたい課

題を抱えている超高層マンションを無計画に広げる再開発は見直すべきだと求めていきたいと思います。 

○鈴木（真）委員長  次に、たけうち委員。 

○たけうち委員  私は３２１ページの不燃化１０年プロジェクトの用地取得費、そして３４１ページ

の感震ブレーカーについて伺います。 

 最初に不燃化１０年プロジェクトの用地取得費なのですが、これはプレス発表資料の２３ページの西

大井三丁目の国家公務員宿舎敷地跡の部分かと思われますけれども、私は一昨年の予算特別委員会の総

括質疑で取り上げさせていただきまして、先ほども課長からご答弁があったとおり、品川区は、大変危

険な地域がある中でも、５年ごとの地域危険度調査では、この西大井三丁目が品川区の中で一番危険度

が高いという結果になったわけですけれど、ちょうどここにこの国家公務員宿舎敷地という適地がある

中で、ようやくこれが予算化されたわけですが、ただ行財政改革特別委員会等の報告等によりますと、

またいろいろお聞きするところによると、説明会をやったのですけれども、近隣の方からの同意が、な

かなかまだ得られていない状況であるということと、あと、国のほうが最終的にまだ、品川区に売却す

るかどうかも、そのあたりも含めて、まだ決定していない中での予算化ということで、その辺の今後の

説明会等、地域の同意、国との交渉のスケジュール等についてまず教えてください。 

○柏原企画調整課長  国有地の取得に関してでございますけれども、委員ご案内になったとおり、地

元の方に説明会をして、一部ご心配の声も出ておりますので、これについては丁寧な説明を繰り返して

いきたいというふうには思ってございます。 

 それから、国とのやりとりの関係でございますけれども、事務レベルでは、おおむね取得については、

了承といいますか話はできておるのですが、正式なところでの通知がまだというところでございますの

で、こちらについては交渉しながら、早いところ事務的なその手続に入れるように国とはやりとりを今

後ともしていきたいというふうに思ってございます。 

○髙梨木密整備推進課長  取得がかなった後のその後のスケジュールでございますが、前回はまだ取

得が確実になっていない状態で計画の説明会を行いました。取得がかなった暁には、防災広場をどう

いった形で皆さんの意見を取り入れながらつくっていくのかであるとか、そういったものを、周辺の皆

様にしっかりと伝えていきたい、このように考えております。 

○たけうち委員  ぜひとも、本当に大事なその地域、大変危険な地域という中での貴重な場所でござ

いますので、ぜひ、早めに取り組みを進めていただきたいと思います。そして、この価格なのですけれ

どもプレス発表資料の２３ページですと、事業予算が大体１２億８,０００万円というふうになってま

す。この地域の路線価を見ますと、大体平米４５万円なのです。それをこの１,６４０平米掛けます

と、７億４,０００万円ぐらいになるわけですが、１.７倍ぐらいの予算になっていて、当然交渉事なの

でどうなるかというところなのですけれど、ただ国有地ということで、何とか少しでも、区の持ち出し

が少ない額での購入が望ましいのですが、通常、こういった国有地とかを、こういう防災等で購入する

場合には、やはり路線価ベースではなくて、民間の考え方もあるのでしょうけれど、大体どれぐらいの

金額が妥当性があるのかなということと、あとあわせて、障害者のグループホームのほうは、もし、わ

かればで結構ですが、防災のほうは、木密１０年プロジェクトの対象地域になっているので、そこでの

都の補助も見込まれるのかなと思うのですけれど、もし購入できた場合の補助のあり方、あるいは補助
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の考え方も教えてください。 

