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○午前１０時００分開会 

○あくつ委員長  おはようございます。ただいまより、決算特別委員会を開きます。 

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

○篠田学務課長  では、私から、学校におけます新型コロナウイルスの感染についてご報告をさせて

いただきます。 

 この週末、１０月３日の土曜日の夕方でございますけれども、区立学校に通う中学生の１人が、新型

コロナウイルス感染症に感染したことが判明しました。この生徒は、同居する家族の感染に伴いまして

ＰＣＲ検査を実施したところ、陽性が判明したということでございます。保健所の判断によれば、この

生徒が在籍する学級に濃厚接触者はいないということ。また、感染症の症状のある生徒、教職員もいな

いということではあったのですけれども、念のため、当該学級の生徒全員と担任にＰＣＲ検査を実施す

ることといたしまして、昨日、保健予防課長を先頭に、こちらの該当者の検体の採取を実施いたしまし

た。こちらの結果が判明するのが明日６日の火曜日となってございますので、この間、本日と明日の２

日間、こちらのクラスに関しては学級閉鎖をするということで対応しているところでございます。 

 なお、この学校におきましては、校内の消毒を徹底するとともに、保護者に対しましても、生徒の健

康観察に注意をするよう呼びかけているところでございます。 

○あくつ委員長  それでは、令和元年度品川区一般会計歳入歳出決算を議題に供します。 

 本日の審査項目は、一般会計歳入歳出決算、歳出のうち第２款総務費のみとなっておりますので、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説明を願います。 

○中山会計管理者  おはようございます。本日もよろしくお願いいたします。 

 それでは、一般会計歳出第２款総務費をご説明申し上げます。決算書の１６４ページをお願いいたし

ます。 

 第２款総務費は、予算現額、左から２列目の計に並んで２４０億１,１００万３６６円、その３列右

になりますが、支出済額は２２２億７,２４７万７,３７８円で、執行率は９２.８％、支出済額の対前

年度比は２５億３６２万８,７９０円、１０.１％の減で、減の主なものは、基金積立金に係る支出であ

ります。 

 １項総務管理費の支出済額は１３２億８,４４４万１４７円で、執行率は９３.７％であります。 

 １目企画調整費では、全庁共通プロジェクト推進経費、長期基本計画策定経費などを支出いたしまし

た。 

 ２目財政管理費は、基金積立金や予算関係管理費であります。 

 １６６ページにまいりまして、中段にございます３目施設整備費は、区施設営繕事務費であります。 

 おめくりいただきまして１６８ページにまいりまして、４目広報広聴費では、広報紙の発行やシティ

プロモーションの推進などを行いました。 

 １７０ページにまいりまして、下段にございます５目情報化推進費では、ＩＣＴ推進のほか、ネット

ワーク・セキュリティの強化、しながわＷｉ－Ｆｉスポット事業などを行いました。 

 おめくりいただきまして１７２ページにまいりまして、下段にございます６目総務運営費では、企

業・大学等との連携促進、非核平和都市品川宣言３５周年記念事業などを行いました。 

 ２枚おめくりいただきまして１７６ページにまいります。７目人権啓発費では、人権に関わる意識調

査、男女共同参画センター開設３０周年記念事業などを行いました。 
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 ８目人事管理費では、職員給与費の支出のほか、職員研修、働き方改革推進事業などを行いました。 

 １７８ページにまいりまして、下段にございます９目庁舎等管理費では、庁舎および公有財産の管理

などを行いました。 

 １８０ページにまいりまして、下段にございます１０目会計管理費は、出納関係事務費、新公会計運

用経費などであります。 

 １８２ページにまいりまして、２項地域振興費の支出済額は６３億１,６９３万１９円で、執行率

は９０.４％であります。 

 １目地域活動費では、町会および町会連合会への助成や、国際交流推進事業、生活安全推進事業など

を行いました。 

 続きまして１９２ページにまいります。２目文化観光費では、都市型観光プランの推進、品川区民芸

術祭や総合区民会館、文化センターの運営などを行いました。 

 続きまして１９８ページにまいります。３目スポーツ推進費では、障害者スポーツチャレンジデーや、

各運動施設の運営などを行いました。 

 ２００ページにまいりまして、下段にございます４目オリンピック・パラリンピック準備費では、ス

ポーツフェスタなど、オリンピック・パラリンピック開催周知事業を行いました。 

 おめくりいただきまして２０２ページにまいりまして、３項徴税費の支出済額は１０億３,４８１

万８,０６０円で、執行率は９３.３％、特別区民税の徴収等に関する事務費であります。 

 ２０４ページにまいりまして、４項戸籍及び住民基本台帳費は１０億６３０万８,４２９円で、執行

率は９７.７％、戸籍事務等に関する事務費であります。 

 ２枚おめくりいただきまして２０８ページにまいります。５項選挙費は４億８,４４７万４,０２７円、

執行率は８７.９％であります。参議院議員選挙、区議会議員選挙の経費を支出いたしました。 

 ２１０ページにまいりまして、６項統計調査費は６,４４０万５,５０１円で、執行率は９３.１％、

経済センサス基礎調査などを行いました。 

 ２１２ページにまいりまして、７項監査委員費は８,１１０万１,１９５円で、執行率は９７.４％で

あります。 

○あくつ委員長  以上で、本日の審査項目の説明が終わりました。 

 質疑に入ります前に、今現在、３０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。西村直子委員。 

○西村委員  おはようございます。本日もよろしくお願いいたします。 

 １７１ページ、品川音頭等普及経費、１８３ページ、地域振興経費の町会ホームページ運営支援等、

町会・自治会加入促進支援、時間が許せば、１９１ページ、児童見守りシステム運営費について伺って

まいります。 

 まずは、コロナ禍における区の文化支援について伺ってまいります。 

 品川区は混乱する最中にも安全面に十分配慮して、早期に給食を再開されました。子どもから伺いま

したら、給食時はおしゃべりしないようにみんなが注意をする中で、流れる音楽に癒されていた様子で

す。そして、放送が終わる際には、いつも「わ！しながわ」というキャッチが流れているそうで、楽し

そうにお風呂で歌います。このキャッチフレーズが全小学校で使用されているのかどうかは分かりかね

ますが、何か文化芸術で子どもたちが笑顔になれるものはないかと考えていましたら、品川区には、誰
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もが知っている品川音頭がありました。子どもたちも大好きです。今年はお祭りがほとんどなくなって

しまいましたが、例えば、品川音頭を区の歌として、区民の絆をつなぐものとして、様々なシーンで取

り上げてはいかがでしょうか。各区に区歌があります。現在の区民の歌の現状と、品川音頭の活用につ

いてお聞かせください。 

○大澤広報広聴課長  品川音頭でございますが、今年度は残念ながら区民まつりが開催できませんで

したので、８月の２週間、ＦＭラジオにおきまして、岩本公水さんが出演して、「岩本公水の盆踊りの

わ！しながわ」ということで、品川音頭を含めて、いろいろな盆踊りの曲等をかけておりました。小学

校ですとか保育園に品川音頭のＣＤもお配りしているところでございますので、各学校、各園で活用し

ていただければというふうに考えてございます。 

○あくつ委員長  文化観光のほうでの取り組みはどうですか。 

○古巻文化観光課長  歌に関係しましては、今年、様々な合唱祭ですとか、そういったものの中止が

相次いでしまいましたので、なかなか集合しての練習ができないというような状況が続いております。

今後、なかなかすぐに今までどおりというわけにはいかないかもしれないですけれども、感染症対策を

十分にした上で、合唱でありますとか、歌声が響くような活動が再開できるように、区としても尽力を

していきたいと考えております。 

○西村委員  盆踊りといいましたら、例えば渋谷区のスクランブル交差点で盆踊りが開催されたの

は３年前でした。日本や渋谷らしい文化を楽しめる旅行者と居住者の交流イベントとして開催されたこ

とがまだ記憶に新しいところです。子どもたちが笑顔になれる取り組み、そして国際交流の手段として

も、品川音頭はとてもいいと思っています。品川音頭の幅広い利用、そして区民を元気づける区歌とし

てのご検討も改めてお願いしたいと思います。 

 次の質問に移ります。 

 新型コロナウイルス感染症の影響で苦境に立つ文化芸術の担い手を支えようと、自治体独自の支援が

広がっています。記憶に残っていく音楽、芸術、文化の必要性を改めて見直していきたいと思っていま

す。 

 しながわ文化プログラム推進事業として、一昨日、無事開催され、昨日、読売新聞等でも大きく掲載

されました五反田リバーステーションでの「品川船楽」ですが、私も当日伺いまして、今年はコロナ禍

ということで、担当課、主催団体のご準備は本当に大変だったと思っています。そのほかに、このコロ

ナ禍において、区で芸術文化活動を行うアーティストの支援として取り組まれていることがあれば教え

てください。 

○古巻文化観光課長  コロナ禍ということではございませんけれども、しながわ文化プログラムを推

進するということで、その助成なども行っております。なかなか今年は集まっての会合はできておりま

せんけれども、文化芸術振興協議会で様々な情報共有とか意見交換、そのようなものを行って、文化芸

術活動を促進していきたいというふうに思います。 

 また、各文化センターや総合区民会館等におきましても、コロナ禍におけます対策についてのガイド

ラインを設けて、それに沿って文化活動がしっかり継続できるような取り組みを行っております。 

○西村委員  例えばですが、北海道函館市で面白い取り組みがありました。ケーブルテレビで特別番

組を作るために、当初予算を確保し、当初予算の予備費も活用して番組に出る地元アーティストや料理

人の方に出演料を支払うといったことがニュースに出ておりまして、文部科学省も、現在、新型コロナ

ウイルス感染症による影響の実態調査のため、文化芸術活動に携わる方々へのアンケートを実施してい
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ます。芸術文化活動を行う区内のアーティストの支援につきましても、引き続きよろしくお願いしたい

と思います。 

 次に、地域振興経費から、町会ホームページ運営支援等、町会・自治会加入促進支援について伺って

まいります。 

 会派でも研究を重ねておりますが、町会ホームページの目的、町会のホームページ利用数を改めてお

聞かせください。 

○川島地域活動課長  地域活動課で行っております町会ホームページ運営支援等についてのお尋ねで

ございます。区の支援で、今、２３町会がホームページを立ち上げまして運用していただいております。 

 目的につきましては、若い方、それから、広く町会活動を知っていただくということで、町会活動を

知っていただくようなきっかけになればというところも含めて、区のほうで支援をしているものでござ

います。 

○西村委員  以前にも質問させていただいたことがありますが、ホームページ開設が町会・自治会加

入促進のため、交流のためという目的でありましたら、閲覧数等が、なかなか達成されなければ、方法

を見直す必要があると思います。担当課で何か新しく取り組まれていくこと、また、これから実施する

ことがあればお聞かせください。 

○川島地域活動課長  実際の町会のホームページの作成支援につきましては、明治大学の協力をいた

だきまして同様の形で続けていく予定でございますが、今年度、品川区町会・自治会連合会のホーム

ページを作成しまして、そちらに各町会の紹介のページをぶら下げて掲示していただくような形で今、

準備を進めているところでございます。 

○西村委員  ホームページをわざわざ見に行くというスタイルがなかなか難しいのかなと思っており

まして、こちらも昨日ですが、地元町会が小さな防災スタンプラリーを開催していました。安全面に大

変配慮しまして、スタンプラリーという形で人が集まらないように注意をしながらなのですが、本当に

町会の方たちがうれしそうで、子どもたちも大勢集まっておりました。地域の交流に関わりたい方と、

町会活動をなかなか結び付けることが難しい現在の課題を感じています。コロナ禍において、なかなか

町会の皆さんとも会えない時間が長く続いているからこそ、つながれる方法、加入促進のため地域の広

場アプリの活用ですとか、ＬＩＮＥの導入、ＬＩＮＥでしたら自分で見に行かなくても通知が届きます

ので、そのような方法を模索できないかということは私も考え続けています。何かご意見がございまし

たら、お聞かせください。 

○川島地域活動課長  ただいまのお話にありましたとおり、ＩＴの活用というのは様々な可能性を

持っているというふうに私どもも認識しているところでございますが、やはり実際に運営をする側の町

会・自治会の方が、高齢化しております。それから、実際に運営していくところの維持管理等をどうし

ていくかという課題があるというふうに認識してございます。 

○西村委員  個々人でどうつながっていくのか、皆さん、つながりたいと思いながら、なかなかその

壁を超えていくことができないという、本当に難しいなと思いながら日々考えておりますので、また区

のほうでも様々にトライをしていただきたいというふうに思います。 

 最後に、時間がなくなってきたのですが、まもるっちについて伺っていきたいと思っておりまして、

また教育費で補いたいと思います。 

 防犯ブザーが鳴ったら、どのような経路で誰に連絡がいくのか、日中と深夜帯でも同じなのか、まも

るっちの使用に関して不明点が多過ぎるため、新入生の保護者たちが混乱している様子が伺えました。
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説明会を開くなどしてほしいという区民の方の声もありますが、現状についてお聞かせください。 

○黛生活安全担当課長  お尋ねの件につきましては、まもるっちのオプションに関する部分のご質問

というふうに認識をさせていただきましたが、オプションの契約につきましては、ＫＤＤＩと保護者の

方々の任意の契約でありまして、区はこれに関与しておりません。しかしながら、分かりにくいという

ようなお声があるということにつきましては、ＫＤＤＩのほうに伝えさせていただいて、しっかり対応

させていただきたいというふうに考えております。 

○西村委員  防犯ブザーの部分ですので、オプションになるのでしょうか。その手前の部分の基本装

備かと思うのですけれども、お聞かせください。 

○黛生活安全担当課長  ご指摘のとおり、それは基本の部分になります。そちらにつきましても分か

りやすい説明をするように、これからやっていきたいと考えております。 

○あくつ委員長  次に、松澤委員。 

○松澤委員  私からは、成果報告書１０ページ、ＩＣＴ推進管理費、１７１ページ、情報システム運

営費、１８９ページ、生活安全推進事業、２０３ページ、品川区独自ボランティア（しな助）の拡充を

順不同で質問いたします。 

 まずは、生活安全推進事業です。今年度予算において、学校と地域をつなげる防犯ボランティアとし

て、私も登録している団体の一員として質問し、自主的防犯団体活動助成金の増額を決めていただき、

大変感謝しております。設立時に１０万円だった助成を２０万円、活動費を５万円から１０万円と増額

され、防犯ボランティアの方たちは活動の努力が認められたものと大変うれしいとの声が聞かれました。

ありがとうございます。 

 この防犯ボランティアは、子どもたちが犠牲になった複数の事件を機に、全国で２００５年より急増

し、２０１６年のピークを機に減少傾向にあります。警視庁の調べでは、３年連続減少であり、昨年度

は前年より１,０４５団体少ない４万６,１３５団体で、減少の主な理由は、メンバーの高齢化と担い手

不足であるといいます。そこで、現在、品川区における犯罪率や防犯ボランティアの団体は幾つあるの

か、分かる範囲で教えてください。 

○黛生活安全担当課長  まず、品川区内の治安の状況でございますが、昨年１年間の刑法犯認知件数

が約２,４００件でございます。これは戦後最悪を記録しました約７,０００件から大幅な減少となって

おります。減少の大きな理由は、地域の皆様方の防犯パトロールをはじめとした各種防犯活動によると

ころが多いというふうに認識しております。 

 なお、委員が今お示しいただきました防犯活動団体の数につきましては、これは警察に設立届を出し

た団体の数でございまして、品川区内につきましては約１７０団体の登録があるというふうに聞いてお

ります。 

○松澤委員  品川区では、全国に先駆け８３運動もあり、防犯ボランティア意識は大変高いものと承

知しております。先ほど、１７０団体の届出があるというお話がありました。１７０団体というの

は、１つにまとまっているわけではなく、ばらばらの団体で、品川区は一括で管理しているということ

ではないということでよろしいでしょうか。 

○黛生活安全担当課長  ご指摘のとおり、全てを管理している状況にはございません。 

○松澤委員  いろいろなところでばらばらにやる、これも大切だと思っておりますが、まとまりを

もってやるほうが、より効果的であり、情報も共有しやすいと考えます。戸越で起こった事件が戸越で

しか分からないのではなく、戸越で起こった事件がすぐ中延にいく、旗の台にいく、そういった連携を
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するためにも、やはり１つにまとまったチームが大切だと思いますけれども、お考えをもう一度よろし

くお願いします。 

○黛生活安全担当課長  正にご指摘のとおりというふうに認識をしているところでございます。今後、

警察ともしっかり連携をしていきまして、こうした自主的防犯活動を行っている団体の方々ともしっか

りとアプローチをしながら、協力をして治安維持に当たっていきたいというふうに考えております。 

○松澤委員  草の根で活動している団体を把握して品川区で管理する、これを一からシステムを作る

のは、大変難しいことだと私も思っております。でしたら、ＮＰＯ法人の力を借りるなど、いろいろ考

え方はあるかと思います。 

 このボランティアに関連しまして、しな助、これは正にオリンピック・パラリンピックにおけるボラ

ンティアレガシーの代表であります、品川区独自で登録は、３４団体、個人で５２７名ものボランティ

ア希望者が集まっております。オリンピック・パラリンピック後に解散が決まっているというお話があ

りましたけれども、これはボランティアレガシーとしてとても残念でなりません。品川区の社会福祉協

議会の品川ボランティアセンターで管理すれば、スポーツ、防犯、防災、町会・自治会、見守りとボラ

ンティアレガシーを広げ、社会参加しやすい環境が整うと思いますが、ご見解をお聞かせください。 

○辻オリンピック・パラリンピック準備課長  区独自ボランティア「しな助」についてのご質問かと

思います。委員ご指摘のとおり、しな助は、東京２０２０大会に向けて機運を醸成していきましょうと

いうことで募集をしたものでございまして、終了後は解散する予定でございます。ただ、アンケートを

取ったところ、やはりオリンピック・パラリンピックが終わった後も何か地域の活動をしてみたいとい

う方がたくさんいらっしゃいました。しな助自体は解散してしまうのですけれども、そういった方たち

が適切に地域の活動ができますように、今、ボランティアセンターというお話がございましたが、そう

いったところとも相談をしながら、どこで情報提供していくかということも含めまして、全庁的に考え

ていきたいと思っているところでございます。 

○松澤委員  ぜひ前向きにご検討いただきまして、ボランティアの拡充が地域問題解決の１つの策に

なることを願い、次の質問に移ります。 

 続きまして、成果報告書のＩＣＴ推進管理費から、今回のしながわ活力応援給付金の問合せに対し、

自動回答プログラム「チャットボット」が導入されています。そこで、特別定額給付金に関する問合せ

電話数と、しながわ活力応援給付金の問合せ電話件数を教えてください。 

○宮澤しながわ活力応援給付金担当課長  しながわ活力応援給付金のコールセンターへのお問合せ件

数についてです。７月１日の開設から９月３０日現在で１万２,２４０件のお問合せがございました。

特別定額給付金の件数についてですが、開設していた約５か月間で３万３,７０８件のお問合せがあっ

たというふうに聞いております。 

○松澤委員  そういうことで数が減少しているということですね。これはチャットボットによる電話

での問合せ件数が減ったものではないでしょうか。そこで、このＬＩＮＥ、チャットボットの現在にお

ける登録数、問合せ件数を教えてください。 

○宮澤しながわ活力応援給付金担当課長  チャットボットのお問合せ件数です。まず、ＬＩＮＥの登

録数ですが、直近の数で４,２２１の登録がございます。チャットボットへのお問合せに関しまして

は、９月３０日現在で８万４,６６５件の閲覧件数がございました。そのうちＬＩＮＥを活用して閲覧

している数は、そのうちおおむね３割という形になっております。 

○松澤委員  実際にチャットボットやＬＩＮＥを導入している自治体も多くあります。チャットボッ
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トは業務の効率化や、区民にとっていつでも質問できるメリットなども多くあります。 

 渋谷区では、子育て支援に活用され、子育てに関するイベントや相談予約が行え、位置情報による公

園、保育支援、避難先など周辺施設の検索もでき、横浜市では、ごみの分別に導入しております。私も

登録しておりますが、品川区も現在いろいろな情報をＬＩＮＥで発信しております。 

 そこで、しながわ活力応援給付金から始まったこのＬＩＮＥ、チャットボットの今後の課題や拡充に

対するお考え、これからの情報発信をＬＩＮＥで広げるなどのお考えはありますでしょうか。 

○山本情報推進課長  まず、チャットボットの課題についてですが、より多くの質問に的確に回答が

できるよう、回答の精度を高めていくことが課題であるというふうに考えてございます。そのための 

ＦＡＱデータの充実であったり、定期的な更新作業を行ってまいります。 

 また、今後の拡充についてですが、今運用しておりますチャットボットの利用状況などを見ながら、

一般的な内容の問合せが多い部署を中心にチャットボットの導入を検討していきたいと考えてございま

す。 

 それから、ＬＩＮＥでの情報発信についてですが、ＬＩＮＥは幅広い年代の方に多く使われておりま

すので、効果的な情報発信ができると考えてございます。区といたしましても、今後、積極的に活用し

てまいります。 

○松澤委員  定型作業を自動化することで、職員が本当にコミュニケーションを必要とする仕事に取

り組めると思っております。利用者と職員双方にメリットのあるチャットボットの拡充を、そしてパソ

コンよりも普及している携帯電話への情報発信の拡充を要望して、次の質問に移ります。 

 続きまして、ＩＣＴ推進管理費についてです。我が国では、昨年、令和元年度に、デジタル手続法が

成立しました。このデジタル手続法とは、簡単に言いますと、行政手続を電子申請にして、パソコンや

スマートフォンなどを利用してオンラインでできるようにする、必要な手続は繰り返さず一度で済ませ

る、情報提供は一度だけで済むようにすることでユーザーの利便性を高めるとともに、行政の効率化に

つなげることを目的とした法律であります。このような基本原則の中、品川区におけるデジタル化に対

するお考えをお聞かせください。 

○山本情報推進課長  デジタル手続法の関連ですけれども、こちらの法律はオンライン化原則が定め

られておりまして、地方公共団体においても努力義務が課せられる内容となってございます。これまで

も区といたしましては、電子申請サービスの推進を行ってきたところでございます。また、それを加速

化させるためにも、長期基本計画において、来庁不要サービスの実現を目指しているところでございま

す。また、今現在、新しい生活様式に対応した行政サービスが求められておりますので、そういった行

政手続のオンライン化は今後積極的に進めていきたいというふうに考えてございます。 

○松澤委員  先ほど、チャットボットでも触れましたが、スマホの保有率がパソコンを上回っており、

スマホへの情報発信も視野に検討しないといけない。歳入でもお話ししましたワンストップ窓口、福島

県須賀川市では、窓口業務や施設管理業務など、複数の部局にまたがる業務を包括的に民間委託するこ

とで、契約事務にかかるコスト削減、業務効率化を図っております。官民共にメリットがある取り組み

だと考えられます。この包括委託により、５年間で約１億円のコスト削減も見込まれております。国か

らは、デジタルガバメントの推進基準ガイドラインを参考に、サービスのフロント部分ではなく、バッ

クオフィスも含め、エンド・トゥー・エンドでデジタル化、業務改革の取り組み等、徹底することが求

められております。複数の自治体により共同でクラウド化を行う自治体の自治体クラウドの推進、これ

は予算を分担して自治体の負担を減らす方法などが挙げられます。こうした近隣自治体との連携も視野
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に含めていく方法も検討しなければならないと思いますが、ご見解をお聞かせください。 