○髙梨木密整備推進課長  土地購入にあたっての単価の考え方でございますが、公共団体同士の売買

にあたっても、基本的には実勢価格を調査した上で今の価格動向を調査して、それに基づいた単価で売

買するということで、来年度予算についても、その実勢価格、路線値の何倍であろうといったところの

予想に基づいて、計上させていただいているものでございます。 

 補助金に関することでございますが、防災広場部分につきましては、本来であれば今、この地区は密

集住宅市街地整備事業の導入を目指して、地域の方々と取り組みをしているところでございますが、現

在まだ、その地区にはなっていないという状況でございますので、不燃化１０年プロジェクトの中で、

公共施設転換用地取得支援というようなメニューがございます。このようなメニューを用いて東京都の

補助２分の１をいただく方向で、現在、東京都と協議をしておりますので、来年度予算につきましては

歳入のほうで、その旨計上させていただいております。 

○たけうち委員  ぜひとも、そうした補助も活用しながら、積極的に交渉していただいて、なるべく、

そういった公の部分で使うものですから、ぜひ、強い交渉をお願いしたいと思います。そのためには地

域の理解をなるべく早くいただきたいと思いますので、これは要望させていただきたいと思います。 

 次に、感震ブレーカーのほうですけれども、まず、今年度のこれまでの実績と、また新年度の予定さ

れている件数を教えてください。 

○中島防災課長  感震ブレーカーの今年度の実績でございます。今年度、直近の数字でいきますと、

分電盤タイプと、アースつきコンセントの簡易型という２種類ございまして、まず分電盤タイプにつき

ましては一般世帯に２３件、今年度から新しく設けました高齢者・障害者等世帯につきましては７４件、

分電盤については９７件が合計となっております。 

 また、簡易型のコンセントタイプのものにつきましては、一般世帯については１世帯、高齢者・障害

者等には２世帯ということで、合計３世帯ということで、合計１００世帯に取りつけを行っているとこ

ろでございます。 

 来年度につきましては、今年度と予算規模、件数は同じでございますが、分電盤タイプで一般世

帯７０件、高齢者・障害者等の世帯に８０件。簡易タイプといたしまして一般世帯に１００件、高齢

者・障害者等世帯に１２０件。あと新築については３件を予定しているところでございます。 

○たけうち委員  昨年はたしかトータルで７７件の実績があったかと思うのですが、それに比べると

今のところ、トータルで１００件ということで、伸びているかなとは思うのですけれど、今年度から始

まった簡易型、それが比較的安い金額にもかかわらず、合計３件ということでなかなか伸び悩んでいる

のですけれど、この辺の分析についてどのようにされているのかというのと、周知等についても、どの

ようにされているか教えてください。 

○中島防災課長  簡易タイプ、アースつきコンセント接続型のものを今年度から新しく補助対象とし

たところでございます。費用としましては大体１万円から３万５,０００円程度ということで、安価な

ものとなっております。我々といたしましては、これまで分電盤を交換するというところで、少し金額

も高かったものなので、この簡易型、もう少し件数がいくかなというふうに思っていたところでござい

ます。 

 ただ、実際今年度取り組んだ中で、やはり高齢者世帯に６分の５という形で分電盤タイプの補助制度

を行っているところですので、実質的にそういう世帯の負担が１万円から１万５,０００円というとこ

ろで、そちらのほうの件数がちょっと増えてしまったというか集中してしまったというところが要因か
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と思います。周知に関しましては分電盤、簡易タイプ、それぞれひとしく行っておりますので、来年度

につきましてもしっかりとＰＲしてまいりたいと思います。 

○たけうち委員  そんな中で、新年度についても、１００件見込まれているということで、その意気

込みは非常に買いますので、ぜひしっかり取り組んでいただくと同時に、またこれまでも求めてまいり

ましたけれども、実際にまだ範囲が限定されているので、これはどれくらい実績が上がったら、その範

囲を広げていくのか、その辺の見通しがあれば教えてください。 

○中島防災課長  エリアにつきましては、ただいま不燃化推進特定整備地区を対象として行わせてい

ただいております。なかなか今、国のほうで２５％程度の木造住宅に対して普及をという指針もありま

す。大体そうすると２,７００棟とかいう数字になるのですけれど、現状まだ３００棟程度の普及率で

ございますので、その指標も参考に、今後普及に努めてまいりたいと思います。 

○鈴木（真）委員長  次に、大沢委員。 

○大沢委員  ３０５ページの交通安全と、３２５ページの武蔵小山周辺地区再開発事業について伺い

ます。 

 最初に交通安全なのですけれども、アシスト自転車について伺いますが、大体最高速度は、どれくら

い出るものなのか、教えていただけますか。 

○古郡交通安全担当課長  最高時速に関しては、ちょっと私のほうは調べてございませんので、把握

をしてございません。 

○大沢委員  すみません、知っていながらわざと聞かせていただきました。時速２４から２６キロ

メートル出るということなのですけれども、これはリミッターを切った場合はもっと出るということな

のですが、この中で歩道と、今品川区では、車道に自転車道路がつくってあります。歩道と道路の車道

に敷設してある自転車専用道路において、速度の違いというのはあるのですか。 

○古郡交通安全担当課長  歩道に関しては、歩行者もおりますので、徐行という形になってございま

す。一方、自転車道に関しては徐行ではございませんので、その明確な速度の違いがあるということで

ございます。 

○大沢委員  具体的に言うと、徐行は１０キロ前後ということでいいのですね。それ以上、時速二十

四、五キロメートルとなると、歩道を時速２０キロメートルぐらいになると非常に危険なわけでありま

す。何が言いたいのかというと、スピードを出したい場合はなるたけ自転車通行レーンを走ってもらい

たいのですけれども、そこのところをどのように利用者の方にお話をされて、指導されているのか教え

てください。 

○古郡交通安全担当課長  自転車安全教室等で、歩道を走る場合については、車道寄りを走って徐行

してくださいということでお話をしております。ただ、歩道に関しては自転車歩道通行可だとか、そう

いった制限もございますので、そういったこともお話して、なるたけ自転車専用道、自転車レーンがあ

る場合については自転車レーンを走るように指導しているところでございます。 

○大沢委員  リミッターを切って走っているということをご存じですか。 

○古郡交通安全担当課長  電動自転車のリミッターを切るというのは、私のほうでは承知をしてござ

いません。 

○大沢委員  たまにあるのです。かなりの速度で走っている利用者もいるということで、これ非常に、

自転車とはいえ、これはもう原動機付自転車に近いような部分の体感というか、視認というか、見た感

じがかなり早いので、リミッターを切るのは恐らく違法なことだとは思うのです。それは法律にあるか
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どうかはわかりませんけれども、規則からちょっと外れているような感じはするのですけれども、決ま