○山本情報推進課長  自治体クラウドについてのお尋ねでございます。こちらにつきましては、シス

テム開発であったり運用の部分、それから制度改正の対応等、業務負担の軽減が見込まれるというとこ

ろ、それからコスト削減が期待されるというところで、区といたしましても、こういった活用可能性は

今後検討していきたいと思ってございます。 

○松澤委員  このようなサービスを利用しながら、新庁舎に向けて庁舎機能を検討していただいてお

りますが、新庁舎に向けてではなく、今できることは何かを考えていただくよう要望して質問を終わり

ます。 

○あくつ委員長  次に、新妻委員。 

○新妻委員  １６５ページ、長期基本計画策定経費、１７１ページ、区民相談経費、２０５ページ、

証明交付等窓口業務委託等から質問をさせていただきます。 

 まず最初に、長期基本計画策定ですが、令和２年４月にこの長期基本計画が策定された際に、品川区

長期基本計画にＳＤＧｓが位置付けられ、各施策がＳＤＧｓのどの目標に当たるのかを一覧表として計

画の中に示されました。最近、持続可能なという意味の「Sustainable」という言葉や、「ＥＳＧ債」、

「ＥＳＧ投資」という言葉をよく耳にするようになりました。まず、職員の意識啓発と区民への意識啓

発の取組状況をお知らせください。併せて、ＥＳＧ投資やＥＳＧ債とは何かご説明いただきたいと思い

ます。 

○佐藤企画調整課長  私からは、ＳＤＧｓに関する職員の意識と区民への周知というところについて

お答えいたします。 

 まず、区といたしましては、職員の意識醸成がまず重要というところで、昨年度末から継続的に研修

をし、身近な我々の業務そのものがＳＤＧｓの実現につながるというところを周知しているところでご

ざいます。 

 また併せて、長期基本計画の紹介をする場等で、区民等の方々に、それぞれお話をさせていただいて

いるところでございます。 

○中山会計管理者  ＥＳＧ投資、ＥＳＧ債について、簡単にご説明いたします。 

 ＥＳＧとは、環境、社会、企業統治の英語の略になります。ＳＤＧｓの考え方を持って産業活動をし

ている企業に対して応援をしていこうという世界全体の流れがございます。その中でＥＳＧ債というの

は、こうした事業に絞って投資を行う債券で、グリーンボンド、ソーシャルボンド、サステナビリティ

ボンドの３種類があります。一般的な債券とは違いまして、ＥＳＧ債の場合は、外部評価機関からＥＳ

Ｇ債としての認証を取ってから債券を発行することになっております。その債券を発行した企業は、調

達目的とした事業の進捗や資金の充当状況も報告をする義務があるということになっております。 

○新妻委員  まず職員の意識啓発等が、進んでいることが確認されました。公明党はこれまで、区民

の目に触れるよう、庁舎の各課の窓口にＳＤＧｓの１７の目標のロゴマークを掲示するなど求めてまい

りました。改めて提案をいたしますが、いかがでしょうか。 

 そして、ＥＳＧ債につきましては３種類あるということです。品川区では保有しているのかどうか、

他区の状況と併せて教えてください。 

○佐藤企画調整課長  私からは、各課の窓口でのＳＤＧｓの表示というところでございますが、係ご

とのパネルといいますか、組織の表示ごとに扱っているＳＤＧｓが分かれるところもありますので、他

自治体での表示の内容等を確認しながら、様々検討していきたいと思っております。 
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○中山会計管理者  品川区におけるＥＳＧ債の保有状況でございます。９月末現在、債券を６１３億

円持っておりますが、そのうち１１億円、約１.８％がＥＳＧ債ということになっております。いずれ

もソーシャルボンドとして持っております。 

 他区の債券の状況は、公表されていないので実際のところは分からないのですが、少なくとも２３区

中５区はＥＳＧ債に対して投資表明をしておりますので、この５区につきましては積極的にＥＳＧ債を

購入しているのではないかと思われます。 

○新妻委員  積極的に進めていく自治体があるということです。また、品川区でも検討されているの

か、お考えをお伺いしたいと思います。 

○中山会計管理者  投資表明をすることで、品川区がＳＤＧｓの考え方に基づいて積極的に事業を行

い、投資活動においてもそうした視点を持っていくということになるかと思います。今後のことになり

ますが、表明をするかどうかといったところは、企画部とも調整しながらということになろうかと思い

ます。 

○新妻委員  持続可能なという視点での前向きな取り組みをご検討いただければと思います。 

 続いて、先ほど松澤委員からありましたが、ワンストップ化について関連してお伺いしてまいります。 

 緊急事態宣言下では、不要不急の外出の制限や自粛が求められ、また、新たな生活様式へと激変をい

たしまして、庁舎の窓口もアクリル板の設置や椅子を１つ空けて座るなどの配慮がされております。こ

の事態を悪いというふうに捉えるのではなくて、好契機と捉え、新たな接しない行政サービスの在り方

として、オンライン化の推進をぜひ検討していく必要があると思います。 

 まず、区民相談のところでお伺いいたします。専門相談におきましては、この緊急事態宣言下では一

時中止となりました。しかし、こういうときにこそ、やはり相談窓口が大事であるというふうに思って

おりまして、今後、この専門相談の窓口もお相手のあることですけれども、電話相談やオンラインでの

相談ができるような検討をお願いしたいと思いますが、見解を伺います。 

○大澤広報広聴課長  区民相談の電話相談につきましては、相談員を含め検討はいたしました。相談

員から、契約書などの書類を見てアドバイスすることが多いので、それが見られないと、なかなか正確

なアドバイスが難しく、中途半端な状態で相談を受けることは好ましくないのではないかという意見が

ございました。 

 また、電話相談を実施した区からは、相談時間の管理が難しいというふうに聞いております。通常は

職員が時間になると終了を知らせるのですが、電話ですと、相談員自らが切るタイミングを言い出さな

ければならないので、なかなか相談員の方が難しかったということを言っていたというふうに聞いてお

ります。 

 オンライン相談につきましては、かなりセンシティブな相談が多い中、外部との通信について情報管

理の安全性の課題がございます。また、高齢の方の相談者が多いので、オンライン相談がどこまででき

るかという課題もございます。これらの課題を踏まえまして、相談の在り方については今後も検討をし

ていきたいと思っております。 

○新妻委員  確かに今おっしゃっていただいたそういう課題も大きいかと思いますが、何ができるの

かというところで、しっかりご検討いただければと思います。 

 続きまして、２０１９年度予算に戸籍情報システム入替経費が計上されまして、今年度から待たせな

い、迷わせない、できるだけ書かせない窓口の実現を目指すとして、証明書交付の窓口がリニューアル

されております。現在までの取組の成果と課題をお知らせください。 
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 また、新庁舎の基本構想には、求められる庁舎機能の第一に、区民に開かれた庁舎として、ワンス

トップ窓口、ユニバーサルデザインへの配慮などが掲げられておりますが、戸籍住民課から他課へも広

げ、現庁舎でもできることがあるのではと期待をいたします。見解を伺います。 

 併せて、行政手続の簡素化の中で、押印廃止の議論が今進んでおりますが、品川区での行政手続で押

印廃止が可能な数はどれくらいあるのかお知らせください。 

○木村戸籍住民課長  窓口での書かせないサービス、現状でございますけれども、マイナンバーカー

ド、それから免許証とかをお持ちいただいた方がカードを入れていただくと、申請書に住所とか氏名が

打たれて出てくるという形で、なるべくお書きいただかなくて済むような形の機械を今入れておるとこ

ろでございます。こちらに関しましては、さらに書かせない、待たせないというような形のサービスを

これからも引き続き検討してまいりたいというところでございます。 

 それから、新庁舎移転に向けましたワンストップサービスにつきまして、戸籍住民課で庁内の検討の

取りまとめということで行っております。おっしゃられたように、今でもすぐできるようなことに関し

ては積極的に取り組んでまいりたいというふうに考えております。 

○あくつ委員長  国の押印廃止の流れとの関係性についてはいかがでしょうか。 

○木村戸籍住民課長  あくまで私どもの業務の範囲内でお答えさせていただきますけれども、現在、

戸籍の届出、婚姻届とか出生届、そちらに関しましては基本的に押印をしていただく、これは法令で定

まっていることがございまして、それ以外に関しては基本的に今、押印は求めていないというところで

ございます。引き続き、そういう部分に関しまして、手続に関しましても検討してまいりたいというふ

うに思います。 

○新妻委員  現在できることを積極的にご検討いただけるということでございます。また改めて詳し

くお伺いさせていただきますが、先ほど、課題もお伺いしたいと思っておりまして、現在の窓口の課題

をお知らせください。 

○木村戸籍住民課長  現在の課題でございますけれども、実際、機械を利用していただく方が、まだ

かなり少ないということでございまして、１日に１件、２件ぐらいという状況でございます。そちらに

関しましても、周知、それからご案内をさらに進めてまいりたいというふうに考えております。 

○あくつ委員長  次に、中塚委員。 

○中塚委員  １７７ページの男女共同参画推進事業、後半は、職員採用時の履歴書の性別記載につい

て伺いたいと思います。 

 初めに、「みんなのひろば」が予算化されておりますが、その後どうなったのかということです。当

事者の交流や不安や悩みを共有できる場と期待しておりますが、コロナ禍でも何とか工夫ができないも

のか伺いたいと思います。 

○島袋人権啓発課長  交流スペースとして、「みんなのひろば」を開設する予定で、現在は計画を立

てているところでございます。 

 また、予定では、７月に開設予定でございましたが、このようなコロナ禍の中、１２月に開設をする

予定で、現在、進めているところでございます。 

 また、最初のときと違っているところは、やはりコロナ禍ですので、予約制にさせていただく。氏名

の報告に関しましては、ニックネームでも可とするというような流れで検討しているところでございま

して、現在、今年度の予定といたしましては、１２月１２日と２月１３日を予定しているところでござ

います。 
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○中塚委員  感染症対策も含めぜひ様々工夫しながら進めていただきたいと思っております。策定さ

れたマイセルフ品川プランにも、性的マイノリティについての施策が位置付けられ、今後とも事業の展

開を期待したいと思っております。 

 今回は、ジェンダー平等の実現へ品川区も力を発揮していただきたいということです。マイセルフ品

川プランでは、男女平等意識の教育と啓発が位置付けられています。男女平等は達成すべき重要な課題

だと思いますが、法律や制度の上では男女平等に見える社会であっても、女性の社会的地位は低いまま、

根強い性差別やレッテル貼り、多くの女性が非正規で働き、政治参加も遅れ、性暴力被害もあります。

その大本にあるのがジェンダー差別だと思います。女性はこうあるべき、男性はこうあるべき、女性は

優しくあれ、男性は強くあれ、男はくよくよするななど、こうした行動規範や価値観、役割分担によっ

て、ジェンダー差別が作られております。ジェンダー差別を乗り越え自分らしさを発揮することができ

る社会へ、品川区もジェンダー平等社会の実現に力を注いでいただきたいと思いますが、いかがでしょ

うか。 

○島袋人権啓発課長  女性を取り巻く人権についてですけれども、ジェンダー平等とは、社会的、文

化的に作られた性別に基づく偏見や不平等を解消し、個人の能力が生かされ、安全で安心して暮らせる

社会の実現を目指すものと考えております。 

 主な取り組みでございますが、人権意識を向上させることや女性の活躍と多様な生き方を認め合う社

会を作ることと考えております。具体的には、男女平等意識の醸成やマイノリティへの配慮に向けた理

解促進と支援を一層進めてまいりたいと考えているところでございまして、性別や性的指向、性自認に

かかわらない男女共同参画社会を進めていくことが、ジェンダー平等につながるのではないかと考えて

おります。 

○中塚委員  様々取り組みが進められているとのことでありますが、お伺いしたいことは、ジェン

ダー差別というのは、どうやって作られたのか、その克服には何が必要なのか、区の考えを伺いたいと

思います。 

 そもそもジェンダーというのは、今お話があったように、一般的には、社会的、文化的に作られた性

差と定義されることが多いですが、これらは決して人間社会の中で自然にできたものではありません。

これまでの歴史を見ると、時々の権力者が国民を支配するために、政治的に、歴史的に国民に押しつけ

られたものです。男の子はやんちゃで活発なほうがいい、女の子はおしとやかでおとなしいほうがいい、

男のくせに泣くな、女のくせに強がるななど、呪文のように日々繰り返されるジェンダーですが、これ

らは明治時期の「教育勅語」、旧民法の家制度や刑法などで男尊女卑の構造が作られました。そして戦

後は、経済界や大企業が押しつけた価値観の中で、男は企業戦士として働くのが当然、それができるの

が男、女は結婚したら退職し一切の家事をやるのが当たり前、それが女の道と繰り返し価値観を押しつ

けられ、結果、家庭を省みることなく働くのが男の役割、女性は、家事、洗濯、掃除、子育て、介護の

一切を担うのが役割と繰り返されてきました。現在では、共働きも増える中、私たちも無意識にこうし

た価値観がすり込まれている側面も強くあると思います。だからこそ、ジェンダー平等の実現には、私

たち自身が自己改革、自己変革をするとともに、区民に対しても男らしさ、女らしさの押しつけをやめ

て、自分らしさを大事に多様性と個性豊かな社会を共につくっていこうという強いメッセージが必要だ

と思います。 

 改めて品川区は、ジェンダー差別はどのように作られたのか、その克服には何が必要と考えるのかお

伺いしたいと思います。 
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○島袋人権啓発課長  マイセルフ品川プランの中では、基本目標の中に確かに性別にとらわれない人

権尊重、多様な生き方への配慮を掲げておるところでございます。今後、区民や地域の方々に理解を広

げるためのパンフレット、啓発活動を一層進めてまいりたいと考えているところでございます。 

 啓発についてでございますが、まずは講演会という形が一番一般的で進めやすい形と考えております

が、このときも来ていただける方の対象を、学童期に上がる前のお子さんから親子で来られるような講

座を考えているところでございます。なかなか参加が難しいところではございますが、諦めないで何度

も繰り返し続けることで、男女共同参画センターが男女共同参画について、あるいは、ジェンダー平等

について取り組んでいるのだというところをお見せできればよいかと思っているところでございます。 

 また、男女共同参画センターにおきましては、イベントも実施しておりますし、作成したパネル展示

もしております。こちらを見ていただきながら一緒に学んで考えていくという状況を作っていきたいと

考えているところでございます。 

○中塚委員  様々事業を進めていることは理解しているつもりなのですが、私が伺ったのは、ジェン

ダー差別がどうやって作られたのか、区のお考えを伺いたいと思います。 

 先ほども述べましたけれども、男はこうあるべき、女はこうあるべき、これは私たちが普通に生活し

ている中で自然と沸いてきた価値観ではなくて、政治的に、歴史的に国民に押しつけられたもの、つま

り、人が作った差別は人の努力によって必ず克服できると私はそう思っております。ぜひ品川区もそう

した捉え方、またそれに見合った事業の展開を期待したいと思いますけれども、改めていかがでしょう

か。 

○島袋人権啓発課長  区が策定しましたマイセルフ品川プランではＳＤＧｓの目標であるジェンダー

平等を実現しようということをゴールに見据えております。様々な教育環境のもとで、やはり学校との

連携が重要かと思っておりますので、若年層に向けた意識啓発、教育の推進というところは、連携をと

りながら重点施策として連携して実施してまいりたいと考えております。 

 また、考え方ですけれども、やはり諦めないで何度も啓発を続けることで意識を変えていくというこ

とを実施してまいりたいと考えているところでございます。 

○中塚委員  なぜこういうジェンダー差別が作られたのか、その背景については、ぜひいろいろ認識

していただきたいと思います。改めて、作られた差別は必ず克服できると思っております。ぜひ進めて

いただきたいと思います。 

 最後に、不必要な性別記載欄について、これまでも職員採用時の履歴書から性別記載の削除を求めて

きました。最近では、ＪＩＳ規格の様式例から性別記載が削除、文具大手のコクヨも性別欄をなくした

履歴書を販売する予定です。２３区でも既に幾つかの自治体で性別欄をなくして職員採用を行っており

ますが、こうした動きも受け、品川区も採用時の性別欄をなくしていただきたいと思いますが、いかが

でしょうか。 

○黒田人事課長  採用時の応募者から提出させる応募書類、履歴書やエントリーシートにつきまして

は、適正な応募用紙としてＪＩＳ規格の様式例に基づいた履歴書を使うようにということが、労働行政

を管轄する厚生労働省のほうから示されておりまして、区でもそれまでそういう対応をとってきたわけ

でございますが、今、委員からありましたとおり、今年の７月に日本規格協会が履歴書の様式例から性

別欄を削除いたしましたので、区といたしましても、今後使用する応募用紙につきましては、性別欄は

削除するというような対応をとってまいります。 

○中塚委員  今回、職員採用時から性別記載を削除するということで、よかったと思います。今後と
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も必要のない性別記載の削除について、随時点検をして進めていっていただきたいと要望したいと思い

ます。 

○あくつ委員長  次に、筒井委員。 

○筒井委員  私からは、１８９ページ、歩行喫煙防止推進経費、１９１ページ、生活安全サポート隊

活動費、１７５ページ、新年賀詞交歓会経費、１８７ページ、区民保養所経費、１９１ページ、しなが

わ発見出会い事業に関連して質問させていただきます。 

 今年４月１日より、東京都受動喫煙防止条例が成立いたしまして、これにより屋内の規制はかなり進

んだかと思います。今度は、屋外、公道での歩行喫煙や飲食店の店頭などでの喫煙が見受けられ始めま

した。そうしたことを品川区の歩行喫煙防止にかかわる条例等で取締り強化を行っていただきたいので

すけれども、その取締りは、歩行喫煙防止指導員と生活安全サポート隊で行うと思われるのですけれど

も、この歩行喫煙防止指導員と生活安全サポート隊の関係性をまずお聞かせください。 

○黛生活安全担当課長  まず、歩行喫煙防止指導員のほうでございますが、これはシルバー人材セン

ターに委嘱をしております方々になりまして、この方々に取締りの権限はございません。対しまして、

生活安全サポート隊につきましては、ご案内のとおり、取締りもできるという権限を持っているという

ような違いがあるところでございます。 

○筒井委員  取締りの権限があるということは、たしか警察ＯＢの方が中心となってやられていると

思うのですけれども、今現在、歩行喫煙防止指導員が３人、生活安全サポート隊の方が１６人、この決

算書で見ますとそういった体制なのですけれども、この人数で果たして十分なのか。生活安全サポート

隊の方は歩行喫煙防止以外にも特殊詐欺対策の活動などもやられているので、そうしたことになると、

やはり活動がやや制限されてしまうのかと思っているのですけれども、この人数の体制で大丈夫なのか

お聞きいたします。 

○黛生活安全担当課長  今委員ご指摘のとおりの人数の割り振りにはなってございますが、実情は生

活安全サポート隊全員が出勤したときに、見かければ、たばこのほうを注意するなどの体制をとらせて

いただいているところでございます。したがいまして、現在の体制である程度の対応はできているのか

というふうな認識を持っているところでございます。 

○筒井委員  分かりました。ただ、やはり現在ということで、今後店頭での喫煙、歩行喫煙とかが増

えるような状況が起こりましたら、ぜひ人数を増やすとか、体制強化をぜひしっかりと行っていただき

たいと思います。これは要望で終わります。 

 続いて、新年賀詞交歓会経費と区民保養所経費のほうに移りますけれども、歳入でもお話しいただき

ましたけれども、コロナショックで歳入減、今後は事業の見直し、緊急性のあるものかどうか判断する

とのご答弁もありました。また、令和３年度の予算編成方針によりますと、重点を置くべき事業を見定

める、事業継続の意義を事業全般で見直す、各施設使用料等については受益者負担の考えを踏まえ適正

化を検討するなどあります。正にそのとおりでありまして、しっかりと見直しを行っていただきたいと

考えております。 

 やはり見直しすべき対象として、新年賀詞交歓会と区民保養所が挙げられるのかと思っておりますけ

れども、まず新年賀詞交歓会ですが、確認としまして、このコロナ禍において、そもそも来年２０２１

年の開催はあるのでしょうか。 

○立川総務課長  来年度、新年賀詞交歓会を開催するかというご質問でございますが、現在、開催に

向け検討しているところでございます。ただ、開催内容につきましては、飲食を提供しないとか、そう
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いったことで、区内官公署および区と関わりの深い地域団体との親睦を図り、併せて新年を祝うためと

いう本来目的に沿いまして実施をしていきたいというように考えているところでございます。 

○筒井委員  分かりました。飲食を提供しないということなのですけれども、やはり相当数の人数が

お集まりになるのかと思っていまして、新型コロナウイルス感染症の感染状況によるかと思うのですけ

れども、場合によっては感染防止ということで不開催ということもあるのかと考えておりますけれども、

飲食を提供しないということですと、無料でもよろしいのかと思っていますけれども、やはり飲食を伴

うのでしたら、ぜひこの状況をきっかけに、新年賀詞交歓会の会費制の導入をお願いしたいと考えてお

ります。私は、この会費制の導入に関して、平成３０年度、平成３１年度の予算特別委員会で提案させ

ていただいており、今年度の予算特別委員会では、我が会派の藤原委員からも提案をさせていただいた

ところです。今年度の予算特別委員会のご答弁によりますと、会費制の導入検討をしていただけるとい

うことなのですけれども、やはり税金を支出しての飲食の提供というのは、納税者たる区民感情から

いって不適切であり、また、２３区中のほぼ半分はもうそうした会費制を導入しているという事実、そ

して今回のコロナ禍で区民生活も困窮しているという状況なので、こうした状況の中、飲食を伴うので

したら、会費制の導入をするべきと考えますけれども、改めていかがお考えでしょうか。先ほど述べた

予算編成方針での受益者負担の考えで適正化を行っていくということも踏まえてご答弁をお願いします。 

○立川総務課長  将来的には、会費制の導入ということも考えていかなければいけないかというふう

には現状思っているところでございます。 

○筒井委員  先ほどご答弁ありましたとおり、本来の目的でしたら、お集まりいただく、そこで飲食

が提供されなければ無料でもいいのかと思っておりますけれども、やはり飲食を伴うのでしたら、会費

制の導入をぜひよろしくお願い申し上げます。 

 続いて、区民保養所についてお伺いいたします。現在、区内での行政課題、特に子育て、高齢者福祉、

そして防災、まちづくり、そして当然、今回の新型コロナウイルス感染症に対する感染予防対策、経済

対策、区内でやるべきことがたくさんございます。そうした中、区内の施策活性化には直接広くつなが

らない区外にある保養所を維持する必要があるのか甚だ疑問であります。保養所の周辺には民間の宿泊

施設もあり、コロナ禍で地元宿泊業者が苦しんでいる中、その地域の民業圧迫にもつながることになり

ます。保養所の設置目的を達成するのに必要な、かわりの民間宿泊施設はいくらでもあります。保養所

は、こうした理由で、もはや売却すべきと私は平成２７年度の一般質問のときからずっと述べていると

ころですけれども、今回のコロナ禍で、ますます保養所所有の必要性がなくなり、予算編成でいうとこ

ろの事業継続の意義が薄れていると思っております。 

 そこで、これを機に区民保養所は売却し、区民に直接広くつながる福祉、防災、新型コロナウイルス

感染症対策に充てるべきと考えますけれども、いかがお考えでしょうか。 

○川島地域活動課長  区民保養所につきましては、こちらはコロナ禍の影響を大変大きく受けており

まして、品川荘が前年度の８月までの実績で比べますと３分の１以下、光林荘が４分の１以下というこ

とになってございます。コロナ対策を適切に実施しながら運営をしているところでございます。ただ、

今ご指摘のあったとおりの民間に売却というようなお話でございますが、現状、区民の方は毎年、平

成２９年度から令和元年度までを見ましても、２つの保養所を合わせて７,０００人前後の区民の方に

利用していただいているということ、町会・自治会をはじめとしまして団体で利用いただいているとい

うことなど、皆様に気持ちよく使っていただけるように努力しております。それから、経費についても、

平成２４年度に業務委託から民間貸付へ変更しまして、年間三、四億円程度圧縮しているというような
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ところもございまして、当面は今のような形を継続していきたいというふうに考えてございます。 