りはあるのですか。 

○古郡交通安全担当課長  道交法の中で自転車の速度というのが決まっておりますので、それに違反

するという形ですけれども、ただ道交法の中で、自転車というのが交通反則通告制度の対象となりませ

んので、取り締まりが、基本だとかそういった形になるとは思うのですけれども、なかなか難しいとこ

ろだと認識をしているところでございます。 

○大沢委員  今、皆さん、電動アシストは非常に便利ということで、利用者も多いのですが、何せス

ピードが出るもので、それと裏腹にやはり事故も起こりやすいやに私も感じますので、そこのところ、

安全教育なり安全啓発なりをしっかりしていただきたいなと思いますし、お母さんたち、前と後ろに子

どもを乗せていらっしゃる。朝の保育園、幼稚園、学校に、急いでいらっしゃるのでわかりますけれど

も、そこのところ事故がないようにお願いしたいと思います。 

 次は、武蔵小山なのですけれども、武蔵小山駅周辺ということなのですが、これ、平塚口のほうは武

蔵小山駅周辺と考えていいのでしょうか。 

○稲田都市開発課長  私ども、武蔵小山まちづくりビジョンという中で、にぎわい軸ゾーンというの

をパルム商店街を中心に、中原街道口のほうまでエリアとして設定しておりまして、中原街道の部分に

おきましても、駅周辺というふうな考え方でおります。 

○大沢委員  西の玄関口ということで、２核１モールということで、スクエア荏原、そして林試の森、

モールが商店街ということになっているわけですけれども、この中で私は、駅前については皆さんの地

域の都市再生するという意欲、それとまた行政の協力によって、すばらしいまちづくりが進んでいるわ

けですけれども、平塚口なのですけれども、あそこは戸越銀座からの動線、非常にあそこの動線は欠か

せないもの、今後も平塚口、入り口があれば出口というような意識がありますけれども、私はあそこは

両方とも入り口だと思っているのですけれども、課長はどういうふうに感じられますか。 

○稲田都市開発課長  委員おっしゃるように、平塚口のほうも、戸越銀座からの流れとかいうところ

もあります。両方とも、私どもは、どちらが正面でどちらが裏口だとか、そういう感覚は区のほうは

持っておりません。商店街全体をにぎやかしていこうというふうな考えがあります。 

○大沢委員  戸越銀座から平塚口、この動線は、非常に大事なところで、戸越銀座商店街の中原街道

からちょっと入ったところに、あれだけのものがあるのにちょっと閑散としている、もったいない気が

しますし、動線としての沿道もまだまだにぎわい創出できると思います。平塚口のところにおいても、

駐輪がいっぱいありますけれども、あそこをまだまだきれいにして、にぎわいが創出できるものと思い

ますので、そこらあたりいろいろと今後、まちづくりにおいて考えていただきたいと思います。 

 駅周辺において目黒本町側は、むしろ目黒区のお客様の来街者が多い。平塚口においては後背の、今

お話をした平塚１丁目とか戸越銀座の方面から来るお客様が多い。その真ん中で、ちょっと場所を言っ

てしまいますけれどマルセイの真ん中あたりで融合するわけなのですけれども、お互い、両方とも行き

来する往来のお客さんの層も混じり合うところがありますけれども、入り口とったら違うわけでありま

して、うまくそこらの動線を確立していただいて、武蔵小山から平塚口、平塚口から武蔵小山へ行くよ

う、そしてまた戸越銀座のほうから、戸越銀座のお客さんを取っちゃうと申しわけないのですけれども、

戸越銀座からも流れてくるような平塚口のまちづくりを考えていただきたいと思うのですけれども、そ

のビジョンなり、課長の個人的なお考えでもいいので、私の今お話ししたことについての感想を述べて

いただきたい。 
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○稲田都市開発課長  委員おっしゃる平塚口につきましては、地元のいわゆる商店街でいえば３

部、４部という地区の方とお話もさせてもらったりします。やはり戸越銀座からの動線というのは非常

に大事だというふうにおっしゃっています。私も一度歩いてみましたけれども、意外と近くて、武蔵小

山がとってしまうとかいう話ではなくて、両方とも、両方の商店街もそうやっていくとにぎわうのでは

ないかなというふうに考えております。 

○大沢委員  １街区、２街区、いわゆる１部、２部というところは開発が進んで、武蔵小山らしさが

だんだんだんだん薄れてきて、ジェントリフィケーション、都市再生ということでいろいろな部分の、

住む方も変わってきて、購買層も変わってきて、所得層も変わってきている。しかしながら３部、４部

というのは、昔ながらの武蔵小山のあの雰囲気というか、においがするような感じがします。商店街の

方たちも、武蔵小山というものをずっとアピールするのはこれから３部、４部の時代ではないかなとい

うことで話をしております。そのためにもやはり、平塚口というのは非常に大事なキーポイントなので、

そこのところ、今後、十分にお考え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３１１ページ、無電柱化推進事業、先ほどもちょっと出たのですけれども、

これ今、港区で社会実験が行われているデジタルサイネージということでありまして、上野恩賜公園に

もあると思っておりますけれども、これはパナソニックが入っていて、今回は広告収入の話をしたいと

思っております。パナソニックの方とも話す機会があって、これを広めていくには、必ず広告収入がな

ければ、これはやっていけませんよという話がありました。それはもうやることはいいのですが、広告

収入をどうやってやっていくか。しかし、その部分については屋外広告物条例で、できない。今は、社

会実験ですよね。今、社会実験は一応終了だけれども、ではこれをどうしていくのと。これ特区でやる

のですかという考え方。品川の場合は幸いに、夢さん橋で、大崎エリアマネジメントが、これは広告

とっているけれども、位置づけとして地域にこの広告料を活用すると、利益は出していませんよと。こ

れはこれで国家戦略特区をとって、一応できているということだけれども、そういう国家戦略特区とか、

また特区をとらないと、こういう部分はやれないと思ったほうがいいのか、社会実験で終わりになって

しまうのか、虎ノ門でやろうとか、今いろいろあるけれども、その辺の感覚を教えていただきたい。 

○今井土木管理課長  屋外広告物でございますけれども、今、路上変圧器にデジタルサイネージをと

いうお話でございました。一方、東京都では今、既に進めているところでございますが、プロジェク

ションマッピング。天王洲でも行われていますが、いわゆるプロジェクションマッピングでも、広告が

一定の、３分の１程度だったと思うのですけれども、そこまでオーケーにして、プロジェクションマッ

ピングを地域のイベント等で認めていこうという方向性で、一、二年かけて、東京都のほうで検討を進

めてまいりました。 

 今、東京都のほうでデジタルサイネージについて、プロジェクションマッピングと同じような取り組

みをするかは伺っておりませんけれども、特区という形でなくても、この社会実験がそれぞれの都道府

県レベルで、またそのような取り組みが進められていく可能性もあるというふうに認識しております。 

○石田（秀）委員  この辺非常に難しくて、天王洲も、例えばアートの話でも、今の屋外広告物条例

だと、必ず期限つきになってしまいます。期限があってそれを更新しなくてはならないとか、またそれ

なりの費用をかけてやらなくてはならない。先ほどのプロジェクションマッピングもそうなのだけれど、

トランスの上もそうなんだけれども、これをどういうふうに捉えていくかとやっていかないと、今みた

いに東京都がそういうふうにやってくれないと、これは進まないということになってくる。広告収入が
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なければ多分これはできない事業だと、パナソニックの方も言ってました。この辺はやはり東京都の考