○筒井委員  分かりましたけれども、町会の皆さんが行くには、別に品川荘、光林荘でなくてもいい

はずでして、今、コロナ禍で地方の宿泊施設、宿泊業者の方が困窮しているという状況の中、別に品川

区がわざわざ保養所を持って、そこを利用させるということをしなくてもいいのではないかと考えてお

りますし、今、新型コロナウイルス感染症の影響で、集まっての利用が果たしてふさわしいのかどうか、

そうしたことも踏まえて、やはり今やるべきこと、区内でやるべきこと、重点をしっかりと定めていた

だいて、そうしたことを踏まえて、保養所の売却というのはそろそろ検討段階に移ってもいいのかと

思っておりますけれども、そうした保養所の売却の検討の方向性はいかがお考えでしょうか。 

○川島地域活動課長  こちらは今ご指摘のありましたとおりですけれども、私どもとしては、引き続

き今のような形で運営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が、５年間の貸付期間

が令和３年度末に終了いたしますので、そこで契約の更新等の手続を要するということでございます。 

○筒井委員  分かりました。本当に何が重点なのかを見定めていただいて、そうした保養所の売却と

いうことも真剣に検討していただきたいと考えております。 

 続いて、しながわ発見出会い事業に関連して質問させていただきますけれども、少子化対策というの

は、品川区、ひいては日本の維持のために必要だと考えておりますけれども、内閣府は少子化対策とし

て新婚世帯の家賃などの費用について、来年度から補助の上限を６０万円に倍増して拡充するというこ

とで、支援対象は結婚新生活支援事業を実施している市区町村に住み、新たに婚姻届を出したカップル

ということです。 

 それで、品川区のしながわ発見出会い事業は、「ＴＯＫＹＯふたりＳＴＯＲＹ」という東京都の結婚

支援事業のサイトに、品川区結婚支援事業と紹介されておりますけれども、内閣府の支援対象事業には

当たらないのか、まず確認としてお聞きします。 

○川島地域活動課長  内閣府の事業には、当たらないということでございます。 

○筒井委員  分かりました。当たらないという理由は、これは品川区のしながわ発見出会い事業は結

婚支援事業であるから、今回の内閣府の結婚新生活支援事業の対象にならないという理由なのでしょう

か。 

○川島地域活動課長  私のほうも報道をもとに調べたところです。こちらは国の事業に申請し、採択

され指定されてその補助を実施しているというふうに聞いておりますので、ちょっとその形には当たら

ないのかというところでございます。 

○筒井委員  私も調べたところ、東京都はもちろん、２３区やほかの東京都内の市では、対象となっ

ていない、対象となる事業が今現在ないのですけれども、ただ、結婚新生活支援事業を行っていたら、

内閣府、国の補助が受けられるということです。現在の品川区のしながわ発見出会い事業は、参加定数

が２０人ちょっとと対象が著しく限られています。家賃補助など新婚生活のランニングコスト、イニ

シャルコストを補助してあげる支援のほうが、対象者も広く増えますので、今回の内閣府の補助対象と

なる結婚新生活支援事業というものを品川区も行ったほうが、より少子化対策として効果的だと思うの

ですけれども、この点、いかがお考えでしょうか。 

○佐藤企画調整課長  区では、これまで様々な少子化対策を行ってきたところでございます。委員ご

提案の新婚の方に対する補助事業というところは、詳細がまだつかめていないところもありますので、

今後、国や都等からの情報を収集しながら、今後の予算編成の中で考えていきたいと思っております。 

○筒井委員  出会って結婚に至るということも必要だと思うのですけれども、結婚するに当たり、や
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はり生活費用が非常に重くのしかかってくる。そうしたことの負担、不安が、いくらかでも除去されれ

ば、安心して結婚しようかなということにもなると思いますので、品川区もこの結婚新生活支援事業を

行っていくという検討をぜひお願いしたいと思います。これは決して東京除外とか、そういうことでは

ないと思いますので、ぜひ前向きにお願いしたいと思いますけれども、いかがお考えでしょうか。 

○佐藤企画調整課長  事業の詳細を確認して、様々検討していきたいと思っております。 

○あくつ委員長  次に、吉田委員。 

○吉田委員  私からは、１６７ページの総務管理費、財務書類作成委託か、１８１ページの新公会計

運用経費、どちらかに当たると思います。そこから質問します。それから、１７７ページの人権啓発費、

男女共同参画推進事業、１６９ページの広報広聴費の中から、ホームページ等経費と、１７１ページの

情報公開等経費について伺います。順番は順不同でいきます。 

 最初に、１６９ページのホームページ等経費です。区のホームページのつくりについては、これまで

予算特別委員会、決算特別委員会でも様々なご意見が出ております。私からは、ピンポイントに１点だ

けです。 

 トップページに音声読み上げのボタンがあります。視覚障害者への配慮と考えますが、問題は、そこ

をクリックした後、同意を求める文章が出てきます。サービスを利用したとき不具合があっても責任を

負いませんということへの同意です。オーケーを押さないと音声は出てこないのですが、この文章は読

み上げられませんので、視覚障害者は永遠に同意に行き着かないのではないかと思います。これでは、

意味がないと思うのですけれども、お考えを伺います。 

 それから、情報公開等経費のほうへいきます。これまでも何回か意見を申し上げていますが、情報公

開請求に対して、非開示や一部公開だったとき、不服申立ができることになっています。区からはそれ

に対して弁明書が出て、そのときに反論があれば反論書が出せます。反論書を出すと、今度は区から再

弁明書が出てきて、再反論書を出すと、双方の文書をもって審査会にかけられるという手順です。 

 質問は、提出期限についてです。私たちが反論書や再反論書を出すときには期限が定められます。所

管によりますが、４週間とかが一般的かと思います。私たちは、反論の権利を失わないように期限を守

ります。ところが、区からは、弁明書や再弁明書が来るのがとても待たされるときがあります。先日は

再弁明書が３か月出てこなくて、二度ほど催促しましたが、結局、再弁明はされなくて、審査会にかけ

られることになりました。こちらの期限が切られるのであれば、区のほうも期限を決めるべきだと思い

ます。弁明書や再弁明書が出せないのであれば、速やかに審査会へつなげるべきと考えますが、いかが

でしょうか。 

○大澤広報広聴課長  初めに、ホームページについてでございます。品川区のホームページは、民間

の調査でアクセシビリティ、障害がある方を含めて誰もが利用できるかという評価において、全

国８５５自治体のうち、上位２５％の中に位置しておりますので、一定の配慮はできているという調査

結果となってございます。 

 委員ご指摘の音声読み上げボタンの同意ボタンにつきましては、視覚に障害のある方でも音声により

たどり着けるように作ってはございます。しかしながら、アクセシビリティの面で、まだまだ改良の余

地はあると認識してございますので、今後も誰もが利用できるホームページになるように工夫をしてま

いります。 

 次に、情報公開についてのご質問でございます。審査請求に伴う弁明書および反論書の提出期限につ

きましては、行政不服審査法、また区条例において規定はございませんが、現在、審査請求において処
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分庁のいずれにおきましても、原則として１か月程度で設定をしております。審査請求が提出された後、

審査庁と処分庁とのやり取りを含めまして、いずれの場合も１か月半程度で弁明書が請求人に届いてお

ります。これは再弁明がある場合でも同様でございます。 

 一方で、審査会へ諮問するまでの期間については設定してございません。通常であれば、長期間かか

ることはございませんが、今回、４月以降、新型コロナウイルス感染症の影響があったことと、審査請

求案件がかなり多かったために、諮問の要否の確認に時間を要しましたことで、諮問した旨の通知が遅

れたものでございます。手順としては適切に行われていると考えておりますが、今後はより迅速な対応

と丁寧な説明に努めてまいります。 

○吉田委員  ホームページのことは分かりましたが、そもそもパソコンを駆使する視覚障害者の方は、

視覚障害者用の機能がついたパソコンを使っておられることが多くて、そもそもトップページのここか

ら入ることはないのです。だから、視覚障害の方はこれをご存じなかったです。ですから、パソコンが

苦手な方にとっては、このパソコンの音声読み上げではない別の配慮が必要かというふうに思います。

これはご検討ください。 

 いろいろ配慮されていて、視覚障害者の方は、さっきも言いましたが、高機能の視覚障害者用のパソ

コンをお使いですが、そういうパソコンでもＰＤＦの資料は読み取れません。ワードかテキストにすべ

きと考えますが、いかがでしょうか。ベストはテキストだそうです。ワードはバージョンが変わってし

まうと、パソコンを変えないと読み取れなくなるそうですので、ただ、最低限はワードにすべきと考え

ますが、いかがでしょうか。広報広聴課としての見解を伺います。所管によって大分ばらつきがあるよ

うですので、広報広聴課としての見解で結構です。 

○大澤広報広聴課長  ご指摘のありましたＰＤＦファイルにつきましても、今後、なるべくそうでな

い形式で進めてまいりたいというふうに考えてございます。 

○吉田委員  それから、情報公開のほうですけれども、１か月程度ということですけれども、そうし

たら私たちのほうも１か月程度ですか。こちらは権利を失ってしまうから４週間と言われたら４週間で

出すのです。それであれば、そちらからも期限を切って１か月ということであれば１か月で出していた

だきたい。審査会が開かれるのに時間がかかるのは分かります。何件かまとめて審査会を開かれている

のですよね。それは分かりますが、この間は、再弁明書が出るか出ないか分からないまま３か月過ぎた

のです。もう再弁明書を出さない、今後、審査会が検討に入りますということであれば、それは納得で

きます。ただ、そうではなかったので、何回か催促いたしました。催促のときにそういうお答えはな

かったので、やっぱり、ちゃんと徹底されていないのかというふうに思います。ぜひこの辺については、

きちんと私たちはルールを守りますので、そちらもルールを決めて、それに従って同じように進めてい

ただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○大澤広報広聴課長  ルールを守っていないということではございませんが、より分かりやすい説明

には努めてまいります。 

○吉田委員  先ほどのホームページ上の文書は、テキストになっていたり、ＰＤＦになっていたり各

所管によって大分違うのです。その辺については、今後、ホームページに載せられる資料全体をテキス

ト化していくということでよろしいでしょうか。 

○大澤広報広聴課長  各所管の作成する書類については、ＰＤＦが一番ふさわしいという形もござい

ますので、全てをテキスト化するというお約束はできませんが、ホームページ作成の研修を毎年行って

おりますので、その中でアクセシビリティについては、今後も各所管で努力していただくように、広報
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広聴課から説明をしてまいります。 

○吉田委員  次に、人権啓発費、１７７ページの男女共同参画推進事業について伺います。東京・生

活者ネットワークは、今年の初めに、自治体のセクハラ、ＤＶ、性暴力施策に関して、「女性が暮らし

やすいまち～女性の安全安心自治体調査」を実施いたしました。ＤＶの防止、相談、支援の仕組みや周

知の状況、性教育やデートＤＶ予防教育、婦人相談員の待遇、民間団体とのネットワークを生かした連

携、ワンストップ窓口について調査をいたしました。品川区にもご協力をいただきました。その結果か

ら、品川区の課題が少し見えましたので、質問をいたします。 

 まず、ＤＶについて相談したいと思ったときの窓口は、男女共同参画センターと理解してよろしいで

しょうか。そこで全部の対応ができるとは思えませんので、相談した後、どこにどのようにつなげるの

か、相談者への支援の仕組みを伺います。ＤＶ被害者への支援という性質上、具体的な部署名は言えな

いと思いますので、仕組みだけお答えください。 

○島袋人権啓発課長  本日は、総務費の款でございますので、私から答えさせていただきます。 

 まず、ＤＶ相談の窓口に関するご質問でございますが、男女共同参画センターでは、ＤＶに関する啓

発や専門相談員によるＤＶかどうか分からない、どうしてよいか分からないといった問合せの総合相談

としてのＤＶ相談を実施しているところでございます。この相談は、相談者の気持ちの整理や解決に向

けた情報提供に努めております。 

 課を超えての連携となりますが、相談者の希望が暴力を振るう相手から逃れたいなどの具体的な自立

した生活再建に向けての支援を必要とする場合は、福祉事務所の関係相談員へと確実につなげてネット

ワークを機能させているところでございます。その後の支援の充実を一層強化していきたいと考えてい

るところでございます。 

○吉田委員  分かりました。だから、これが自分でもＤＶと思っていないような方もいらっしゃるの

で、そういう漠然としたご相談は、やっぱり男女共同参画センターで受け付けることになるのですね。

そして、福祉事務所のほうにつなげるということですね。連携は当然のことと思いますが、所管間で相

談者の情報を確実につなげるというところなのです。心配しているのは、何度も嫌なことを説明すると

いうのは、当事者にとってとても心理的に大きな負担になります。窓口となる男女共同参画センターで、

これは福祉事務所につなげるべき事例だというふうに思ったら、そこで共通のカルテのようなものを作

成して、福祉事務所につなげていく、これは本当に事業的に所管を超える事業なので、しかるべき所管

につなぐときには、何度も繰り返して同じようなことを説明しなくて済むようなカルテのようなものが

必要だと思いますが、そのような仕組みはあるのかどうか伺います。 

○島袋人権啓発課長  実は、この令和２年４月１日付で、配偶者暴力相談支援センター機能を内閣府

に整備したと届けを出したところでございます。この配偶者暴力相談支援センターを機能させるという

ことは、まず生活圏域ごとの連携推進、情報共有の場を持つ、その会議を７月７日に第１回目を顔合わ

せとして実施したところでございます。また、その下部組織でございますケース対応ということで、窓

口相談担当者の会を開くことを求めているところでございますが、ただいまそちらには担当者レベルの

警察も含めた会議を設定する準備を整えているところでございます。 

○吉田委員  分かりました。私たちが思うような方向に進んでいるのかと思って理解しております。

ぜひその方向で進めていただきたいと思います。 

 それから、男女共同参画センターは、最初の窓口ということなのですけれども、性暴力被害者の相談

に関わる場合には、ある程度の専門性が必要だと思いますが、そういう担当者にはどういう人材を充て
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ておられるのか、または研修などによって人材を育成しているのか、研修をしている場合にはどのよう

な研修か伺いたいと思います。 

○島袋人権啓発課長  男女共同参画センターにおきます専門相談員による専門相談は、委託をしてお

りますので、その専門業者が相談を受けているところで、週に一度はそのような機会があると知ってい

ただければと思います。 

 また、私たちも職員の研修といたしまして、二次被害を防ぐための研修等々も人権啓発課が中心にな

りまして、年に一度、職員研修という形で進めているところでございます。今年度も形を変えて研修を

実施すべく、ただいま検討中、準備をしているところでございます。 

○吉田委員  研修されているということで、年１回で大丈夫かなというふうに思うのですけれども、

研修は進められているということで、できたらどのような研修か伺いたいと思います。次の質問にいき

ますので、お答えをお願いします。 

 次は、新公会計運用経費です。歳入の款のときにも新公会計制度にかかわる質疑がございました。今

後、いろいろな整備が整って議会としても行政評価に有効に生かせるようにしていきたいと考えており

ます。そういう方向の質問です。 

 減価償却費について伺います。行政の会計にこの概念を入れたことが新公会計制度の大きな特徴の１

つであると考えていますが、一方で、これまで別の考え方で会計を行っていたところに急にこれを入れ

るのは難しいのではないかというふうに思っています。総務委員会で新公会計制度について議論したと

きにも、固定資産の評価と減価償却、その扱いについて質疑がありました。例えば、建物などの固定資

産はどのように評価し計上されるのか、減価償却はどのようにされていくのか、考え方を伺います。 

 財務４表が今載っておりますけれども、附属明細とか注記とか、そういうたぐいの記載が必要ではな

いかと思います。そんなにいろいろ会計に詳しいわけではないのですけれども、先ほど質問しました減

価償却は定額法なのか定率法なのか、一般的には固定負債には何と何の借金がどれくらい残っているか

とか、財務４表に載っていることの少し明細みたいな附属明細みたいなものがないと、この財務４表だ

けで本当のところは理解できないのではないかと思います。そういう情報があってこそ本当の決算の評

価になるのではないでしょうか。財務４表、今公表されているものに付け加えて、附属明細もしくは注

記、呼び方は正確にはよく分からないのですけれども、そういう資料が必要と考えますが、見解を伺い

ます。 

○島袋人権啓発課長  男女共同参画センターで行っておりますＤＶに関する研修でございますが、た

だいま専門相談員として派遣をしていただいてる全国女性シェルターネットの方を講師にお招きして講

座をする、あるいは、東京ウィメンズプラザの方から講師に来ていただいて、私たち職員が学ぶという

機会を設けているところでございます。 

○中山会計管理者  新公会計についてのお尋ねでございます。委員ご指摘の注記につきましては、今

後載せるように準備をしたいと思っております。今回は決算書のところに財務４表という形で載せさせ

ていただきましたが、この後、ホームページとかに載せるときには、少し皆さんに分かりやすい工夫と

いうことと、どういう考え方でこの表ができているかというところをお示しできればと思っております。 

 品川区は東京都方式をとっておりますので、固定資産の評価の基準というところでは、取得原価モデ

ルを採用しております。また、減価償却の取扱いについてですけれども、インフラ資産のうち道路につ

いては取替法を採用しているということで、この辺はかなり細かいことになりますけれども、それぞれ

建物によって減価償却の年数が決まっておりますので、それに合わせて減価償却の計算を行っていると
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ころでございます。 

○吉田委員  そういうことがもう少し分かりやすく載っているといいかなというふうに思います。 

 それともう１つは、品川区公会計レポートについてです。２０１８年度決算に関わる品川区公会計レ

ポートのページの更新日を見ると、先週の火曜日、９月２９日になっているのですけれども、そこで初

めて出たということなのでしょうか。例年で言うと、２０１８年度の分は、一昨年の１２月頃にアップ

されているのではないかというふうに思います。中身を確認すると、随分それまでの公会計レポートと

変わっているので、それで時間がかかったのかと思いますが、これ、もう少しいろいろな詳細が出てい

るので、本来は決算のときに一緒に提供されると、より決算状況が分かりやすくなるのかと思うのです

が、せめて今の審議している内容が例年どおりぐらいの１２月にアップされるのか、本来は決算資料と

一緒にアップされるといいなと思うのですけれども、その辺、今後のことを教えてください。 

○品川財政課長  品川区公会計レポートの関係でございますが、ちょうど財務会計システムの変更等

がございまして、元年度についてはちょっと公表が遅れたということで、今年度以降、しっかりとやっ

ていきたいと、このように考えております。 

○吉田委員  ちょっとではないかと、いつもより９か月後ですし、去年の決算特別委員会からちょう

ど１年後に出たのです。１２月でも遅いと思うのですけれども、今年度の今審議されている分は、せめ

て今までどおり１２月、今後はできたら一緒のタイミングというのは難しいのでしょうか。ぜひ、決算

の読み方は大分詳しくできるようになると思うのですが、いかがでしょうか。 

○品川財政課長  公表の方式等、いろいろ違う部分がありまして、区が持っているデータから、また

再度変換をかけてというような形になりますので、おおむね例年１２月に出すということになっていま

すので、それに間に合うような形でしっかりとやっていきたいと、このように思っております。 

○あくつ委員長  次に、松本委員。 

○松本委員  私からは、１６９ページ、広報経費、あるいは１９３ページ、都市型観光プラン推進事

業と、あと、１７７ページ、人権啓発事業、時間が間に合えば、１８９ページの国際友好都市交流事業

まで伺えればと思っています。 

 まず、広報経費あるいは都市型観光プラン推進事業ですけれども、先月、大井町駅前公衆便所の改築

工事が終わりまして、これ自体は公園課の所管なのですけれども、広報、観光の観点から１点伺えれば

と思っています。この新しい公衆便所、かなりデザイン性がすごいというか、かなり先進的なものに

なっているのではないかと思います。公衆便所と言うのに違和感を覚えるぐらいすごいものになってい

るのではないかと思っていまして、ちょっともったいないなと思うのが、先日、渋谷区で透けるトイレ

といいますか、透けているトイレで、入ると不透明なガラスになるというふうなトイレができて、これ

はテレビとかでも、ものすごい取り上げられたと思うのです。私も実際に見に行って、すごいなという

ふうに思ったのですが、今回の当区の大井町駅前公衆便所についても、これは本当はもうちょっと取り

上げられてもいいのではないかというふうに思っています。それこそインスタ映えという言葉、これは

品川区もインスタの活用とかという話もされているかと思うのですけれども、そういった面で、もう

ちょっと区として積極的に観光地的なアプローチはあるのではないかと思いますが、こちらについてお

願いいたします。 

○大澤広報広聴課長  大井町駅前公衆便所でございますが、１つ雑誌には、カラーで何ページかにわ

たって掲載がありました。広報に関して今後も努力してまいりたいと考えております。 

○松本委員  雑誌の件は私も存じ上げなかったので、よかったなと思います。これは出来上がって、
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すぐそれで終わりではないので、引き続きこれは活用して広報に努めていただければなというふうに思

います。 

 次に、人権啓発事業で、その中でも憲法週間行事費ですけれども、成果報告書の１２ページに成果と

して掲載されています。こちらは憲法週間講演と映画のつどいと、人権週間講演と映画のつどいの取組

実績として応募人数が挙げられているのですけれども、実際の参加人数はどうなのかもお願いいたしま

す。 

○島袋人権啓発課長  成果報告書１２ページでございます。憲法週間講演と映画のつどいの応募人数

という形で今回は掲載させていただいておりますが、きゅりあんの大ホールに入れる人数が１,１００

名でございますので、今のところ、この数を維持しているということで開催しているところでございま

す。 

○松本委員  おっしゃるとおり、数を見ると１,１００名で、この１,１００名を超える応募があると

いうことなのですけれども、超えた場合は、抽選とかどのように決定されているのでしょうか。 

○島袋人権啓発課長  このところ抽選をさせていただいております。ただ、こちらはやはり区民の方

が中心ですので、応募が例えば他府県からの方だとか、２枚応募の場合、１名が区民の方、１名が他自

治体の方という方も、申し訳ないのですけれども、品川区の方を中心に選出しているという状況でござ

います。 

○松本委員  分かりました。他区の人もいるというのは少しびっくりしたところですけれども、その

ようにされているということで理解いたしました。 

 憲法週間のほうなのですけれども、令和元年度の応募人数が平成２９年から１,０００名減っている

わけです。１,０００名減るというのは結構大きなことかと思いますが、この原因としてはどういった

ことを考えていらっしゃいますでしょうか。 

○島袋人権啓発課長  原因は、講師の選定ということがあるかと思います。品川区の場合、かなり有

名な方をお呼びしていますので、その有名な方に関しまして、例えば平成２９年度でございますが、落

語家の林家たい平さんを招致いたしまして、このときは本当にすごい応募だったのと、平成３０年のと

きには、舞の海さんでしたが、こちらはご自身のご出身の地方からの応募が大変多く、なかなか品川区

民といいましょうか、応募の方を見て、内容というよりも、むしろどの方が来て、どういうお話をして

くれるのかということに興味がおありなようであると感じているところです。実際のところは、人権や

平和のことをしっかりと考えて区民の方に周知していただくということを目的にしておりますが、知名

度があり、他区でも実績のある方をお呼びしている関係上、たまたまこのときはこのようになった結果

だと承知していただければと思っているところでございます。 

○松本委員  舞の海さんのときは、ご出身の地方からということで、そこなのです。本件を取り上げ

た理由が、そもそも憲法週間講演の目的の部分が大事かなというふうに思っていまして、今少しお話が

ありましたけれども、憲法週間講演と映画のつどいのほうに絞って、この趣旨、目的について、もう一

度お願いいたします。 

○島袋人権啓発課長  まず、憲法週間講演と映画のつどい事業におきます目的でございます。５月１

日から７日までの憲法週間、そして１２月４日から１０日までを人権週間ということになっております

ので、こちらにちなみまして、平和の尊さや基本的人権についての理解を深めるとともに、人権意識の

高揚を図るということで設定させていただいております。 

 テーマでございますが、人権、平和、憲法１１条の基本的人権、１４条の法の下の平等、差別されな
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い権利や人間らしく生きる権利について、しっかりと考えていただくということをテーマに行っている

ものでございます。 

○松本委員  本当にそこの部分が重要かと思っていて、集客というよりも、やっぱりきちんと人権に

ついて考えていただく、憲法について考えていただくということが大事だと思っています。先ほどは平

成３０年の話でしたけれども、昨年のものを少し具体的に取り上げると、昨年の講演者は露木茂さんで

すか、ニュースキャスターの方かと思いますけれども、こちらはテーマが「“伝える”ということ～～

日本を揺るがすニュースの“現場中継”に学ぶ～」ということなのですけれども、今、条文数が挙がっ

た中で、こういう方だったら、２１条の関係なのかと思うのですけれども、その辺りはテーマとしては

どうだったのでしょうか。 

○島袋人権啓発課長  確かにきちんとテーマを設定しますと、やはり区民の方には、ある程度、知名

度のある方をお呼びしたところで、例えば品川区におきましては、２３区で初めて「人権尊重都市品川

宣言」を宣言しておりますし、こちらの周知も高めなければいけないということを考えますと、やはり

伝えるということ、表現するということはどういうことかをかいつまんで詳しく話していただくという

テーマで露木さんをお願いしたという経緯がございます。 

○松本委員  一方で、もう１つの映画のほうなのですけれども、「家族はつらいよ２」ということに

なっているのですけれども、こちらはどういった理由で選ばれたのでしょうか。 

○島袋人権啓発課長  人権を考えるときに、一番身近なものは何かといったときに、まずは相手のこ

とを知るということが重要です。こちらは家族が一番身近な存在であるし、家族のことを知るというこ

と、こちらを今のところの人権の考えの中ではテーマにしているところでございます。ですので、「家

族はつらいよ２」の前には、「家族はつらいよ」を上映させていただいているところでございます。 

○松本委員  そうすると、多分、次は「家族はつらいよ３」が出てくるのかなというふうに思ってい

まして、３のほうは、監督も、結構、専業主婦の話とかをされているようで、ここはかなり人権と関

わってくるのかなというふうに思っています。一方で、映画を見たからといって、すぐ憲法とか人権が

頭に浮かぶかと言ったら、そうではなくて、例えば、関わってくるとしたら、２４条とか１４条とか、

そういうところだと思うので、例えばこの映画が終わった後に少し解説を入れるとか、そういったこと

も考えられるのではないかと思うのですが、どうでしょうか。 

○島袋人権啓発課長  今後、このコロナ禍でございますので、こちらの講演と映画のつどいの開催方

法もしっかりと時代に合わせて対応していかなければと考えているところでございますので、そのよう

な考え方もしっかりと１つの視点として捉えていきたいと考えております。 

○松本委員  もう最後なので要望ですけれども、やっぱりこういったイベントは、どうしても年数を

やっていくと、ある意味、ぐだぐだ感が出てくるところもあると思うので、そこの部分は、この機に

しっかりとまた再検討していただければと思います。 

○あくつ委員長  次に、芹澤委員。 

○芹澤委員  私からは、１７１ページ、ＩＣＴ推進管理費に関連して、様々な行政のＩＣＴ化につい

てお伺いしていきます。 

 今回、新型コロナウイルス感染症の影響もあって、国、行政であったり、民間、そしてまた国民、区

民レベルでもＩＣＴ化の流れが目まぐるしく進んできたと思っています。菅新総理もデジタル庁の新設

等を言っていますけれども、このデジタル化、行政のデジタル化の流れが、私は逆行することはなく、

これからどんどん進んでいくのだろうと思っていますけれども、まず、品川区として、この流れが今後
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どうなっていくと思っていらっしゃるのかをお聞かせください。 

○山本情報推進課長  区の考えでございますが、区といたしましては、これまでどおり区民サービス

のデジタル化、それから区政運営のデジタル化というところを推進していきたいというふうに考えてご

ざいます。 

○芹澤委員  以前、品川区としても、組織の改編を行って、情報システム課から情報推進課になった

というふうにも伺っています。当時、課名を変えたことの目的、変更前と変更後の人数、あとは、今現

在、情報推進課の人数がどれほどなのかをお聞かせいただきたいと思います。 

 また、情報推進課には３つの担当があると思いますが、どういった業務の振り分けをされているのか

もお聞かせください。 

○山本情報推進課長  平成２７年４月より情報システム課から情報推進課へ課名の変更をしたところ

でございます。 

 その目的でございますが、システムの運用管理だけではなく、今後もＩＣＴの推進を図っていこうと

いうところが意味合いでございます。 

 そのときの職員数ですけれども、組織改正のタイミングでの人員変更はございませんで１４名のまま

でございました。現在、１５名の体制で業務を行っているところでございます。 

 現在の組織の役割でございますが、まず、内部システムの担当とデジタル化を推進する係、それから、

ネットワークとセキュリティを担当する係、それから、マイナンバー制度、住民情報システムの運用管

理を行っている係の３つに分かれてございます。 

○芹澤委員  今ご説明いただいたとおり、人数的には微増ということが分かりました。役割としては、

システムの運用、デジタル推進、セキュリティ、マイナンバーと、大体４つぐらいになるのかというふ

うに理解をしています。 

 都庁のほうでも、今、人材の育成と雇用に取り組んでおりまして、外部から２年任期での新しい課長

の雇用を始めたと伺っています。併せて、任期なしのいわゆる一般雇用の中でデジタル推進だけではな

くて、様々な部署の事務員をＩＣＴの専門スキルを持った方に代えていくというようなお話もいただき

ました。品川区として、内部でしっかりとＩＣＴに理解のある方の雇用、そして育成が必要だと思って

いますけれども、そのお考えをお聞かせください。 

 併せて、今お話しいただいたところの中で、内部運用だけではなくて、どんどんＩＣＴ化を進めてい

かなければならないというようなところだと思うのですけれども、このデジタル化の波に乗って、情報

推進課の今の人数をもう少し増やし、例えば係を１つ増やして、情報推進の内部の部分と、さらに外に

ＩＣＴを打ち出すデジタル推進の係をつくってもいいのではないかと思っていますけれども、それに対

しての考えをお聞かせください。 

○山本情報推進課長  まず１点目、ＩＣＴ専門職の採用等でございますが、区としましては、今のと

ころ、そういった採用は考えてございません。ただ、ほかの自治体等、事例を見ますと、情報政策の支

援などを行うＣＩＯ補佐官の任用だったり、委託を行っている自治体が増えてきておりますので、区と

いたしましても、そういったものの活用ができるかどうかというところは検討していきたいというふう

に思っているところでございます。 

 それから、職員の育成というところは、今、ＯＪＴを中心に行いつつ、外部の研修機関等で、業務に

必要な専門知識の習得を行っているところでございます。 

 それから、組織、体制の問題ですけれども、今のところ、デジタル化の推進に特化した組織、係はご
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ざいません。これまでこの体制で行ってきたところでございますが、今後は今よりも早いペースで社会

全体のデジタル化が進んでくるというふうに考えてございます。長期基本計画でもお示ししております

が、先端技術の活用の視点、それに基づいた全庁的なデジタル化を今後推進していきたいというふうに

思ってございますので、そういったＩＣＴであったり、デジタルを軸とした各分野に横串が差せるよう

な組織の在り方などについては、今後、検討していきたいというふうに思ってございます。 

○芹澤委員  今お話しいただきましたけれども、ＩＣＴの推進ということで、既にもうＩＣＴ化がど

んどん進んできているわけで、平成２７年から情報システム課から情報推進課に変わってきて、職員が

実質１名しか増えていないというのは、ちょっとまだ人が足りていないのではないかと思っています。

様々な分野で働き方のところも含めて、今、行財政改革特別委員会でもやっていますけれども、ＩＣＴ

化がどんどん進んでいく中で、それを理解する、そして推進していく人間は、特に人数に変更はありま

せんというのは、ちょっとまだ物足りないのかなと思っていますので、そちらはぜひご検討いただけれ

ばと思います。 

 併せて、今、課長のご答弁の中で、長期基本計画に視点があるというようなお話がありました。実際、

長期基本計画の中を見てみますと、３つの柱があって、その中に２１項目ぐらいの各論の項目があるの

ですけれども、その中には１つもＩＣＴに特化したお話が残念ながらありません。２３区、ほかの自治

体を見てみますと、東京都も含めて、ＩＣＴに関する基本戦略みたいな計画が実際に出来上がっている

と思います。品川区は、調べてみますと、ＩＣＴに特化したＩＣＴ推進計画であったりとか、基本計画

というものがまだできていないように思われるのですけれども、作ってもいいのかと思っていますけれ

ども、そのお考えをお聞かせください。 

○山本情報推進課長  委員ご案内のとおり、区では個別のＩＣＴ計画、戦略の策定は行っておりませ

んで、長期基本計画の大きな方針にのっとりながらＩＣＴ化を進めてきたところでございます。た

だ、４月以降、社会経済の動きが大きく変わってきておりまして、また国だったり都というところでデ

ジタル化のスピードが大分早くなってきているのかというふうに考えてございます。区といたしまして

も、こういった大きな変化に対応していくために、様々な分野でのデジタル化を推進していくためにも、

区全体としてのデジタルビジョンといいますか、そういったＩＣＴ計画の策定も今後考えていきたいと

いうふうに思ってございます。 

○芹澤委員  前向きなご答弁をいただきまして、ありがとうございました。行政手続のデジタル化に

ついて関連して伺っていきたいと思います。 

 今日もご答弁が幾つかありました。努力義務ということではありますけれども、全庁的に企画部情報

推進課として取り組まれていく中で、例えばペーパーレス化を、いろいろやってみてくださいと、多分、

各部署にお話ししていただいていると思うのですが、できないというところをどういうふうに把握して

いらっしゃるのかをお聞かせいただければと思います。ペーパーレス化というと、環境問題、資源を使

わないというだけではなくて、フリーアドレスであったり、テレワークであったりとか、様々なものの

一番基本となるのがペーパーレス化だと思うのです。ペーパーレス化を行政の中でどのように取り組ん

でいらっしゃって、残念ながらまだ進んでいかない壁があるというような部署に対してどのようなアプ

ローチをされているのかお聞かせください。 

○山本情報推進課長  区のペーパーレス化の取り組みでございますが、各課の調査であったり、通知

は基本的にペーパーレスで行っているところでございます。それから、文書の決裁につきましても、電

子決裁の推進を以前から進めてきているところでございます。 
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 できていない場合への対応というところですけれども、特にそちらのほうでできていない箇所への個

別の対応は行っていない状況でございます。 

○芹澤委員  ぜひこれはできないところに関しては、もちろん取引等で相手があるところもあるかと

思いますけれども、少なくとも業者とのやり取りというのは、私は電子化できると思っていますので、

業者とのやり取りであったりとか、内部のやり取りは、早急にペーパーレス化を進めていただければと

思います。 

 続けて、情報発信についてお伺いしたいと思います。先ほども西村委員からもありましたけれども、

例えば、まもるっちのブザーの話で言うと、まもるっちのブザーを引きますと、たしか区役所のまも

るっちセンターみたいなところに連絡が行って、そこから地域の協力隊の方々へメールが行くというよ

うなシステムだったと思います。私個人の話で言えば、スマートフォンのメールはなかなか見ません。

グーグルとかヤフーですと、ちょっとタイムロスもあって、なかなか見ることがない。実際にメールが

来ても、その場所にいないというものも多々あると思います。そういった場合に、ＬＩＮＥのほうが、

例えばリアルタイムであったりとか、あとは位置の情報の特定というのもありますので、そういった意

味で、児童の安全を守るという意味でも、ＬＩＮＥの導入が必要なのかと思っていますけれども、そう

いったお考えもお聞かせいただければと思います。 

○黛生活安全担当課長  今、委員のほうからご意見をいただきましたＬＩＮＥの活用でございますが、

現行のシステムにつきましては、令和４年度までの契約でございまして、この中で基本的な部分をい

じっていくというのは非常に難しいところでございますが、新しいシステムを導入する際につきまして

は、委員からいただきました意見なども参考にいたしまして、新しい時代の中で確実に動くようなまも

るっちにしていきたいというふうに考えております。 

○芹澤委員  今、ＩＣＴ化について生活安全担当課長からもお話しいただきました。様々ほかにも事

例はあるのですけれども、こういったＩＣＴ化は、やはり情報推進課が担当課だと思っていますので、

様々な情報の伝達について、情報推進課からもご答弁をいただければと思っています。例えば警視庁の

メールもそうです、不審者の情報とかが来た場合に、今、メールで送ってくるものがあります。昔は

メールでよかったかもしれませんが、今はアプリが非常に複雑かつ高度になってきていて、各部署がな

かなかそのアプリの機能まで追いかけるのは難しいのかと理解をしています。情報推進課のほうでしっ

かりと、例えばＬＩＮＥだけでも結構ですけれども、様々なＬＩＮＥの機能を注視していただいて、そ

れに対しての活用方法をお考えいただくというのも手なのかと思っています。情報発信だけではなくて、

情報集約のところでもＬＩＮＥは使えると思っています。我々自民党として、ＬＩＮＥの勉強会も行い

ましたし、あとほかにも新聞販売の方々から、今、高齢者見守りネットワークをやっていますけれども、

それも今、電話で通報してくださいというふうな対応になっている。その電話で通報すると、新聞販売

の皆さんが配達している時間は早朝なので、電話が通じず、ほかの手段をとらせていただきたいという

ようなお話もいただいています。今、その新聞販売の皆さんからは、ファクスはどうかという話もあり

ましたけれども、私は、ＬＩＮＥで例えば写真を撮って役所のほうに送れるようなシステムが作れれば、

それがベストなのではないかと思っています。 

 茨城県では、これは業者の方々ではありませんけれども、全ての県民の方々が知事への手紙というよ

うな場所を作って、情報の発信、品川区とすれば情報の集約ができるようなシステムを使っているとい

うふうに伺っていますけれども、情報推進課で、高度なアプリを使ったメール等ではなく、民間のアプ

リを使った情報の発信、情報の集約について、これからどう取り組まれるのかをお聞かせください。 
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○山本情報推進課長  ＬＩＮＥの活用についてでございますが、委員ご案内のとおり、ＬＩＮＥは位

置情報の確認ができたり、また双方向性の面でほかのＳＮＳと比べて優れているところもございますの

で、そういった特性を生かしながら様々な活用は考えていきたいというふうに思ってございます。 

 また、情報発信に限らず、ほかの自治体の事例等も見ながら、具体的な運用方法はこれから考えてい

きたいと思います。 

 また、ご案内いただきました幾つか具体的な事例等も、関係各課と共に検討してまいります。 

○芹澤委員  区からの情報発信というところで言えば、今少しお話しさせていただきましたけれども、

防犯と防災が非常に大きな鍵になると思っています。防犯というところで言えば、先ほどお話ししまし

たけれども、メールではこれまで登録地域、例えば西五反田に住んでいますという方に対して西五反田

の事件があれば送るというものでしたけれども、ＬＩＮＥであれば、登録住所ではなくて、いつも大井

町に住んでいるけれども、西五反田にいるという情報を持って、その方々に送るということができる。

これは防災にも全く同じようなことが言えて、大井町にいつも住んでいるけれども五反田で被災するこ

ともあるわけです。その地域に特化した情報を送る。あとは、ＬＩＮＥで言えば、子どもがいるかいな

いかで属性を分けて、子育て世帯には子育てに特化した情報を送るということもできるというふうに

伺っています。様々な属性に、高齢者見守りネットワークであったり、防災であったりとか、それぞれ

のサービスに登録をした方々に対して情報を送るというものではなくて、ＬＩＮＥを持っている方に対

して一元管理して区の様々な情報を送れるシステムというのは、ＬＩＮＥだけではなくて、ぜひ前向き

にご検討いただければと思います。質問を終わります。 

○あくつ委員長  次に、せお委員。 

○せお委員  私からは、２０９ページ、区議会議員選挙執行費、１７９ページ、庁舎管理費について

お聞きします。 

 まず、区議会議員選挙執行費に関連して、選挙の立候補の際の手続や制度に関してですが、昨年の統

一地方選挙の際にも全国で声が上がったのが、旧姓の使用を認めていない自治体があることや、自宅の

住所をホームページなどで公開しなければならないなど、立候補後の生活に支障を来す課題でした。昨

今、多様なライフスタイルや価値観が認められている中、政治に関しても多様な当事者が参加すること

で、それぞれの地域あるいは日本の課題が解決されるのではないかと考えています。ですから、そのよ

うな意欲ある方々が立候補を断念してしまうのは残念だなと思います。 

 これまで品川区では、旧姓を使用したい立候補者がいた場合、旧姓でのメディア掲載履歴、旧姓で送

られてきたはがき、旧姓で取得した民間資格の証書などをそろえて選挙管理委員会と面談した上で、初

めて旧姓使用を認めるという通称使用と同等の扱いをしてきたと認識しています。今年の７月にウーマ

ンシフトという女性議員の団体から総務大臣に要望書が提出されました。その１週間後には、総務省か

らの通知で、旧姓の通称申請があった場合には、戸籍の謄本または抄本を確認すれば、証明書類を求め

ることなく通称認定して差し支えないと示されました。この通知を受けて、品川区としては、今後どの

ように取り組んでいくのか見解を伺います。 

 また、告示に関しては、性別はなし、住所は市区町村まで、生年月日は年齢のみでよいとなり、ウェ

ブサイト掲載については、性別、年齢、住所の記載はしないとするのが適当といった内容で通知されま

した。こちらに関しても、今後どのように品川区で取り組んでいくのか、見解を伺います。 

○秋山選挙管理委員会事務局長  立候補の届出についてですけれども、立候補につきましては、個人

を特定して立候補するということが必要、身分を明らかにするということで、法で戸籍名称ということ
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で決まっているものでございます。それに従って、今まで立候補者の情報については戸籍等のものを

使っていたというのが現状でございます。ただ、委員ご指摘のように、地方制度調査会においてもプラ

イバシーの観点などを配慮、それから女性の参画ということも記載されておりますけれども、そのよう

な取扱いに変わってきたところでございます。 

 今後でございますけれども、総務省から出ている通知に基づきまして、告示等につきましても、氏名、

通称名、それから住所については、総務省の通知では地区名までとなっておりますけれども、区名です

と分からなくなってしまいますので、町名、字名までとするような形で対応していきたいというふうに

思っているところでございます。今後につきまして、区で行う選挙は区議会議員選挙、区長選挙になり

ますので、そちらのほうから対応。 

 それから、現状としては、選挙の記録を選挙管理委員会で作っておりまして、今回の都知事選挙から

その告示に沿った形で対応を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。 

○せお委員  女性に限らず、多様な方が選挙に立候補しやすくなることを望んでいますので、そちら

も併せて要望いたします。次へ移ります。 

 １７９ページ、庁舎管理費です。庁舎機能検討委員会が設置されて、庁舎の在り方や庁舎機能などの

検討が開始されました。そこで、現在の庁舎に対する庁舎管理費ですが、新庁舎に移ることで、どのく

らい費用を抑えられるのかということと、どの部分で抑えられるのかという、まだ検討の段階ですので

想定される範囲でお答えいただけたらと思います。 

○濵中庁舎計画担当課長  委員からご質問いただきました維持管理コストの低減でございますが、現

状の維持管理に関しましては、こちらの決算書に記載のとおりでございまして、今後、こちらが新庁舎

でどのような形で維持管理コストが低減されていくかということに関しましては、正に今、機能を検討

しておりますので、これから導入機能を検討していく中で、どういったものを入れていくのか、どう

いった庁舎にしていくのかによりまして研究されていくものでございますので、今現在、具体的にどれ

ぐらい軽減されるかという数値はございません。 

 また、庁舎機能検討委員会におきましては、今後、維持管理コストを低減する設備であったり、また、

老朽化した設備を更新しやすいような計画といったものを今後検討してまいる所存でございます。 

○せお委員  庁舎機能検討委員会の資料にも、現庁舎が抱える課題として、老朽化に伴う維持管理負

担の増大とあります。今、答弁にもありましたが、いろいろな検討がされていると思います。外装を防

音性の高い素材にするとか、寿命が長い材料を使うとか、様々検討されているとは思いますが、ぜひ維

持管理やメンテナンスの費用の削減を様々な場面から想定していただきたいと考えます。それが必然的

に環境配慮へもつながることが多いですので、様々な好事例を参考に検討していただきたいと思います。

これは要望で終わります。 

 さらに、現庁舎が抱える課題のところに、機能分散化による分かりにくさ、非効率性とあります。確

かに現在は庁舎内だけではなく、庁舎外のあちこちに機能が分散していて、区民の方、職員の皆様、あ

ちらこちら行って、本当に移動とかが大変だと思います。ただ、国が今、いろいろな委員からもお話が

ありますが、ＩＣＴの活用を進めていて、新庁舎が完成する頃には、どこにいても情報収集でき、要望

も伝わり、議論でき、あとは連携がとれるという世の中になっていきます。なので、庁舎の機能の集約

も大切ではありますが、どうしてもハード面の整備が必要で、そして品川区で足りないと言われている

施設、これは本当に例えばなのですけれども、グループホームを含めた小規模多機能施設などを新しい

敷地内に併設させるという検討も必要だと考えます。 
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 以前に行財政改革特別委員会でも発言しましたが、今回の立地ほどすばらしい場所は品川区で考えら

れなくて、立地のことを考えた土地の有効活用という視点からも、ぜひ検討していただきたいのですが、

そこら辺の考え方をお聞かせください。 

○濵中庁舎計画担当課長  委員にご指摘いただきました機能分散化による分かりにくさの点でござい

ますが、ご指摘のとおり、窓口の分かりやすさであったりですとか、周辺に施設が配置されているとい

うところで、まずは庁舎機能としまして、区民の利便性向上につながるような窓口の在り方、また、部

署の配置の仕方、そういったものを機能検討してまいりたいと思っております。 

 ２点目です。今後、社会情勢が変化してまいりますので、業務量が増減したりですとか、急速に  

ＩＣＴ化も進んでいきますので、そうした中でどれぐらいの規模が必要なのかというのは、正に今、検

討しているところでございます。まずは新庁舎に必要な機能を検討させていただいている段階でござい

ます。 

○せお委員  ＩＣＴ化を必ず想定していただいた上で、新庁舎の機能を検討していただいて、さらに

品川区に足りないものとか、そういったことを調査研究していただきたいと要望して私からは終わりま

す。 

○あくつ委員長  会議の運営上、暫時休憩いたします。 

○午後０時０２分休憩 

 