え方。もうずっと今のままだったら、しょうがない、夢さん橋みたいに、国家戦略特区とか、これは国

のほうで特区とるとか、何かそういう特区をとっていくしかないのであれば、逆に仕掛けなくてはなら

ないですよね、夢さん橋みたいに仕掛けていくということ。こういうのを常にやらなくてはいけないの

か、東京都に、ある程度の間は、屋外広告物条例その部分を、緩和といっても、最終的には、やめてく

れという話までいかないと、これはできないと私は思ってます。その辺の観光資源とかそういうことも

含めて考えるなら、その辺のところはどう取り組んでいこうとされているのかというところをお聞かせ

願います。 

○今井土木管理課長  プロジェクションマッピングとは違っておりまして、路上変圧器については、

道路占用の観点からの検討も必要になってまいります。それぞれの道路管理者そして交通管理者の考え

もございますので、こちらのほうは、プロジェクションマッピングよりも、検討の範囲の幅が広いので

はないかというふうに思っております。 

 なお夢さん橋につきましても、あちらも区道の扱いでございますので、道路占用の部分については一

定の期間を区切って、今も占用申請を出していただいているところでございますので、なかなか、全て

特区になれば大丈夫ということではないと思います。ただ、やはり大崎エリアマネジメントなり、何か

地域全体が大きな取り組みという団体の組織化、それが品川区も含めて一緒に汗を流しながら、東京都、

国へ対応していく手段になろうかと思います。 

○石田（秀）委員  ぜひこの辺のところは一緒に考えていただいて、今エリアマネジメントもいろい

ろなとこでやろうということも考えているわけですから、ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

 それから、３４０ページの防災費全体のことをちょっとお伺いします。先ほどの１６８件の防災協定、

これ大変防災課は大変だと思っているのです。災害があったときに、それなりに皆さんがいろいろなお

困り事が起きたときに、その対応があって、それが普通だと、これは当たり前のことだなと思えば、そ

れはそうだけれど、想定外ということが出てくると、何やっているんだと文句言われるばかりなのです。

だからここは本当に大変な課だと思っております。そのときに、想定内であるというところを増やさな

くてはいけないということなのです。これをどうやって想定内にしていくか。今回の台風のときも、防

波堤は想定内だったのです。でも反対があったから、なかなか整備がおくれて、あれもわかっていた。

あれは想定内ですよね。 

 そういう想定内をしっかりつくっていって、そのまま放置するのではなくて、それを全部突き詰めて

いくということが大切だと思っています。そうなってくると、職員の方々も、例えば区に在住の方、も

ちろん最初に参集するとか、あとは、医師の方とかいろいろなさまざまありますよね。例えば被災家屋

があったら解体しよう、これはどこに頼んでこういうような、多分これは、全て名前まで、車両まで、

全部そういうものはもう防災協定で、いろいろやっているのだけれど、私はその先の名前、車両、人、

例えば、この人が夜中で来られないのであればこの人とか、時間的なものもありますよね。そういうこ

とまで、全てできているのだろうと私は思っています。そういう計画が非常に必要だと思うのだけれど、

机上でまずつくって、それで落とし込んで、その方々にも理解をしてもらって動いてもらえる体制を

とっておくというのは、非常に大切だと思っているので、この辺はもう任せてください、できています

と言えるのか。 

 よく検討経費と出てくるのだけれど、これから検討するところもあるということなのか、本当に大変

だと思うけれど、全て想定内、これは任せてくださいぐらいまでやれるようなのは机上での検討だと私
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は思っているので、机上の中で詰めるのがまず先だと思っているので、ぜひその辺の考え方を教えてい

ただきたい。 

○中島防災課長  委員ご指摘のとおり、災害というのはなかなか、その事象、事象によって対応は難

しい部分もございますので、やはり想定内を増やすということが大事だと思います。そのためにはやは

り、地域防災計画をはじめとした各種マニュアル、こちらのほうは、区もこれまで取り組んできました。

それとまた付随して、訓練も重ねてまいりましたので、その課題の検証を繰り返し行ってきているとこ

ろでございます。 

 机上の検討については、十分今、進めているところでございますが、そういう個別の名前だったり車

両であったり、そういう具体的なところまではまだ至っていないところも確かにあります。そういうと

ころも十分肝に銘じまして、具体的な検討を進めてまいりたいと思います。 

○石田（秀）委員  もう１点は、町会でも避難行動要支援者とかいろいろあるけれども、そこは個人

情報というのもあるので、どうしてもとまる部分があるけれど、今は、お願いしますという了解まで

とってやっているのだから、こういうのはやはり、その辺の個人情報はある程度出してでも、そういう

体制を想定内にしていくということも、行政としては、そこまでやってもいいと私は思うのです。ぜひ

そういうことも含めて、先ほど人の話とか車の車両とか、そういうのはまだ決まってない。それが違っ

たら今度はここというふうに、全部そういうことまで、机上の部分がまず先だと思っているので、ぜひ

よろしくお願いします。これは要望で終わります。 

○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、明日、３月１３日午前１０時から開きます。 

 本日は、これをもって閉会いたします。 

○午後５時５２分閉会 

                                              

委 員 長  鈴 木 真 澄 