○午後１時０５分再開 

○あくつ委員長  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。つる委員。 

○つる委員  １７０ページ、情報化推進費、１８９ページ、生活安全推進事業、１９１ページ、児童

見守りシステム運営費、１７９ページ、庁舎管理費、２０９ページ、斎場運営費に関連して伺っていき

たいと思います。斎場運営費については、墓地関係、多分時間がないと思いますが、伺っていければと

思います。 

 まず最初に、情報化推進費関係ですが、これは今年の第１回定例会の一般質問でも提案をさせていた

だいて、２０１８年、新潟での事件・事故を受けての登下校防犯プランが国で示されて、それに基づい

てシステム的にも、子どもたちの安全安心を確保する上でしっかりと体制をとっていくべきだというこ

とで、ＬＧＷＡＮを活用したクラウド型の地図アプリを提案させていただきました。ご答弁の中でも準

備をしていくということと、予算特別委員会でも、今年の１０月頃、その利用を開始する予定だという

ことでご答弁いただいておりました。また、ＬＧＷＡＮを活用することでセキュリティについても高い

システムであるというふうに理解しているのと、予算については１,６００万円程度だというところな

のですが、総務委員会等ではまだ報告がないので、現状がどうなっているのか、まずそこの確認を教え

てください。 

○山本情報推進課長  クラウド型の地理情報システムについてでございます。こちらにつきましては、

当初、１０月から予定していたところでございますが、緊急事態宣言等を受けまして、今、３か月遅れ

で準備を進めているところでございます。 

 状況ですが、８月末に簡易型プロポーザルを実施いたしまして業者の選定をしたところで、今、契約

準備等を行っているところでございます。 
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 内部で使う統合型地理情報システム、それから区民向けの公開型地理情報システムは、共に１月から

の運用を予定しているところでございます。 

○つる委員  新型コロナウイルス感染症の関係で利用開始が３か月遅れの来年の１月からというご答

弁をいただきました。この間、一般質問、また予算特別委員会でも質疑をさせていただいておりますが、

これは全職員の方の利用と、区民向けサービスということの両方、大きくはその２つで活用していくと

いうところと、区民の方が活用いただく際には、アプリ等での活用、スマートフォンを活用して利用で

きるようにするというようなご答弁もいただいております。 

 午前中、まもるっちの関係の質疑もありましたけれども、現状、これは教育委員会のことになってし

まうから款が違うのですが、そうした位置情報について活用できる在り方ですとか、また、保護者への

提供の考え方、これは品川区で言えば、保・幼・小・中になると思いますけれども、そうした子どもの

保護者への提供の在り方とか、またこれは子どもの交通安全が中心になっておりますが、基本はその地

図については、それ以外の防犯ですとか防災等にも当然活用できるわけでありますけれども、そうした

保護者への提供の方向性について教えてください。 

○山本情報推進課長  区民向けの対応というところでございますが、どういった地図データ、レイ

ヤーを作成して、それを公開していくかというところは、各所管が判断していくことになるかと思いま

すが、業務上、支障が出ない範囲で公開は進めていければというふうに考えてございます。 

○つる委員  各課でそうした全てのシステムを活用されるというふうに理解しました。区内でのとい

うか、各課での業務で必要な活用の在り方と、先ほど申し上げたような区民に活用いただくというとこ

ろでは、それぞれの課から発信していただくのか、情報推進課から一括して何らかの形で区として発信、

ホームページ等でも公表していくというご答弁を既にいただいているわけでありますけれども、その展

開については、各課で、特に生活安全担当ですとか教育委員会等で子どもたちの安全安心については展

開されていくものかというふうに理解しました。 

 あと、この地図の活用については、ある程度集約された情報を提供する、活用するという部分と、あ

と一方で、リアルタイムで活用できるような仕組み。要は、先ほど、何か防犯的なことがあれば、まも

るっちを経由した情報提供をという提案もありましたけれども、子どもたちへの活用というところでは、

リアルタイム情報については、ＬＧＷＡＮを活用したクラウド型の地図アプリというのは、そういう活

用はできるのかどうか教えてください。 

○山本情報推進課長  地図アプリのリアルタイムの運用というところでございますが、基本的には事

前にこちらが指定して公開したデータを活用いただくということになりますので、リアルデータという

ところは、ちょっと運用が難しいのかなというふうに考えているところでございます。 

○つる委員  ヒヤリハット地図については教育費のところになってくると思いますけれども、毎年学

校から保護者宛てに配られるペーパーは、輪転機とかで印刷をしていただいたものであるので、危険な

箇所なのか汚れなのか分からないような状態で提供されているというケースもあるのです。学校には大

きいものが掲示されていたり、またインターネットを見てくださいということはあるのですけれども、

なかなかそれだけでは、ふだん生活しているので、あそこが危険だ、ここが危険だということは保護者

も理解をしているところなのですが、今回こうした仕組みを作っていただくので、これは具体的には教

育費のところでやりたいのですが、そういう活用のしやすいような、今回、３か月遅れですけれど

も、１月に展開するときには、何かしら名前がついて、愛称がつくこともあると思うのですが、いずれ

にしても、この仕組みが区民の方も活用しやすいような情報提供を正にしっかりとやっていただきたい



－33－ 

と思います。もちろん防災等にも活用いただくという形になると思いますので、その辺の体制をしっか

りと進めていただきたいと思います。 

 次に、庁舎管理費に関連して、これも今回の一般質問で伺ったものですが、新型コロナウイルス感染

症対策という視点でのナッジの活用というところで、これは有効性が認められるので、活用の方法につ

いても、まず区施設での活用を検討していただくということと、効果的な取り組みや方法は、広報紙や

区ホームページ等でも周知いただくというご答弁をいただいていますが、ナッジというのは行動経済学

に基づく表現の仕方であるわけでありますけれども、ついつい人間の行動として、手指消毒を何となく

普通にしてしまうとか、そういう仕掛け作りのような部分だと思いますし、また一方で、この委員会室

にもドアがあって、そこに取っ手がある。取っ手があるから、人間はそれを自然に手に持って引いてド

アを開ける。これはアフォーダンス理論という部分でありますけれども、ついついそういうふうにして

しまう、そうした正に仕掛け作りをやっていくことになるのかと思いますし、また、一般質問では、区

民に対してそうしたステッカー等も配布したらいいのではないかというふうに提案しましたので、併せ

て現在の検討状況とか検討案を教えてください。 

○東野経理課長  現在、庁舎の入口に設置しております消毒液につきましては、２日に１本なくなる

ような状況でございます。それから考えますと、かなり多くの来庁者の方に浸透しているのではないか

と思われます。委員からご提案いただきましたナッジの考え方を取り入れました対応につきましては、

さらなる来庁者の手指消毒率の効果を上げるため、早速対応させていただいたところでございます。 

○つる委員  手指消毒だけではなく、感染症対策をしっかりとっていただくというところでの様々な

工夫をぜひやっていただきたい。ローマでしたか、真実の口、そこに手を入れると手指消毒液が出てく

るという、そういう子どもでもついやってみたくなるような、そうしたことでそういう感染対策をやっ

ているところもあるわけです。そういう工夫をぜひ今後もやっていただいて、それが正に自然な、先ほ

ど、アフォーダンス理論と申し上げましたけれども、ついやってしまう、それが当たり前なのだという

ところまでしっかりと引き上げていくということも大事ではないかと。ぜひ積極的な展開、また、ス

テッカー等の区民への配布についても考えていただきたいと思います。 

 最後、時間がないので、斎場運営費に関連して、これはいろいろな考え方がありますけれども、行政

がどこまで関わるのかというところでは、なかなか２３区にはなくて、多摩地域に市営のいわゆる墓地

があります。今いろいろな共同墓地ですとか、いろいろな遺骨に対する考え方があるわけでありますが、

例えば、交流協定を結んでいる自治体、そうしたところに公営の墓地を展開して、日常の交流、お盆の

季節にしっかりとそうした交流も図れるような、そういう考え方を今後また機会を見つけて提案してい

きたいと思いますので、そのときに質疑したいと思います。 

○あくつ委員長  次に、くにば委員。 

○くにば委員  １６９ページより、ケーブルテレビとコミュニティＦＭ、あと、外国語版ラジオ広報

番組、１７１ページより、デジタルサイネージについて伺います。 

 現在、区の主な広報手段・媒体としては、旧来のアナログ手法としての広報しながわ、ふれあい掲示

板に加え、ケーブルテレビ、コミュニティＦＭ、そしてデジタルメディアとしてホームページ、メール、

ツイッター、フェイスブック、インスタグラム、ＹｏｕＴｕｂｅ、多数のスマホアプリ、直近ではＬＩ

ＮＥなど、区民に情報を届けるために現代の時流に即したあらゆるメディアを活用しており、私も、し

なメール、区のツイッター、フェイスブック、ＬＩＮＥなどのプッシュ型メディアを中心に一通りフォ

ローして、常に区が発信している最新情報を得るようにしています。これらの中で質疑をしたい項目は
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多数あるのですが、今回はケーブルテレビとコミュニティＦＭに絞って触れていきます。 

 メディアを活用した広報については、漫然と配信するのではなく、データや反響を踏まえた効果測定

や戦略は非常に重要だと考えます。そこでまず、ケーブルテレビ品川について、区民チャンネル視聴可

能世帯は約１８万５,０００世帯、全世帯数に対し８２.３％がカバーエリアとなっています。まず、区

提供番組の制作費と予算は年間約９,８００万円に上るのですが、メインの品川区広報番組「しながわ

ホットほっと」について伺います。 

 こちら、当該番組の視聴率、推計視聴世帯数、または視聴人数等を教えてください。また、令和元年

度の区としての総括評価、課題や今後の方針をお知らせください。 

○大澤広報広聴課長  「しながわホットほっと」の視聴率については、申し訳ありませんが、今、

データを持っておりません。 

 広報番組の評価につきましては、「わ！しながわニュース」、また区からのお知らせ等、毎週配信し

ているところですが、やはり視聴世帯が多いということで、ケーブルテレビから情報を得る方は多いと

いうことで、一定の広報効果があるというふうに認識してございます。 

○くにば委員  データはないけれども、視聴している方は多いと、ちょっとその多いというのがどれ

ぐらいか分からないのですけれども、私の中では多いというのがちょっと意外でした。こちらのケーブ

ルテレビに関して、先ほど申し上げた非常に多い予算を使っているので、これはもっとこちらを活用す

る必要があるかと思います。 

 様々な広報媒体がある中で、今回、ケーブルテレビについて触れた理由ですが、実はこれ、区の広報

手段としてもっとポテンシャルがあるのではないかと考えたからです。広報しながわは、主に新聞折り

込みなので、手にとる方は限られています。ふれあい掲示板は、立ち止まって掲示板をじっくり見てい

る方はまれだと思います。様々なデジタルメディアについては、年齢層やリテラシーで限られてしまう、

しかし、ケーブルテレビについて改めて考えてみると、区民のテレビ所有率と８２.３％のカバーエリ

アを計算すると、情報を受け取ることができる方に関しては実は最も多いのではないかと考えます。し

かし、例えば区のホームページには、トップページにケーブルテレビの情報が一切なく、存在が分かり

づらい。ツイッターやフェイスブックで番組について触れることは現在まれ、年間１億円近い予算を割

いているのですから、品川区の施策としてケーブルテレビの広報番組へもっと誘導したほうがいいので

はないでしょうか。お考えをお聞かせください。 

○大澤広報広聴課長  ホームページでは、ケーブルテレビで放映した番組につきましては、「しなが

わネットＴＶ」ということでＹｏｕＴｕｂｅで配信をしておりますので、そちらのほうを見ていただけ

ると、例えばケーブルテレビが視聴できない家庭ですとか、見逃した番組についても視聴できるように

設定をしてございます。 

○くにば委員  今、私が申し上げたこととずれてしまっているのですけれども、そもそもがホーム

ページを見られる方であるとか、ＹｏｕＴｕｂｅを見られる方というのは限られてしまうということで、

なのでケーブルテレビというテレビ自体を見られる方をもっと増やさなければいけないのではないかと。

あと、ついでに言うと、ＹｏｕＴｕｂｅは情報が分散というか散漫しているので分かりづらいのです。

更新されている情報が、１日に多数アップされているのですけれども、私は、直近でもいろいろなジャ

ンルの動画がアップされているのを見たのですが、あれは正直、非常に分かりづらいです。何がアップ

されているのか分からない。という中で、やっぱりテレビに誘導するというのが、先ほど申し上げたカ

バー率等を考えたら非常に重要ではないかというふうに思うのですけれども、そのテレビの誘導につい
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て、もう一度ご答弁ください。 

○大澤広報広聴課長  ホームページからテレビへの誘導ということでございますが、今年、ホーム

ページのトップページのリニューアル等を予定しておりますので、ただいまいただいたご意見も参考に

しながらリニューアルについて検討していきたいと思っております。 

○くにば委員  そのトップページのリニューアルということも含めて、先ほど申し上げたツイッター

とかフェイスブックでも、より広報番組について、このような番組をやりますということで、どんどん

広報していただければなと思います。ぜひともケーブルテレビを、まだまだ現在以上にポテンシャルが

あると思いますので、そこに関してはぜひよろしくお願いします。 

 続きまして、ＦＭしながわおよび外国版ラジオ広報番組です。ＦＭしながわは、想定サービスエリア

は品川区の６２.２％、約１４万世帯。こちらは、品川区広報番組「ほっとラジオしながわ」がメイン

なのですけれども、この聴取率、推定聴取世帯数や人数等を教えてください。また、令和元年度の総括

評価、課題や今後の方針をお知らせください。 

○大澤広報広聴課長  ＦＭしながわについては、現在、アンケートを行っておりまして、ただいま集

計中でございますので、そのアンケートからある程度は聴いている方は割り出せると思っておりますが、

今のところ、まだ集計できておりませんので、正確な数値は申し上げられません。 

 ＦＭしながわにつきましては、認知度がかなり上がってきているということで、電子アンケート等で

も、ＦＭしながわを知っているとか、聴いているという方は増えてはいるのですが、まだ１年ちょっと

ですので、少し傾向を見ながら、またいろいろ考えていかなければいけないというふうには思っており

ます。この１０月から番組をリニューアルしまして、区の情報をより的確に周知できますように、生放

送の日にちも増やして対応しているところでございます。 

○くにば委員  今おっしゃった形で、ＦＭしながわの聴取人数がどんどん増えているということで、

こちらも今以上に、昨年度まで以上にどんどん活用をぜひともしていっていただきたいと思います。 

 もう１点、外国版ラジオ広報番組として、今、ＩｎｔｅｒＦＭの「Shinagawa Info.（しながわイン

フォ）」が５か国語で放送されています。こちらの番組内容を、ＩｎｔｅｒＦＭとの契約によると思う

のですけれども、ＦＭしながわのほうにこちらの番組を流用すると、区の広報がよりここの１点に集約

できると考えます。ご見解をお聞かせください。 

○大澤広報広聴課長  ＩｎｔｅｒＦＭにつきましては、今、ホームページで見られるようになってお

りまして、そちらへのアクセス数も年々増加しているところでございます。こちらの活用につきまして

も、今後、検討課題とさせていただきたいと思います。 

○くにば委員  今おっしゃったのも、ホームページでは見られるということで、たしか、

約８,０００ぐらいのアクセス数だかなんだというのを議事録で見た覚えがあるのですけれども、その

形ではなく、ぜひ番組内でコンテンツを流用するということで、ＦＭしながわのほうで直接聞けるよう

な仕組みにしていただければ、よりホームページが見られない方に対してアプローチできるのかという

ふうに思います。 

 最後に、デジタルサイネージについてです。こちらは昨年度までは区有施設のみに２９か所設置され

ていたと思うのですけれども、今回、主な新規の設置箇所についてお聞かせください。 

○大澤広報広聴課長  令和元年度の新規設置は、戸越体育館、品川保健センター、荏原保健センター

ということで、３台、令和元年度中に新規で設置をしております。 

○くにば委員  今回ご提案したいのが、区有施設のみではなくて、五反田駅、大井町駅、目黒駅とか、
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乗降客数が多い区内主要駅に設置すると情報到達対象が一気に増えて効果的だと考えますけれども、駅

構内の独自の設置についてお考えをお聞かせください。 

○大澤広報広聴課長  大崎駅の「大崎ウェルカム・ビジョン」につきましては、区から映像の提供な

どを行って区の情報も放映していただいているところです。区有施設以外の設置につきましては、まだ

区有施設に入れて効果検証している最中でございますので、それを踏まえてまた今後の検討をしていき

たいと思っております。 

○くにば委員  既に大崎駅のほうで一部導入ということで、効果検証をぜひともデジタルサイネージ

についても、将来的に非常に有用なメディアだというふうに一般的に捉えられておりますので、そちら

を活用してください。 

 様々ある先ほど申し上げた区の広報媒体について、ぜひともきちんと予算効率とか、あとは広報効果

を高めるために、戦略的に実際に広報的な効果をきちんと把握しながら、ぜひとも今後も活用の場を広

げていっていただきたいと思います。 

○あくつ委員長  次に、おくの委員。 

○おくの委員  私からは、２０７ページ、個人番号カード経費に関連してマイナンバーカードについ

てお伺いいたします。 

 ５月には特別定額給付金の給付に絡んでマイナンバーカードの申請が増えましたけれども、この９月

からのマイナポイントの開始、またそれに先立つ７月からの申込の受付によって、マイナンバーカード

の申請が増えていると聞いております。ただ、マイナポイントを得るためには、マイナンバーカードを

取得するだけでは足りず、自分でパソコンやスマホを使って、しかもパソコンを使う場合にはカード

リーダーなども新たに買ってきて、いろいろ手続を自分自身で行って、特にマイキーＩＤを取得しなけ

ればならないということだそうです。国の側では、このマイキーＩＤまで取得してマイナポイントを申

し込む方が４,０００万人いるだろうということで、２,０００億円の予算を見込んで立てていますけれ

ども、今のところ、実際にマイナポイントを申し込まれているのが、その１割、２割にもまだ届いてい

ないというような状況だと私は報道で伺っております。 

 そこで、念のためにお伺いしておきます。このマイナポイントの制度は、スマホなどを使って自分で

申請できる人にとってはメリットがありますけれども、使いこなせない方や高齢者にとっては、結局は

メリットを得られない非常に問題のある制度だと思います。しかも、マイナンバーカード、２０１６年

の初頭から交付は始まっておりまして、足かけ５年交付されておりますけれども、カード取得者もそれ

ほど増えておりません。結局は、国民の多くの方が持つことにいまだに抵抗を感じておられる結果だと

思います。そういうことに今回も２,０００億円もの税金を組んでやるというのは、明らかに非常な無

駄遣いだというふうに思います。新型コロナウイルス感染症の下で困っている医療関係者あるいは自営

業者の方に使うことこそ優先されるべきだと私は思います。そういう立場から、私、このマイナンバー

カード、マイナポイントについて質問いたしたいと思います。 

 まず、マイナンバーカードの全国と品川区での普及率、普及枚数が今どうなっているのか、お分かり

になればお答えください。 

 それからもう１つ、このマイナポイントを取得するためには、先ほど述べましたように、マイキーＩ

Ｄまで取得して申請しなければいけないわけですけれども、そこまで至ったマイナポイントを申請でき

た人、そういう方が全国で今現在、最新でどのぐらいいらっしゃるのか。また、品川区でどのぐらいい

らっしゃるのか、お分かりになればお教えください。 
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○木村戸籍住民課長  カードの発行枚数でございます。現在、８月末現在でございますけれども、累

計で８万３,５１１枚ということで、区民の方の２０.４７％がお持ちだという形です。全国の状況につ

きましては、２０.１％とほぼ一緒の普及率になっているところでございます。 

○山本情報推進課長  マイナポイント事業のお尋ねでございます。マイキーＩＤ設定者の数ですけれ

ども、国、それから品川区の数はこちらのほうで把握はしてございません。 

○おくの委員  先ほど述べましたように、私が報道で知り得た限りでは、マイキーＩＤまで取得して

マイナポイントを申請できたという方は、７月ないし８月の段階で３７７万人という数字なのだそうで

す。これは報道で知り得た数です。あるいは、９月の段階の報道では、６４０万人という報道も見た覚

えがあります。報道の６４０万人という数では２割にも届いておりません。２割というのは、政府の見

込みの数４,０００万人と比べての数なのですけれども、ですから、２,０００億円という予算に比べて

全然少ないわけです。今回マイナンバーカードを申し込まれた方は、もちろんマイナポイントを目的に

申し込まれていると思うのですけれども、結果としては、そのマイナポイントを申し込むまでには至っ

ていないという事態になっていると推測できるわけですが、このような事態に対して、品川区では、ど

のようにお考えでしょうか。そこら辺のことをお考えをお聞かせください。 

○山本情報推進課長  先ほど、委員からご案内ありましたとおり、マイナポイントの申込には、ス

マートフォンであったりパソコンとＩＣカードリーダーが必要になっているところもございます。お持

ちでない方を対象に、区では地域センターと第二庁舎３階のマイナンバーカードの交付特設会場でマイ

ナポイントの予約申込の支援をまた別途行っているところでございます。そちらにつきましては、件数

等が７月で３３２名、それから８月で３１１名の方が来庁いただいて、こちらの職員でそういったフォ

ローを差し上げているというところでございます。 

○おくの委員  マイナンバーカード自体の普及率は、先ほど、２０.４７％ということでしたけれど

も、結局、５年間やって２０.４７％ということなのです。今回、かなり品川区でも増えたと思うので

す。たしか以前に区民委員会で伺ったと思うのですけれども、品川区でも一六、七％だったと思うので

す。それが今回のこのマイナポイントの事業で増えたのだと思うのですけれども、それでも数％、三、

四％増えただけなのです。このような増え方しかしていないというのは、いかに国民の皆さんがマイナ

ンバーカードを持つことにまだまだ抵抗を覚えているかということの証左だとも思うのです。その点に

関して、品川区としてどのようにお考えになっているか、お考えをお聞かせください。 

○山本情報推進課長  マイナンバー制度につきましては、これまで５年ほどたちまして、それぞれイ

ンフラ等を準備してきたところでございます。この９月からマイナポイント事業が始まりました。また

来年３月から保険証での利用等も予定されているところです。また、それ以外にも様々カードの利活用

というところを、今、国のほうで計画をしているところでございますので、区といたしましては、引き

続き、マイナンバー制度の安全性や利便性を周知しながらカードの普及に努めていきたいと考えてござ

います。 

○あくつ委員長  次に、小芝委員。 

○小芝委員  私からは、１８５ページの補助２６号線開通記念事業について、また同じページの町

会・自治会館建設等補助について、１８９ページの国際交流について、最後に１７５ページ、外国人学

校児童生徒等保護者補助金についてお伺いいたします。 

 まず、１８５ページの補助２６号線開通記念事業についてでございます。３,５２４万円余を投じた

補助２６号線開通記念事業が、昨年１１月３日に実施されました。主に荏原地域の神輿が渡御されまし



－38－ 

て、大変に盛り上がったと聞いております。品川区におきます東西の行き来の利便性向上、そして交通

の安全を祝して神輿が渡御されたことは大変に喜ばしいことと考えます。しかし、それが開通後である

ならば、なおのこと喜ばしいことであったと思います。記念事業をしました補助２６号線の今後の開通

に向けた動き、スケジュールが、分かりましたら教えてもらえますでしょうか。 

○川島地域活動課長  私ども地域活動課で把握しているところでございますが、車道部分の開通は令

和３年３月頃の見込みでしたが、さらに延びる見込みというふうに聞いてございます。 

○小芝委員  その上で、昨年の事業についてお聞きいたします。 

 今回、区から委託を受けて品川文化振興事業団がこの事業の事務局となっていたと聞きました。この

事業に対する区の支出が３,５００万円余、その内訳でおよそ２,５００万円余が神輿連合渡御に充当さ

れたと聞いております。２,５００万円余という額が神輿の渡御に支出されたというのは大変大きい額

であると思います。１１基の神輿が渡御されたわけですけれども、この額はやはり率直に大きい額とい

う印象を受けました。今回、２６号線の開通がまだ先という中で、この２,５００万円余の額を投じた

ことへの評価をお聞かせください。 

○川島地域活動課長  今の補助金の２,５００万円ですけれども、こちらは大変大きな規模のイベン

トであるということ、それから準備にも大変時間がかかったということで、延べ参加者です

と４,０００名、それから観客も５万人いたということで、非常に周到な準備のもとに、イベントの当

日も大変な人手等もかかって行ったということになってございますので、妥当な支出であったというふ

うに考えてございます。 

○小芝委員  それを踏まえまして、補助２６号線の開通がされたとき、品川区として、行事といいま

すか、セレモニーをなされるという考えは今のところあるのでしょうか。何もしないわけにはいかない

と思う一方で、既に記念事業は済んでおりますので、どのようにお考えか教えてください。 

○川島地域活動課長  今回のイベントにつきましては、補助２６号線の開通前ということではござい

ますが、機運醸成、お祝いという意味では、１回区切りをつけたものであるというふうに認識しており

ます。開通後につきましても、また地域の盛り上がりですとか、いろいろな状況がございますので、ど

うするかはその際に決めていくことになるのではないかというふうに考えております。 

○小芝委員  続きまして、１８９ページの国際交流についてお伺いいたします。 

 世界規模で感染が拡大しました新型コロナウイルス感染症の猛威によって、品川区の海外との国際友

好も、これまでのような対面式の交流が難しくなってしまったと思われます。ようやくビジネスでの日

本入国が可能になってきましたが、交流には数か月、半年ぐらいの時間を要すると考えております。昨

年度の決算でございますので、事業としての影響は少なかったのかもしれませんが、新型コロナウイル

ス感染症は１月中旬に中国湖北省武漢を封鎖しましたが、その後、全世界で急速に拡大していきまし

た。３月までの間で、この品川区におけます国際交流にどのような影響がありましたでしょうか。 

○宮澤協働・国際担当課長  国際交流における新型コロナウイルス感染症の影響でございます。姉妹

都市・友好都市との交流事業は夏に行っていますので、昨年度は交流ができたところでございます。

ジュネーヴ市、オークランド市への青少年の派遣ができているところでございます。 

 ただ、今年度につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響を受けまして、オークランド市から

の語学研修派遣および青少年のホームステイの受入が中止になったところでございます。 

○小芝委員  行動が限られた中でこそ、全く新しい試みが生まれ、そして距離が離れていてもリモー

トでリアルタイムの交流が可能でもございます。まだまだ対面式の海外交流が難しい中で、希望となる
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道筋であると考えますが、区のこれからの国際交流に向けた姿勢、見解をお示しいただければと思いま

す。 

○宮澤協働・国際担当課長  姉妹・友好都市との交流事業でございますけれども、人と人との草の根

交流ということで、各都市と交流をこれまで深めてきたところでございます。この考え方、実際、現地

に赴いてホームステイをする中で、異文化交流を深めてコミュニケーションをとることが重要だと考え

ておりますので、この考え方は引き続き同じでございます。 

○小芝委員  ピンチはチャンスという言葉がございます。対面での交流ができないからこそ、リモー

トで交流できる機会が増えてきたわけでございます。テレワークだけでなく、職場の人間関係を超えて

交流する機会が増えています。このピンチこそ新たな姉妹都市交流に向けた強い動機になるのではない

かと私は考えます。 

 先日、杉並区で開催されました台湾フェスを見学してきました。杉並区では、軟式野球のコーチが台

湾人であったことから、交流試合に発展し、それが姉妹都市交流の形に発展していきました。新たな姉

妹都市の交流に向けて、民間同士のつながり、絆が深まれば、姉妹都市交流が実現される可能性はある

のでしょうか。アジアではまだ姉妹都市交流がなされていないことから、その一歩を踏み込むための積

極的なご答弁をお願いいたします。 

○宮澤協働・国際担当課長  台湾ということで、アジアの国との友好というところかと思います。姉

妹・友好都市、これまで３都市との提携を結んでいるところですけれども、この間、歴史的な経緯とか、

文化的な側面というところで提携をしているところです。この間、国際交流の在り方として、教育や福

祉、また産業といった分野に特化した交流といった形もあろうかと思いますので、そういったところを

含めて検討していきたいと思っています。 

○小芝委員  続きまして、１８５ページ、町会・自治会館建設等補助についてお伺いいたします。 

 地域の町会・自治会の中には、老朽化に伴い改築を必要とする町会や、そもそも土地取得の困難さか

ら会館を有していないが、土地があれば会館を新築したいという町会もございます。もともとありまし

た町会や自治会の会館を改築するとなると、竣工から逆算しまして、２年から３年前から計画をし、そ

して、その計画とともに年間の行事をこなしていかなければならない実情がございます。この補助金の

歳出については、会計決算審査意見書の８６ページに、町会・自治会館建設等補助の執行率と、それに

対する意見が書かれていますので、一部抜粋して読ませていただきます。 

 「２９年度４１％、３０年度４１.６％、元年度１８.５％と、複数年にわたり当初予算に対する執行

率が低い事業が見受けられる。議決された予算について１００％執行する責任を行政が負うことは明ら

かであり、実績に基づく当初予算の算定、必要に応じた補正予算の措置等、今一度予算編成のあり方に

ついて再考されたい」という意見が付されていました。 

 この文書を見まして、私は強い懸念を覚えました。町会・自治会館建設等補助は、あくまでも町会・

自治会から申請があって初めて動き出すものでございます。そういう中で、年度の予測を立てることは

難しいと考えるのですが、例えば町会や自治会に会館建設に関するアンケート、またヒアリングを事前

に行ったりして、おおよその件数を把握した上で予算計上するのでしょうか。 

○川島地域活動課長  町会・自治会館の整備の支援につきましては、まず事前相談等、地域センター

の所長を通じて、もしくは地域支援係のほうに直接お話をあらかじめいただいているところが多いので、

そのような状況に基づきまして、今まで予算編成をしてきたところでございます。 

○小芝委員  町会からの申請といいますか、手を挙げるというのも変動的であったりもしますので、
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私としては、やはり地域社会の中枢といえます会館の建設補助については、十分に補助を出していただ

きたいと考えております。会計決算審査意見書には執行率の低い事業については再考されたいとの意見

が付されておりますが、この建設等補助についてもやはり同様に考えておられるのでしょうか。 

○川島地域活動課長  こちらの執行率の低さにつきましては、耐震改修と耐震診断の実績が低いとこ

ろが多分に影響しているところでございます。そうは申しましても、やはりこちらは実績見合いで予算

編成するということも必要だと思いますが、必要なときに町会の方が困らないような形でしっかりリ

サーチをしながら進めていきたいと思います。 

○小芝委員  最後に、１７５ページ、外国人学校児童生徒等保護者補助金についてお伺いいたします。 

 毎年、外国人学校に通います児童生徒等の保護者の負担を軽くするために、品川区から補助金が出さ

れています。補助金を出す対象の外国人学校を中国、韓国、北朝鮮に限定しているわけでございますが、

数ある外国人学校の中で、なぜ３か国に絞っているのか、目的と補助に至った経緯を教えてください。 

○立川総務課長  現在、朝鮮、韓国、中国、この３か国の外国人学校に在籍する児童生徒等の保護者

に対して補助金を出しているところでございますが、そもそも経緯でございますけれども、昭和５０年

代に朝鮮人学校等保護者補助金というものを創設いたしまして、その後、平成５年に中国と韓国の児童

生徒につきましても補助金を拡充したというところでございます。そもそもの経緯については、歴史的

な経緯があるということだけを伝え聞いているところでございます。 

○小芝委員  最初は朝鮮学校の方からの請願、私も過去の議事録を少し読ませていただきましたけれ

ども、請願が発端であったということが分かりました。当時はまだ北朝鮮による拉致事件が明るみに出

ていなかった時代でもあるという状況だったのだと思います。その後、２３区の多くで中華学校、韓国

学校にも拡大してきたとの情報は受けております。一方で、１９９７年に北朝鮮による拉致事件が国会

で取り上げられ、東京都は２０１０年に朝鮮学校への運営補助金を凍結した経緯がございます。朝鮮総

連から強い影響を受けているのが朝鮮学校と、都議会でも平成２２年に当時の警視総監が答弁をされて

おります。この補助金と東京都の平成２２年から今日に至るまで運営補助金を不交付としている判断と

の整合性をどのように捉えているかお答えを願います。 

○立川総務課長  区の補助目的についてお話ししたいと思います。こちらは保護者への補助金という

ことでございます。一方で、東京都は、いわゆる学校の運営等、そういった観点から補助していると聞

いております。そういった補助目的が異なるということで、保護者に対する補助金を継続しているとこ

ろでございます。 

○小芝委員  目的が違うという話もされました。しかし、東京都生活文化局では、外国人学校の対象

とする学校についての趣旨が、教育条件の維持・向上、そして外国人学校に在学する児童生徒等に係る

修学上の経済的負担の軽減を図ることを目的としているわけでございます。そういうところで、やはり

整合性をとるべきであるのかとは私は思います。とりわけいまだに拉致された日本人の同胞を帰さない

国に対する補助金の支出に強い疑念を覚えましたことから質問をさせていただきました。終わらせてい

ただきます。 

○あくつ委員長  次に、横山委員。 

○横山委員  私からは、１６９ページ、広報経費、１７３ページ、モバイルワーク検証経費、１７５

ページ、危機管理経費、１８５ページ、地域活動基盤整備補助、１９５ページ、文化活動支援事業につ

いてお伺いいたします。 

 １点目に、非常時における情報発信の在り方についてお伺いいたします。 
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 通常時のように、政策決定から実施までのタイムスケジュールを十分に確保することのできないケー

スにおいて、情報発信の体制を整備する必要がありますが、現在の整備状況について教えてください。 

 ２点目には、モバイルワーク検証経費についてお伺いいたします。 

 総務省は、２０２０年夏に地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドラインを

示すとしていますが、その概要と三層の対策の効果と課題、新たな時代の要請について、簡単にご説明

をお願いいたします。三層対策の見直しによって、品川区におけるモバイルワークの課題をどのように

解決していけるのか、今後の見通しとスケジュールをお聞かせください。 

 ３点目もいきます。品川区政の中で文化をどのように捉え、振興していくのか、区のご見解をお伺い

いたします。 

 板橋区のアーティストバンクいたばしでは、区内で実施する発表や公演などの活動だけではなく、区

内に住むアーティストの方々の活動を見える化しています。新型コロナウイルス感染症の影響により、

表現の場を失っているアーティストに対する支援施策として、アーティストバンクの登録者から企画案

動画を募り、採用された作品について、１作品につき１０万円を支払う「いたばしアーティスト応援

キャンペーン～あつまる、ひろがる、アートの輪～」は注目したい取り組みの１つです。表現の場を

失っている区内在住のアーティストに対する支援について、区のお考えをお聞かせください。 

○大澤広報広聴課長  非常時の広報でございます。非常時に区民の安心安全を確保し、被害を最小限

に抑えるためには、必要な情報を速やかに発信することが重要であると考えております。そのために複

数の情報発信媒体を用意してございます。 

 まず、ホームページでございますが、災害時のアクセス集中に耐えられるように、容量が小さいテキ

スト形式に切り替えて、トップページは緊急情報や避難所の案内、河川の状況などを表示いたします。 

 また、Ｙａｈｏｏ！ ＪＡＰＡＮとの協定によりまして、区のホームページのコピーをヤフーのサー

バ上に公開し、アクセスを分散させます。 

 ケーブルテレビ品川、ＦＭしながわ、ＩｎｔｅｒＦＭにおきましては、緊急放送に関する協定を結ん

でおりますので、区が発信する情報を割り込んで放送していただきます。 

 また、庁内に臨時スタジオを設置する準備もございます。 

 ＳＮＳ、しなメール、ツイッター、フェイスブック、ＬＩＮＥ、スマートニュース等も活用する予定

でございます。 

 デジタルサイネージにつきましては、４言語に対応しておりますので、緊急の情報を掲示いたします。 

 そのほか、携帯電話の緊急速報エリアメール、緊急情報発信ダイヤル、テレビプッシュ、防災行政無

線、広報車、防災タブレットなどの整備をしているところでございます。 

○山本情報推進課長  セキュリティポリシーに関するガイドラインについてですが、夏頃予定されて

いたのですが、まだ出されていない状況でございます。その概要ですが、これまで行政の仕事の多くを

インターネットとは分離されたＬＧＷＡＮというネットワーク内で行っていたものを、今度からイン

ターネットの領域内で仕事をしていくというような内容になってございます。 

 それから、三層の対策についてですが、マイナンバー利用事務のネットワークとインターネット、そ

れからＬＧＷＡＮネットワークをそれぞれ分離いたしまして、それぞれの領域間でデータのやり取りが

できないようにすることによって、ウイルス感染などの情報流出を防止するもので、これによりまして

セキュリティ対策が強化されたものと考えております。 

 一方で、インターネット経由でデータのやり取りができにくくなるということから、業務効率の観点
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からは、少し使いにくい仕組みだというふうに考えてございます。 

 また、新たな時代の要請についてですが、インターネットを経由したクラウドサービスの利用であっ

たり、庁舎外から庁舎内へのリモートアクセスなどが言われているところでございます。 

 最後に、モバイルワークの今後の見通しですが、現在は管理職を対象に試験運用を行っているところ

でございますが、今後、管理職以外の拡大も検討していきたいというふうに思ってございます。 

 また、スケジュールにつきましては、国のガイドラインが正式に出されてから具体的に検討していき

たいと考えてございます。 

○古巻文化観光課長  私からは、表現の場を失っている区内在住のアーティストに対する支援につい

てお答えをさせていただきたいと思います。 

 品川区政の中におきまして、文化は区民生活を支える１つの大きな柱であるというふうに考えている

ところでございます。そういった文化、表現をしていただく方々への支援におきましては、例えば区民

芸術祭において、毎年、品川アーティスト展といったようなものを開催させていただいておりますけれ

ども、今年は区民芸術祭は新型コロナウイルス感染症の影響を受けまして縮小した開催になりますけれ

ども、品川アーティスト展に関しましては、９月に実施をさせていただきまして、その中でオンライン

の配信の仕組みを取り入れたりとか、様々な試行的な形での発表の場を作らせていただいた形になって

おります。また、こういった形で区としましても発表の場をなくさないような支援を続けていきたいと

思います。これに関しましては、品川文化振興事業団との連携をさらに深めて、しっかりとこういった

文化活動を支援していきたいというふうに考えております。 

○横山委員  まず情報発信のところですけれども、私は、５月２２日にPublic Labの勉強会で、

「ニューヨークの新型コロナウイルス事情～行政の役割とアフターに向けて」をテーマに、ニューヨー

ク市都市計画局シニアプランナーの山崎清志さんのお話を伺いました。ニューヨーク州クオモ知事の毎

日の会見は、データを示しながら感染者数などの報告、今後の見通し、改善点、メディアの質疑という

順番で繰り返し実施をしており、例えば有識者会議で決まった内容の報告があり、その１週間後には、

それまでに知事が話してきたことの報告から簡単に発表内容の予測ができるので、ニューヨーク市民に

とっては何もサプライズもありません。経過措置を設けることができない場合など、非常時におけるイ

ンターネット時代の発表の仕方として参考になると考えていますが、いかがでしょうか。広報と危機管

理、それぞれの観点から区のお考えをお聞かせください。 

 また、先ほどの三層の対策のところですけれども、まだガイドラインが示されていないということで、

今後、管理職だけではなくて拡大していただくということで、ぜひ進めていただきたいというふうに

思っております。よろしくお願いいたします。 

 ４点目もいきたいと思います。先ほど、ほかの委員の質疑にもありましたけれども、地域活動基盤整

備補助についてお伺いいたします。 

 執行率の低さについて監査で指摘がされています。８１町会が会館をお持ちですが、どの町会にとっ

ても何百万円から何千万円のリフォーム費用を捻出するのは厳しい状況だと見受けられます。そのうち

耐震診断が必要な会館は１１会館ですが、なるべく早期に診断をしていただくように促していただく意

味でも、補助メニューを示し続けて使いたいタイミングでフレキシブルに使えるようにしておくことが

必要です。監査においては執行率を上げるという視点が大切です。別の角度から捉えてみますと、補正

の対応ではタイムラグがあって間に合わなかったり、建て替えや補強の予定に基づいて予算が立てづら

い性質の事業もあります。ほかの執行率の低い類似の性質の事業も同様ですが、補助メニューを取りそ



－43－ 

ろえておくことで改築を決断していただくトリガーになるなど、一定の効果はあると考えています。い

つでも使える補助メニューや補助金の枠があることによって、区が地域を支援する準備があるという姿

勢を示すことにもなると考えますが、いかがでしょうか。 

○大澤広報広聴課長  感染症に関する広報でございますが、現在、感染症の状況が変わるタイミング

に併せまして、区長からのメッセージという形で、ケーブルテレビ、ＦＭしながわ、ホームページ、デ

ジタルサイネージ等で感染状況や予防啓発について動画を流しております。区民からは、区長の声を直

接聞くと大変説得力があるというようなお声も届いておりますので、このような周知方法は継続してま

いりたいと考えているところです。 

○立川総務課長  危機管理の観点からのニューヨーク市の事例でございますが、情報収集に努めてま

いります。 

○川島地域活動課長  ご指摘の点は大変重要であると認識しております。と同時に、区として適切な

予算編成を行い執行率を高めていく努力も欠かせないものであるという認識でございます。より一層、

事業周知を工夫しまして、使いやすい制度に改善しつつ、執行率を高め、実績に見合った予算編成に努

めるとともに、区民サービスの向上に努めていきたいと考えております。 

○横山委員  緊急時の情報発信についてですけれども、様々な新しいいろいろな手法もあると思いま

すので、その時々の情報の内容によって手段を組み合わせながら、様々研究、情報収集していただけた

らというふうに思っております。 

 補助金のほうも執行率というのも大変大切だということを、私、認識しております。ただ、最終的な

目標というのは、その政策をどのように達成していくかということだと思いますので、その過程の中で

メニューがあるということは大変重要だと思います。その辺り、いろいろ周知ですとか工夫をしていた

だけたらと思っております。以上で終わります。 

○あくつ委員長  次に、塚本委員。 

○塚本委員  私からは、質問順に、２０７ページ、個人番号カード経費、１９５ページ、文化活動支

援事業あるいは文化コミュニティ施設経費、この辺全般について、それから、時間がありました

ら１８１ページの契約関係事務費、これは主にプロポーザルについてお伺いしたいと思います。 

 初めに、２０７ページ、個人番号カード経費でございますけれども、これまでほかの委員からもあり

ましたけれども、マイナポイント等の事業によって、区の窓口でマイナンバーカードの申請事務が非常

に混雑したということで、私も知り合いの区民の方から、ある日、休みを利用して申請に行ったのだけ

れども、非常に待たされてしまって、結果的には順番が回ってこないで、その日はできなかった、この

ような話がありました。 

 そういったことを受けて、区はこの第３回定例会の補正で予約制を導入しますということで、これに

よって基本的にお待たせすることなく申請手続ができるというふうに改善されると思いますので、大変

評価をしております。 

 その一方で、やはり国の政策、また、自治体でも今、これも国ですけれども、モデル事業としてマイ

ナポイントに準ずるようなものを、国がやるのではなくて自治体ベースでそういったものを自治体独自

のポイント支援みたいな事業をモデル事業で始めるというようなことがあって、幾つかの自治体がそう

いったものに手を挙げているというところです。品川区がこれをどうするかというのはまた別問題です

けれども、いずれにしても、マイナンバーカードの申請事務は、しばらくは混雑というか、大変に集中

するのだろうというふうに思います。 
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 そういった中で、まず、申請、特にカード発行までに非常に待たされているという状況だとお聞きし

ますけれども、時間短縮です、スムーズな迅速な発行、こういったことを求めたいというところなので

すけれども、区として今、どのような対応を考えていらっしゃるのかお聞かせください。 

○木村戸籍住民課長  マイナンバーカードに関するお問合せでございます。現在、時間の短縮に向け

まして、先ほどおっしゃっていただきました補正での対応、それから今月ですけれども、平日も夜間、

水曜日を除いてでございますけれども、夜の７時近くまで受け付けるというような形、それから、先月

の下旬でございましたけれども、土曜日を、通常は開けていないのですけれども、開けて受付をすると

いうような形をとったりとか、プラス、やはりご指摘のとおり、今でも混雑状況が続いておりますので、

交付会場そのものの拡大といいますか、それも今、検討に入っておるところでございまして、いろいろ

な手法を使いながら混雑の緩和に向けて努めてまいりたいと思います。 

○塚本委員  マイナンバーカードに併せて、行政のＩＣＴ化みたいなところも含めて質疑をさせてい

ただきたいのですが、このマイナンバーカード、行政のＩＣＴ化、デジタル化ということに関しては、

個人認証を行う、リモートで誰が申請しているのかということを、なりすましを防止するため、本人確

認する上で使えるツールというか、そういう意味では非常にデジタル化とか、いろいろなオンライン化

とかという中で、行政をオンライン化していく、区民サービスをそういったことで拡充していく上では、

非常に大事な位置付けにあるカードだというふうに思っております。 

 そういった中で、今年、国の１０万円の特別定額給付金が、当初、マイナンバーカードを持っている

方はまず最初に申請できますとなったのですけれども、実際には、これが大変に大きな負荷がかかって、

このマイナンバーカードでの申請がこのように非常に混乱というか、最終的には行政の方々の大変なご

苦労で滞りなく申請が進められたということは敬意を表しますけれども、マイナンバーカードによる申

請が大変にうまくいかなかったのは、どういうところにあったのかをお聞かせいただきたいと思います。 

○山本情報推進課長  国の特別定額給付金の関連でございます。マイナポータルという専用のサイト

から電子申請をして給付金の申請ができるというものでございましたが、実際に申請いただいた内容と、

区が持っている情報、それを突合していく手段がなかったので、どうしても人間が入るというところで、

かなり事務が煩雑になって時間もかかったというふうに認識してございます。 

○塚本委員  分かりました。要するに、マイナンバーカードというのは個人認証するという意味で、

区民の方にとっては大事なオンライン化の上で必要なツールではありますけれども、やはり行政の側が

しっかりそれに対応した形でデジタル化というか、情報システムとか、そういう行政のオンライン化を

しっかり対応していかないと、なかなかこれは進まないということがあるのだということだと思います。

マイナンバーカードを普及するその先に、行政のオンライン化みたいなものが進められていく中で、や

はり一番大事なのは、今はどうしても各所管にデータがあり、システムがある。それぞれの所管にカス

タマイズされて使いやすいようになっているというふうなところがメリットとしてあるのでしょうけれ

ども、１つは、それが縦割りをそのまま継承してしまっていて、いわゆる行政の手続の簡素化ですとか、

ワンストップ化だとか、申請主義からプッシュ型への変更とか、そういったことにはなかなかつながっ

ていかないというところがあるのだと思います。 

 この行政の縦割りの打破と言うと、どこかの言葉みたいなのですけれども、縦割りの弊害を解消して

いくということが非常にこれから問われてくるというか、大事なポイントになってくるのだと思うので

すけれども、この前、そういった１つの事例として、区民の方から、保育園への医療証の提出というこ

とに関わって、医療証を９月３０日ぐらいまでに出してほしいと言われたのだけれども、医療証の発行
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自体が９月３０日までになされなくて、そこで待たされたというか、要するに、２つの部署で、一方は

出てこない、一方は出してくれ、こういうことは同じ行政の中で統一して一発で手続が済むようにでき

ないのですかと、当然のご意見だったのですけれども、こういったことがやはり縦割りの解消というと

ころで解決できる問題として、今、品川区の事務の中のいろいろなところにあるのだろうと思います。 

 そこで、データを一元化するとか、あるいはシステムを統合する、これは庁舎内もそうですし、先ほ

どちょっと出ましたけれども、広域な自治体で自治体クラウドというような考え方もあるかと思います。

あるいは、システム同士は取りあえず統合しないまでも、連携をして何とかお互いに共有化していくと

いいますか、同じ手続で一発で済むような形を模索する。いろいろな形があると思いますが、縦割りの

解消を裏づけるシステムの在り方として、どういった形が考えられるというふうに思うのかお聞かせく

ださい。 

○山本情報推進課長  システム間の連携とデータの連携というところのお話かと思います。区では今、

行政手続のオンライン化、デジタル化を進めていきたいと思ってございます。ただ、オンラインの入口

部分のデジタル化だけではなくて、そのバックオフィス部分、申請を受け付けてから事務処理する部分、

そういった部分でデジタル化を図りながら業務の効率化を行っていきたいというふうに考えているとこ

ろでございます。その中でそういった部分、部署間の連携、データの連携というところは非常に重要に

なってくるかと思いますので、具体的に今、方向性というところはないのですけれども、今後、国のほ

うから各業務システムの標準化の仕様等が出される予定になってございますので、そういった部分を見

ながら区としてどう対応を進めていくかというところは考えていきたいと思ってございます。 

○塚本委員  これは一朝一夕にはなかなかできない問題であるし、やり方を間違えるともっと不便に

なったりしてもいけませんので、本当にしっかりと検討していただいて、全庁的に縦割りの解消につな

がる、区民サービスの向上につながるデジタル化を今後とも進めていっていただきたいというふうに要

望させていただきたいと思います。 

 次に、文化活動支援事業、文化コミュニティ施設経費です。これもこれまでに何人かの委員からも指

摘があったかと思いますが、新型コロナウイルス感染症の影響で、非常に区内のアーティストとかが困

窮されている、苦労されておりますと。今、文化活動支援事業、文化コミュニティ施設の現状、どのぐ

らいの活動状況なのか、正確なものがなければざっくりでもいいのですけれども、どのような状況に

なっているのかお聞かせください。 

○古巻文化観光課長  まず、活動の状況ということでございますけれども、新型コロナウイルス感染

症の影響がありまして、今年度の前半、９月までの状況ですと、舞台系の様々な事業については、ほぼ

中止が続いていたというような状況になっております。１０月以降というか、最近になってようやく少

しずつ、いろいろなやり方の工夫の中で事業といいましょうか、活動ができてきているのかというよう

な状況になっていると思います。まだまだ元に戻ったということではありませんけれども、模索をしな

がら活動が続いているような状況でございます。 

 また、文化施設等につきましても同様で、休館をしていた時期もございますけれども、休館以降、

徐々に活動は戻ってきておりますが、まだ２割、３割といったような状況で、大きなホールですとかは

そのような状況ですけれども、諸室につきましては、文化センターなどにおきましても、区民の方の活

動は大分戻ってきているような状況というふうに考えているところでございます。 

○塚本委員  大分戻ってきているというお話を聞いて少し安心と思いましたけれども、プロ野球とか

Ｊリーグなどでも観客を徐々に入場制限が緩和されている状況でございますけれども、やはりアーティ
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ストというと、コンサートとかは屋内でやることが多くて、やはりライブハウスでクラスターが当初発

生したので、ちょっと危ないのかなというイメージを私なども持っているところなのですが、この辺の

感染防止対策がしっかりとられていれば、一定程度、文化活動、アーティストの活動は再開できるのだ

と、こういう認識でよろしいのでしょうか。もしそうであったとすれば、そういったことをもう少し強

く区内にも周知していく、発信していく、それで活動をもう少し、安全対策が可能な範囲で十分に広げ

ていくということも対応として必要なのかと思うのですが、いかがでしょうか。 

○古巻文化観光課長  感染に対する安全性といいましょうか、その辺りについては、まだ十分に根拠

を持って示せるような状況ではないとは思いますけれども、ただ、感染症対策をしっかりしていれば、

一定程度の活動については、可能というふうに考えているところです。今のところ、まだこれからいろ

いろと模索をしていくというような中での活動になっていきますので、それぞれの施設ごとにガイドラ

インを定めまして、いろいろな利用のルールをお願いさせていただいております。まだちょっと心配な

部分が多いので、安全に安全にということで、ご案内もそういう形の方向性になりがちですけれども、

活動を行う中でのしっかりした感染症対策をしていただけるような周知をしっかり進めていきたいとい

うふうに考えます。 

○塚本委員  分かりました。ぜひ区内のアーティストの支援という部分をしっかり捉えていただいて、

進めていっていただきたいと思います。 

 時間があまりなくなってきたので、プロポーザルのことですけれども、中でも指定管理のところでお

伺いしたいと思っていたのですが、品川区には品川区指定管理者制度活用に係る基本方針というところ

で、公募が原則だけれども、特別な理由がある場合には特定の事業者を選定できるというふうになって

いるのですが、その特別な理由には、どういうものがあるのか、時間がないのですが、ご説明いただき

たいと思います。 

○佐藤企画調整課長  指定管理選定に係る特別な理由でございますが、指定管理者の実績等を評価い

たしまして、引き続き指定することが合理的である場合、また、高齢者福祉施設や保育施設のように、

区民サービスの継続性等を考えてその運営者に連続性が要求される場合は、特別な理由というふうに判

断するというところになっております。 

○あくつ委員長  次に、木村委員。 

○木村委員  私からは、１６９ページの一番下にありますシティプロモーション推進経費から質問を

したいと思いますが、本区には、「わ！しながわ」というキャッチコピーがありますけれども、単純な

質問なのですが、なぜ「わ！しながわ」になったのでしょうか。例えば、「あ！しながわ」、「え！し

ながわ」とか、またほかには「さあ！しながわ」、「やあ！しながわ」とか、いろいろなキャッチコ

ピーが考えられますけれども、「わ！しながわ」に決定した経緯を教えていただきたいと思います。 

○大澤広報広聴課長  「わ！しながわ」は、合い言葉になっていますけれども、これは「わ！しなが

わ」の後に続く言葉を区民の方が自由な発想で思い描けるようにということで、区民の投票を通してこ

のキャッチコピーに決まったものでございます。 

○木村委員  いろいろ「わ！」という言葉、品川の「わ」かと最初は思ったのですけれども、新しい

とか、懐かしいと、いろいろ「わ！」と驚くような、品川の素顔を多くの人に知っていただくために、

とっておきの品川区を発信していくとホームページなどに書かれていました。ほかの市区町村から見て、

「わ！」と声が上がるほど魅力のある住みたい、また住んでみたい、住み続けたいと思えるまちづくり

とは、どのようなまちを想定しているのでしょうか。お聞かせください。 
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○大澤広報広聴課長  区の魅力ということですけれども、どこに魅力を感じるかというのは、もちろ

ん人それぞれだと思いますけれども、区の特色としましては、交通の利便性、商店街、都心の顔と歴史

の両面を兼ね備えた文化ということで、区の特色があると思ってございます。 

 住み続けたいということで、やはり区民の方が区に愛着を持って、ここに住んでよかったと思える中

で助け合いの精神も生まれてくると思ってございますので、そういう観点でシティプロモーションを進

めてございます。 

○木村委員  それだけ親しみのあるまちなのであろうと思っておりますけれども、「とっておきの品

川」という「とっておき」という言葉です、この「とっておき」とは、例えば大事にしまっておくとか

という特別という意味だろうとも思いますけれども、ちょっと屁理屈的に聞こえるかもしれませんけれ

ども、この「とっておきの品川」の言葉にどのような思いが込められているのでしょうか。これもお聞

かせください。 

○大澤広報広聴課長  「とっておき」というのも品川の魅力と同じで、人によってこれがとっておき

というのはまた違うと思うのですけれども、やはり住んでいる方が、ここに魅力を感じるということを

区民の方から発信していただくということが大事だと思っておりますので、例えば今、フェイスブック

「しながわ！じまん」では、その人その人が思っているとっておきの場所などを投稿していただいて、

日に１０件程度の投稿があるのですけれども、そのような中で区民同士のコミュニケーションが図られ

ていますので、区民それぞれが持つとっておきの魅力を区民の方が発信するお手伝いをしていければい

いというふうに思っております。 

○木村委員  現在でも本当に品川区というところは住み続けていきたいという魅力のあるまちだとは

思いますけれども、大都会の品川区ではなくて、今以上に人情味あふれるまち、住んでいてよかったな

と思えるようなまちになるべきだと思いますが、近い将来の品川区の姿とは、どのような都市を想定し

ているのでしょうか。お聞かせください。 

○大澤広報広聴課長  シティプロモーションの観点から、どういうまちということでございますけれ

ども、やはり区民の方が品川区を愛し、魅力を感じ、それを皆さんに自慢できるようなまちということ

で進めていければと思っております。 

○木村委員  その思いを持って未来の品川区のためにぜひ頑張っていただきたいと思います。 

 次に、１７１ページの中ほどにありますけれども、広聴関連経費、区政モニター４５万円余からの質

問です。 

 区政モニターとは、モニター集会などに出席をしたり、区政に意見や要望を出していただき、各施設

の見学に参加していただくこととあります。全ての要望を形に変えることは無理ですけれども、１つで

も多くの声を形に変えるために、一人ひとりの発案や意見はどのように扱われているのでしょうか。そ

して、その声はどれぐらいの割合で形に変わっていくのでしょうか。分かる範囲でお答えください。 

○大澤広報広聴課長  区政モニターでございますが、モニター集会、モニターアンケート、モニター

レポート、モニター通信、施設見学会等を通して区の施策についてご意見をいただいております。 

 意見を活かした例といたしましては、例えば、「つなごう品川」について区民の方からご意見をいた

だいて、その意見を取り入れて、昨年度はより見やすい冊子にしております。 

 割合というのは、いろいろなご意見があり、取り入れられるもの、取り入れられないものございます

が、できる範囲で施策に反映するように各所管にも意見はお返ししたりしているところでございます。 

○木村委員  次に、２行下にありますけれども、しながわ未来トーク、６万７,０００円余からの質
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問ですけれども、ホームページには、しながわ未来トークとは、「区内在学の学生と区が品川のまちづ

くりについて意見交換を行い、魅力ある品川区や協働社会の実現を目指すことを目的に実施しています」

と紹介されていました。区政モニターと大きく違う点は、どのようなところでしょうか。もし分かれば

お聞かせください。 

○大澤広報広聴課長  しながわ未来トークですが、目的は、区長が直接若い世代の意見を聞くという

ところが区政モニターとは大きく違うところでございます。令和元年度は、区内の大学に行きまして、

学生が健康への地域貢献として何ができるかというテーマに、区長とカフェ形式でざっくばらんな意見

交換をしたところでございます。 

○木村委員  区政モニターは、区政に対して提案などをお寄せいただくことによって、区民との活発

なコミュニケーションを図り、よりよい品川区づくりに役立てることを目的にしています。一方、しな

がわ未来トークは、区内在学の学生と区が品川のまちづくりについて意見交換を行い、まだ見ぬ未来の

魅力ある品川区や協働社会の実現を目指すことを目的に実施することとあります。区政モニターは年齢

層の幅が広く、区全体の現状を話合い、しながわ未来トークは、またこれからの新しい品川をつくるグ

ループと考えてよろしいのでしょうか。 

○大澤広報広聴課長  しながわ未来トークと区政モニターの違いですけれども、委員おっしゃるよう

に、区政モニターはより幅広い年齢層、しながわ未来トークは若い世代を対象として意見を聞くという

位置付けでよろしいと思っております。 

○木村委員  そう考えますと、しながわ未来トークでは、我々にはない若い発想で斬新な意見やアイ

デアが飛び出すそうですが、形になった意見や、またアイデアがあれば、差し支えのない範囲でお知ら

せいただきたいと思います。 

○大澤広報広聴課長  昨年度出た意見でございますけれども、高齢者のひきこもり対策について、区

の外出習慣化事業について学生から様々なご意見をいただいたところです。また、斬新な意見としては、

養護教諭との連携というような側面からのご意見もいただきました。学生からは、区長と話をしたこと

で、学習へのモチベーションが上がり、就職後に地域貢献としてできることを自分たちで考えていきた

いというような意見も出たところでございます。 

○木村委員  この区政モニターやしながわ未来トークで出た皆さんの声によって、今日よりも明日、

明日よりも明後日と魅力のある品川区がつくられることを願いまして、次の質問へと移ります。 

 １７５ページの上から５行目、非核平和都市品川宣言の４行下、非核平和都市品川宣言３５周年記念

事業２１４万９,０００円余から、１点だけの質問です。 

 平和使節派遣は、以前の青少年広島への旅を引き継ぎ、平成１５年から行われています。この使節団

に参加された子どもたちは、原爆ドームや資料館を目にし、耳にしたことで、少年少女の心にはどのよ

うに映り、未来の自分に、またその次の世代に伝える役目として、どのように成長していくとお考えで

しょうか。 

○立川総務課長  広島への中学生の派遣でございますが、こちらは毎年、各中学から１人ずつ出して

いただきまして、また、広島に行った成果を各学校に持ち寄っていただきまして、行かなかった生徒に

関しましても、平和教育といった側面から多大な成果を上げている事業だというふうに認識していると

ころでございます。 

○木村委員  無残な姿の広島を見ることで、二度と戦争を起こしてはいけないとか、核兵器を使用す

る戦争を起こしてはいけない、世界の平和を願って子どもたちは成長してほしいと思います。 
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 次に、１８７ページの下にあります区民保養所経費からの質問です。 

 区民保養所は、各関係機関からの発表、指導等に基づき、お客様に安心して滞在していただけるよう

対策を講じて、６月１日より営業を再開しており、ネット上にこのことが紹介されていました。新型コ

ロナウイルス感染症の影響により、旅館、ホテルなどの宿泊施設は大きな打撃を受けています。本区で

も保養所の再開後４か月が過ぎましたけれども、コロナ感染拡大防止のため、入場制限をし、区民保養

所も利用率が低下しているかと思います。現在の利用状況はどのようになっているのでしょうか。お聞

かせください。 

○川島地域活動課長  区民保養所の再開に際しましては、宿泊業団体による対応のガイドラインがあ

るそうですが、そちらに準じて定員の半分程度を上限としてお客様を受け入れている状況でございます。

当然のごとく、マスク着用ですとか、アルコールによる手指消毒の徹底、それから浴場の入場人数を制

限したり、カラオケルームやキッズルームなど密になるような部屋を閉鎖しているというところでござ

います。 

 現在の人の入りというか、状況ですけれども、品川荘のほう、令和２年４月から８月までを前年度と

比べますと、約３分の１以下に人の入りが落ち込んでいて、利用率で言いますと、令和元年度全体です

と５５.７％の部屋の利用率だったのですが、４月から８月末までは１８.６％。それから光林荘につき

ましても、同様に４月から８月までの校外授業を除いた利用者数が、前年度の８月までの約４分の１以

下に落ち込んでいる状況です。利用率にしますと６.３％ということで、令和元年度全体の利用率を大

きく下回っているというところでございます。 

○木村委員  もちろん新型コロナウイルス感染症が収束し、落ち着いてからの話ですけれども、元の

活気ある保養所に、すぐに戻ることは難しいと思いますけれども、区のお考えでは、どれぐらいの時間

がかかり、どれぐらいの対策が必要とお考えでしょうか。最後にお願いします。 

○川島地域活動課長  新型コロナウイルス感染症の収束の見込みは、なかなか立ちづらいというとこ

ろですが、また冬に大きな波が来るのではないかと言われているような状況でございます。春までにあ

る程度収束の見込みが立ちまして、令和３年度中には元気な保養所が蘇ってくれればいいなというふう

に私どもは願っているところでございます。 

○あくつ委員長  次に、のだて委員。 

○のだて委員  私からは、１６５ページの公有地活用等検討経費に関わって、荏原第四中学校跡地に

ついて質問します。 

 まず、公有地活用等検討経費では、約１,４００万円かかっていますが、場所や、何か所行ったのか

など、どういう検討を行ってきたのか伺います。 

 荏原第四中学校跡地は、この間、暫定活用として私立学校２校の建て替えに、そして現在は公立保育

園の建て替えとともに、ほうさん保育園に令和５年（２０２３年）度まで利用する予定です。この間の

荏原第四中学校跡地活用について、何のために、何年間、暫定活用してきたのか伺います。 

○佐藤企画調整課長  ２点ご質問をいただきました。まず１点目、公有地活用等検討経費の令和元年

度の実施状況でございますが、まず、旧東品川清掃作業所の活用の検討を行っております。２点目とい

たしまして、林試の森公園付近の道路の予定地を測量、また第一日野小学校に関わる調整支援業務等を

行ってきたところでございます。 

 ２点目の旧荏原第四中学校跡のこれまでの利用の状況でございますが、まず平成２５年４月から平

成２６年９月まで、青稜中学校・高校の改築に当たり貸付をしております。その後、平成２７年４月か
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ら平成２９年１２月まで、朋優学院の改築に当たり貸付を行ってきたところでございます。その後、委

員からご紹介がありましたけれども、現在の状況になりますが、平成３０年に工事を行いまして、暫定

保育園や仮設保育園、地域利用等で暫定利用をしておりまして、令和５年度までの５年間、使う予定で

ございます。 

○中元スポーツ推進課長  荏原第四中学校跡地の活用の中で、体育館と校庭につきましては、私ども

の課のほうで、地域の方を中心に地域利用として区民の方に貸し出しており、様々活用していただいて

いるところでございます。 

○のだて委員  これまで約１０年間ぐらいにわたり、暫定的に活用されてきたということです。やは

りもう本格活用してほしいとの声が上がっています。区のスケジュールどおり、令和５年度までとする

と、その後の活用が予定されているということだと思いますが、どのように活用方法を検討していくの

か、また、広く住民が参加でき、意見を聞く場として、住民に開かれた検討会を行っていくべきだと考

えますが、いかがでしょうか。 

 先ほどのご答弁だと、昨年度は荏原第四中学校跡地については検討していないということかも、確認

も含めてご答弁いただきたいと思います。 

○佐藤企画調整課長  まず１点目の昨年度の公有地活用等検討の中では、旧荏原第四中学校に関しま

しては、経費を使った検討はしておりません。様々な跡地や用地がありますので、それは企画調整課内

部で職員が検討を進めているところでございます。 

 ２点目のご質問の本格活用につきましては、令和５年度末まで今の暫定保育園等で利用がありますの

で、あと３年半あるというところで、今後、様々な観点から跡地の活用のたたき台を考えていきたいと

いうふうに考えております。 

○のだて委員  あと３年半あるということですけれども、これはいつ頃示されてくるのでしょうか。

いろいろ検討をしっかり行っていこうと思うと、時間もかかってまいりますので、いつ住民に意見を聞

く場が設けられるのか、そういったスケジュール感を伺いたいと思います。 

○佐藤企画調整課長  跡地活用の具体的な案の提示時期というところでございますけれども、まだた

たき台を検討している段階でございますので、具体的な時期がいつになりますという答弁はできません

けれども、行財政改革特別委員会でも調査項目になっておりますので、様々適切な時期にきちんと議会

のほうにご報告したいと考えております。 

○のだて委員  日程上でいきますと、例えば以前に八潮自治会連合会では、八潮南小学校、八潮南中

学校の跡地活用のため八潮まちづくり検討会が設置され、月１回のペースで開催し、約８か月をかけて

提言書をまとめています。この意見が反映されて特養ホームなどが作られました。やはりより幅広い

方々から意見を聞けば、１年くらいはかかるということになりますので、そうすると、基本設計、実施

設計などで２年ぐらいかかるとすると、そろそろ検討を始めていないと間に合いませんので、住民に広

く意見を聞いていくという前提でスケジュールを組んでいくことを求めますが、いかがでしょうか。 

○佐藤企画調整課長  これまでの答弁と重なる部分がありますけれども、あと３年と６か月あるとい

うところと、内部で一定のたたき台といいますか、方針といいますか、あと近隣のデータ等を整理した

ほうが議論も進むと思いますので、そういったものを今、整理をしているところでございます。今後、

適切な時期にまた様々ご報告をしていきたいと考えております。 

○のだて委員  やはり検討段階から住民参加を推進していくということが重要だと思っています。特

に荏原第四中学校跡地、学校という地域に親しまれてきた土地の跡地活用を考えていく場合、やはり地
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域の声を反映していくことが、その後できた施設がより利用され親しまれていくことになると考えます

が、いかがでしょうか。 

○佐藤企画調整課長  検討段階をいつからと判断するかにもよると思われますけれども、区として一

定のたたき台といいますか、先ほどの答弁と重なりますけれども、近隣の要望等、また近隣施設にどう

いった公共施設があるかとか、中長期的なニーズとか、様々ありますので、その辺は今、分析を進めて

いるところでございます。 

○のだて委員  やはりよく利用するということになると、地域住民の方が利用されることになると思

います。そして、その方が利用されなければ無駄になってしまうということになりますし、地域の理解

を得て進めていくということが必要だと思いますので、そのためにやはり住民参加を位置付けていくと

いうことが必要だと思いますけれども、いかがでしょうか。 

○佐藤企画調整課長  私どもも地域に受け入れていただける施設を当然作りたいといつも考えている

ところでございます。また、区政協等でも様々な意見ももう既にいただいておりますので、そういった

ものも総合的に見ながら、今、様々な情報等を分析してたたき台を作っているところでございます。 

○のだて委員  意見も聞いているということですが、さらに広く意見を聞いていただきたいと思うの

ですけれども、少し前に私が行った住民アンケートでは、開かれた検討会を設置すべきだと答えた方

が７５％いらっしゃいました。やはり住民として意見を聞いてほしいということだと思います。住民意

見を広く聞き反映していくことが求められていると考えますが、いかがでしょうか。 

 また、開かれた検討会がもしできないということであれば、なぜできないのか、その課題が何なのか

伺いたいと思います。 

○佐藤企画調整課長  区民を交えた検討、開かれた検討という話でございますが、そこに向かってい

く上でも、様々な情報を分析し、議論に耐えられるデータを活用した検討案を作りたいと思っていると

ころでございます。区といたしましては、そういった検討会をどうするかというのは、また今後、様々

検討していきたいと考えておりますので、まずはたたき台をつくっていきたいというふうに考えており

ます。 

○のだて委員  ぜひ開かれた検討会を行っていただいて、住民参加で施設検討を行っていっていただ

きたいと思いますけれども、この跡地活用の用途については、さきに紹介したアンケートでは、複数回

答可の中で、上位順に、特養ホーム２３％、保育所１９％、避難所１１％、公園１１％、障害者施

設１０％という回答になりました。近くの戸越公園駅周辺では再開発なども計画されておりますが、こ

ういった再開発、超高層ビルの促進ではなく、特養ホームや、災害時には避難所になる区民集会所、障

害者施設などの住民要望を反映した施設を求めますが、いかがでしょうか。 

 また、区として、用途など住民要望を広く聞くためにアンケートなども行っていただきたいと思いま

すが、いかがでしょうか。 

○佐藤企画調整課長  私どもといたしましては、中長期的なニーズであったり、地元に受け入れられ

る施設、地域の特性等を考えて、今後、適切なたたき台を作って、また様々ご報告をしていきたいと

思っております。 

○あくつ委員長  次に、あべ委員。 

○あべ委員  まず、時々聞いているのですけれども、これ、ページ数がどこになるのでしょうか、今、

品川区で女性管理職の割合を教えてください。 

 それから、１７１ページ、情報推進課の関係ですけれども、先ほどから議論になっております全庁の
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情報化を担っているとのことですけれども、その範囲は、出先も含めてということなのでしょうか。確

認をさせてください。 

 それから、１７９ページ、庁舎管理費には、電気代が入っていますけれども、午前中、ＳＤＧｓの議

論もありました。これに取り組んでいくということでしたけれども、品川区の庁舎で電気代は今、単価

がどのくらいで、再生エネルギーがどの程度含まれているかということを教えてください。 

 それから、２０５ページ、戸籍事務費に関連して、離婚届を出す際の未成年の子どもがいる割合は、

今、どのくらいになっているでしょうか。子どもの養育に関する取決めは、今、チェックが入れられる

ようになっていると思いますけれども、どの程度の割合でこのチェックが入っているかということも教

えてください。また、取決めをしていない場合には、どのような働きかけをしているかということも併

せて教えてください。 

 時間があれば、マイナンバーまでいきたいと思いますけれども、まずはそこのご答弁をいただければ

と思います。 

○黒田人事課長  区の女性管理職の割合でございますが、部長級、課長級合わせまして２１％という

ような状況でございます。 

○山本情報推進課長  デジタル化の範囲は、出先も含めて全庁ということになります。 

○東野経理課長  庁舎の電気使用ですけれども、本庁舎につきましては単価が２５.６８ｋＷｈです。

第二庁舎は日立造船株式会社から再生可能エネルギーを入れておりまして、こちらの単価が１９.１１

ｋＷｈという形になっております。 

○木村戸籍住民課長  未成年の子がいる割合というところですが、大変申し訳ございません、詳細は

つかんでおりません。 

○あべ委員  まず女性管理職の割合２１％、２０１６年のときに聞いたら２３％だったので、下がっ

ていると思います。こうやって今日皆さんのお顔を見ていても、以前より女性管理職が少なくなったな

というふうに感じております。ここ５年、１０年と、全国の自治体では、当然ながら女性管理職を増や

していこうということで、その割合も上がっており、今、一番全国で多いところは４６％にまでなって

いると。町で言えば１００％というのもあるのです。品川区の職員人事の中で、管理職への女性の登用

は、もう少し努力が足りないのではないか、これでいいと思ってしまっているのではないかと思います

が、今後の考え方も含めて伺いたいと思います。 

 それから、情報推進のほう、出先も含めてということで、ご答弁ありがとうございます。当然のこと

だとは思うのですけれども、ただ、新型コロナウイルス感染症などの状況も見ておりますと、例えば保

健所ですとか、あるいは学校ですとか、やはり区本体から離れたところはどうしてもシステム化が遅れ

がちではないかと感じております。それは単に技術の問題だけではなくて、意識の問題でも感じるとこ

ろがあります。ぜひそちらは力を入れていただきたいと思うのですけれども、所管としてお考えを教え

てください。 

 それから、庁舎管理費の電気代です。これ、契約の仕方によって単価はいろいろ変わっていると思う

のですけれども、今、ＳＤＧｓに取り組む中で、再生エネルギーを入れていっても単価はどんどん下

がっている状況にあります。こうしたことを品川区の庁舎管理の中にも積極的に取り入れていただきた

いと思うのですけれども、今後について教えてください。 

 それから、離婚届を出す際のお子さんのいる割合です。これ、以前伺ったときには数字が出てきて、

そのときには、数年前ですけれども６７％ぐらいということでした。では、お子さんがいる中で子ども
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の養育に関する取決めがどのくらいの割合でなされているかということは把握していらっしゃいますで

しょうか。それぞれご答弁をお願いします。 

○黒田人事課長  区における女性の活躍というところでございますけれども、係長級で言いますと、

女性職員の割合が４７.３％ということでございますので、そういった意味で、職種に応じて女性が多

い職種もありますので、全体で見るとこういった形になります。施策としましては、女性活躍セミナー

を人事課主催で年に１回、民間企業等で活躍されているような方のお話をお伺いするような機会も設け

ておりますし、制度的には男女の差があるわけではありませんが、どうしても受験期にライフイベント

とか子育てと重なるというようなところもありまして、そういった意味では、今後ともそういったセミ

ナー等も通して機運を醸成していきたいというふうに思ってございます。 

○山本情報推進課長  保健センター等出先施設のデジタル化でございますが、特に保健センターは相

談事業等のデジタル化のニーズは大きいと思っておりますので、外、中関係なく区全体でデジタル化は

推進していきたいと思ってございます。 

○東野経理課長  庁舎で使用する電気への再生エネルギーの活用ということですけれども、まず、今

年度より第二庁舎を再生エネルギー１００％として契約を行ってございます。本庁舎につきましては、

まだ再生エネルギーというような形での契約は行ってございませんが、今、契約を結んでおります東京

電力におきましても、再生エネルギーの子会社を作ったりとか、そういう形で広げているような状況も

ございますので、そういったことを鑑みながら、今後、考えていきたいと思います。 

○木村戸籍住民課長  養育に関する取決めの割合でございます。申し訳ございません、こちらに関し

ましても、現在、つかんでおりません。 

○あべ委員  女性の能力評価等々、あるいは人事に関しては、いろいろこれをやっていますというだ

けではなくて、やっぱり結果として出していかないと、結局は管理職に男性ばかりという状況の中では、

その次の世代へのメッセージになってしまいますので、人事の際にはそこもぜひ勘案していただければ

と思います。こうやって接していても能力的に劣るとは全く思いませんので、ぜひそこを勘案していた

だければと思います。 

 情報推進のほう、ぜひ全庁漏れのないようにお願いしたいと思いますし、やはり情報推進が企画部に

あるということの意味をしっかりと受け止めて、その中で進めていっていただければと思います。 

 庁舎の電気のほうは、ありがとうございます。進めていっていただいているということで、ただ、庁

舎管理だけではない電気の購入もたくさんいろいろな場面が区内にはあると思いますので、また環境課

ともお話をしていきたいと思います。 

 戸籍事務のほうです。ぜひこうしたことに関心を持っていただきたいのです。調べれば分かるはずで

すが、やはりそこにフォーカスをしないと、その数字は常に手元にあるというような状況にならないと

思います。けれども、これは私、以前も明石市の取り組みを参考に、未成年の子がいる場合の養育費や

面会交流などについても合意書を作るなどの提案をさせていただき、そのときの提案では、研究課題と

いうことではあったのですけれども、その後、やはり社会の状況、ニーズは高まっていると思います。

取決めをしていない場合、どのような働きかけをしていくべきなのかということも含めて、ぜひそうし

た数字が、あるいはそうした人たちに接することができる大切な部署ですから、ぜひ意識を持っていた

だきたいと思います。親や子どもの人生に直結する大きな問題というだけではなくて、貧困とか命の問

題にも関わってきますので、ぜひそこは改めてよろしくお願いいたします。 

 マイナンバーカードに関しては、委任状を持っていっても本人でないと手続ができないと言われて



－54－ 

帰ってきた方がいらっしゃるのですけれども、委任状についての考え方をここで明らかにしていただけ

ればと思います。 

○木村戸籍住民課長  基本的には、委任状をお持ちで、その委任状をお持ちの方のご本人確認ができ

るものがあればお渡しはしております。そういう考えでございます。 

○あべ委員  では、現場で徹底していただければと思います。 

 最後に暗証番号の設定をする端末も１台しかないというのも混雑の原因かと思うのですけれども、そ

こは改善の可能性はありますでしょうか。 

○木村戸籍住民課長  改善を検討してまいります。 

○あくつ委員長  次に、こんの委員。 

○こんの委員  私からは、１７５ページ、成人式経費、１７７ページ、災害対策職員待機寮管理

費、１８９ページ、生活安全推進事業、この３点をお伺いしたいと思います。順不同でお伺いいたしま

す。 

 まず、災害対策職員待機寮についてお伺いしたいと思います。 

 こちらは主に災害時の初動連絡等に従事することができる職員の方が入居する待機寮と理解をしてお

ります。待機寮には建設型と借上型があると、そのようにも理解しているのですが、決算書によります

と、建設型が８寮８２戸、そして借上型が３９戸となっておりました。そこでまず、入居状況をお尋ね

したいのですけれども、まず、建設型のほうです。この決算書に載っている数が全てなのか、所有して

いる戸数、それから現在の稼働率を教えていただきたいのと、それから、この建設型の維持管理費とし

て１,２６８万２,９５１円となっております。私の理解では、この待機寮には管理人はいないと理解し

ておりまして、この維持管理は具体的にどのようにされているのか、参考までに管理会社とか維持管理

の内訳などをお聞かせいただきたいと思います。 

 それから、借上型のほうですけれども、これは品川区災害対策職員待機寮借上事業実施要綱、この中

で住宅の定義として、区内および品川区近隣に位置する住宅となっておりました。品川区近隣とは、ど

の辺のエリアまでを差すのでしょうか。その範囲があるのであれば教えてください。 

 また、この実施要綱には、借上住宅戸数の制限については記載が見当たらなかったのですが、制限は

設けず要件にかなう職員の方はすべてこの借上の住宅に住むことができるのか、この借上の戸数の考え

方についてお聞かせください。 

○黒田人事課長  それでは、災害対策職員待機寮のご質問についてお答えします。 

 まず、建設型でございますが、管理戸数につきましては、教育委員会で管理しておりました教職員住

宅も今年度から人事課で一括して管理しておりまして、区有の戸数としましては１０５戸になります。

現在、９月１日現在で、入居戸数が８３戸ということで、入居率としましては７９％というような状況

でございます。 

 維持管理費のお尋ねでございますけれども、基本的には退去した後に、部屋の中をリフォームして次

の入居者の入居に備えるというような、内装を変えているところと、あと、施設整備課のほうで外壁等

の点検を行っていただいて、順次、年次で大規模改修をしているというところでございます。 

 また、令和元年度につきましては、ＬＥＤ照明工事等をしておりましたので、その分、維持管理費が

少し例年より高くなっているところでございます。 

 借上型住宅でございますが、戸数の考え方としましては、４０戸を目安に予算を編成しておりまし

て、１戸当たりの民間の家賃９万円程度の物件を目安に入居というところについて考えているところで
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ございます。 

 品川区近隣ということでございますけれども、現在、借り上げている住宅は全て品川区内にあるとこ

ろでございます。 

○こんの委員  現状が分かりました。 

 次に、料金をお聞きしようと思って、今、課長にお答えをいただきましたけれども、借上型のほうは、

そうすると、おおよそ９万円を目安に借り上げているということで理解いたしました。 

 そうすると、建設型のほうですけれども、例えば、この規則に載っている料金ですけれども、単身者

用の料金設定を見てみると、部屋の広さ、同じ６畳でも待機寮の場所によって金額が異なっています。

この料金体系、設定の考え方を教えてください。 

 それから、借上型のほうは、そうすると、先ほども申し上げましたが、９万円を目安ですが、その９

万円の半分、いわゆる５０％に相当する金額を補助している、それが賃料という理解でよろしいでしょ

うか。 

○黒田人事課長  待機寮の使用料の設定の考え方ですが、かつては東京都の職員住宅の使用料の考え

方を少し参考にして見直ししていたところがありますけれども、基本的には、現在、単身型の部屋です

と、大体月３万円程度、これは広さも若干違いますし、建物の新しい、古いということもありますので、

そのようなところで使用料を決めているところでございます。借上型につきましては、今、ご指摘あっ

たとおり、家賃の半分を区のほうで補塡するという形ですので、住居によって若干異なりますが、９万

円の家賃であれば、４万５,０００円を区で負担して、本人負担は４万５,０００円というようなところ

でございます。 

○こんの委員  現状がよく分かりました。借上型に入居の方々も区内に全員お住まいだということで、

何かあったときに、やはり出動していただける体制をとっていただいているのは、大変によいことだと

いうふうに思います。 

 そこで、この規則には優先入居があると思いますけれども、優先的に入居できる方の要件として、無

線従事者免許を有する者、それから日本赤十字社救急法救急員である者、それから災害対策上必要な技

術関係者とありますけれども、いわゆる災害対策のための職員待機寮であるので、こうした要件を付け

ていらっしゃるのだなと、これは大変にいいことだなというふうに思うのですが、この要件は、災害時

のどのような状況を想定されているのか、それぞれの要件を具体的に教えていただきたいのと、特にこ

の災害対策上必要な技術関係者というのは具体的にどういう技術者を求めていらっしゃるのでしょうか。

そこら辺を教えてください。 

 それから、この入居者の中に、それぞれこの要件にかなう方が、今現在、何人いらっしゃるのでしょ

うか。教えてください。 

○黒田人事課長  優先入居の考え方ですが、無線従事者、赤十字社救急法救急員は、かつて、大分前

ですけれども、寮の無線機が第三級陸上特殊無線技士の免許がないと使えないような無線機が設置され

ていた関係で、そういった無線を持っている方ということでありますとか、今は消防署のほうで普通救

命の資格取得を人事の研修でやっていますけれども、かつては赤十字社の資格を防災訓練の中で取得し

ていたという経過で要件に入っております。現在、この要件に何人該当しているかというところは把握

していないところですが、災害時におきましては、当然、救命というところでは、ＡＥＤの使用であっ

たりというところもございますので、そちらのほうは、今、人事の研修で普通救命の資格取得を広く進

めているというところでございます。 
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○こんの委員  災害対策上の必要な技術関係者、こちらもお願いします。 

○黒田人事課長  基本的な入居の要件としましては、募集を庁内にかけまして、その中で、当然、今

言った資格に限らず、例えば年齢でありますとか、現在の自宅からの距離でありますとか、そういった

要件を見まして、また給与の額も見ていますので、そういった意味で全体で見ている。その中で特に優

先して技術者を、現在、入居要件で審査しているところではありませんけれども、当然そういった特別

な資格で、これは災害時に有効だということであれば、審査の中で優先的な入居をすべきというふうな

判断があろうかというふうに思います。 

○こんの委員  人数もあとでお聞きしたい、このそれぞれの要件の方が何人いらっしゃるのかをお聞

きしたいところですが、そうすると、今のご答弁から想像すると、この要件にかなう方、あるいは災害

対策に必要な技術者は、区としてこうした観点、想定される災害において必要な方とかという考えをあ

る程度持っていらしてということではなくて、職員の方が、これは、僕できます、私できますという、

いわゆるご自分から持っている技術をというところで採用するという理解でいいのでしょうか。いずれ

にしても、災害対策の緊急時に初動対応してくださる職員の方々ですので、そうした技術を有する方を

そろえていただくというのは、これは大変に有効なことだと思いますので、そこら辺のところをいま一

度教えていただきたいと思います。 

 もう１つ、加えてお聞きすると、災害時の初動についてですけれども、昨年の台風第１５号、第１９

号、自主避難所を開設したあのとき、この待機寮の職員の方はどのような対応をされていたのでしょう

か。また、水害だけではなくて震災のとき、水害はある程度来ることが予測されるので体制がとりやす

いですけれども、震災は突然来る。こうしたときの体制として、避難所開設のときに、この職員の方々

がそれぞれの避難所で、避難所運営会議の方たちのサポートになると非常にいいかというふうに考える

ところですけれども、そこら辺の体制はいかがなっているのでしょうか。お願いします。 

○黒田人事課長  要綱上に要件は書いておりますけれども、人事課のほうで、現在それぞれ何人が所

有しているというところは把握していないところでございます。 

 災害時におきましては、待機寮の職員については、基本的に水害ですと、ご指摘のとおり予測できる

ところがありますので、一定程度、当番制をとって待機しているというふうになっているものでござい

まして、あと、それぞれの職員が災害時にはどこに参集するかというところが定められておりますので、

そちらに参集して準備に当たるというような体制をとっているところでございます。 

○こんの委員  そういう状況だということが分かりました。職員の方々は、それぞれのお仕事、部署

があって、そして災害時には緊急時として対応できる、こうした体制をこの待機寮の方々にまずしてい

ただくという体制をとっていただいております。これは非常に大事なことでありますので、災害時にお

いてスムーズに有効的な活動が行なわれ、そして特に区民避難所を開設したときに、サポートをしてく

ださる、この体制が非常に大事であるというふうに思っておりますので、この待機寮の職員の方々の活

動、そうした対策、体制、これをお願いしたいと思います。 

 次にまいります。生活安全推進事業ですけれども、こちらは昨年来、私が、気になっている「メール

けいしちょう」からで、不審者情報がたくさんありました。昨年１年間の事案は、子どもや女性に対す

る声かけ、付きまとい、体を触る、暴力を振るう、公然わいせつ、こうしたものを１年間で届いたメー

ルを自分なりにデータ化してみたところ、１年間で約９０件、１００件近いメールが私に届きました。

ちょっと漏れている部分もありますけれども、そうした件数でした。 

 その中で、特に女子児童の被害が多くて、発生時間は４時頃が多かった。今年は新型コロナウイルス
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感染症で学校が休校だったり、外出自粛だったこともあって、現在に至っては３０件と少なくはなって

いるものの、昨日も２件メールが届いておりました。パトロールをしてくださっているのですけれども、

こうした警視庁のメールの情報をもとにパトロールの強化、地域の方との連携、協力が必要と思います

けれども、いかがでしょうか。 

○黛生活安全担当課長  警視庁のメールに基づきましてパトロールをやってまいりましたが、委員ご

指摘のところを踏まえまして、改めて今までの活動を振り返りますと、もっと警察と連携したり、情報

分析を一緒にやったりできたのではないかと反省しなければいけないところが多々ございます。そうい

うところを改めまして一生懸命やっていくことによりまして、安全安心を肌で感じていただけるように

努めてまいりたいと思います。 

○こんの委員  連携をとってやっていただきたいと思います。特に大通りではなくて生活道路で起き

ております。人通りの少ないそうしたところで起きておりますので、そうなると、パトロール車が入れ

ないようなところでも起きておりますので、しっかり警察と連携をとってパトロールの強化、防犯対策

の強化をお願いしたいと思います。 

○あくつ委員長  次に、鈴木真澄委員。 

○鈴木（真）委員  私は、１７０ページ、広報広聴費の中から区民相談経費、１７６ページ、人権啓

発費、同じく人事管理費、１８９ページ、地域活動費の中の地域支え愛活動を時間の限り質問させてい

ただきます。 

 まず、男女共同参画センター、これは、確認です。たしか、品川区立総合区民会館条例の中で男女共

同参画センターと母子・父子福祉室は定められておりますが、来年度、きゅりあんの改築がされたとき

に、これらはどういうふうにしていくのか、その方向性と、それから周知をどのようにしていくか、そ

の辺を教えてください。 

 それから、人事管理費です。今年の退職手当です。平成３１年度として１４３名、約１６

億４,８００万円です。昨年を見ますと、１４６人で約１９億５００万円なのです。３人しか減ってい

ないのに２億５,７００万円数字が違っています。それだけ若い人が辞めているという傾向と見たので

すが、この辺についてどうお考えか教えてください。 

○島袋人権啓発課長  男女共同参画センターでございますが、きゅりあんの３階に今入っております。

男女共同参画センターは、事務室と交流室、会議室を有しているところでございます。きゅりあんの大

規模改修にあたりましては、やはり仮移転先で現在と同様なセンター業務を継続できるよう、次年度、

政策予算に向けて取り組んでいるところでございます。 

 また、利用者の方、登録団体の皆様には、時期を見据えつつ、区報やホームページなどで周知してい

く予定でございます。 

○黒田人事課長  退職手当の令和元年度と平成３０年度との比較でございますけれども、退職者のう

ち定年退職者が平成３０年度は８１名おりましたが、令和元年度は６４名ということで、定年退職者が

少なかったことが退職手当が低くなっている要因でございます。 

 また、お尋ねの若い職員が辞めているのではないかということでございますが、令和元年度につきま

しては、２０代、３０代の職員で普通退職した者が４８名おりまして、平成３０年度も４２名でござい

ます。この推移はここ数年大体変わらないところでございまして、ややそういった傾向が見られるとこ

ろでございます。 

○鈴木（真）委員  男女共同参画センターのほうは、利用者に早く周知してあげて、これからも活用
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できるように十分にやっていただきたいと、要望にしておきます。 

 退職の関係ですが、定年退職者は２０人弱ですね。一方、早期退職者が４８名で、やはりかなり多い

ような気もするのですが、この辺、区としてやむを得ないのか、それとも辞めていく要因があるなどと

いうことはないと思うのですけれども、その辺はどう判断したらいいのかと思います。 

 殊に長期基本計画の中に、区民に信頼され実行力ある職員の育成という言葉が出ているのです。です

から、若い人に積極的にやっていただくためにも、ぜひその辺をこれからも進めてもらいたいと思うの

ですが、まず、早期退職者４８人をどのように分析をしているか教えてください。 

○黒田人事課長  まず、退職する職員の事由を全て確認しているわけではないのですけれども、民間

企業に転職するでありますとか、他自治体の公務員、今、経験者採用も他の自治体で進めていますので、

そういったところに転職するですとか、遠方出身の職員であれば、地元に帰るというような様々な理由

を聞いているところでございます。そういった意味で言いますと、採用試験のときに志望動機などは必

ず確認しておりますが、実際に配属になった職場で、自分が思っていた公務員の仕事と、実際に従事す

る仕事にギャップがあるというのは確かだろうというふうに思うのですが、そういった意味では、これ

からの公務員としましては、地域の困難なことの相談に乗ったりというところが区職員の仕事でござい

ますので、そういった公務員の仕事については、ＯＪＴが中心になりますけれども、そういったところ

で職員育成を図っていきたいというふうに考えております。 

○鈴木（真）委員  分かりました。ギャップという点では、さっき言った長期基本計画の中では横断

的な組織運営を推進するというものがあったと思うのです。ですから、ご本人の希望が違うのであれば、

ほかの部署に移っていただいて、その中で生かしていただければと、これは要望させていただきたいと

思います。 

 先ほど、災害対策職員待機寮の話が出て、私もお聞きしようかと思っていたのですが、この待機寮に

はちょっと老朽化しているところもあると思うのですが、今後の方向性として何かあるのか、お考えが

あれば。どうしてもこの待機寮を公費で直すというと、お金の問題も出てくると思うのですが、その辺

も、何かお考えがあれば教えてください。 

○黒田人事課長  職員につきましては、基本的にはジョブローテーションで経験を積みながら育成し

ていくというのが基本的な考え方でございますので、そういった中では異動に際してはヒアリング等も

行っております。そういったところを引き続き丁寧に進めてまいりたいというふうに考えてございます。 

 災害対策職員待機寮につきましては、平成の初頭に建ったものが多くございまして、築３０年を超え

るというようなところが数多くありますので、先ほどのご質問にもありました初動体制を確保するとい

う意味では、建設型の待機寮をどのぐらい維持するかにつきましては、まだ建物の耐用年数がございま

すので、今後検討してまいりたいというふうに考えてございます。 

○鈴木（真）委員  分かりました。次に、犯罪被害者支援についてお聞きします。費用として３

万１,０００円しか出ていないのですが、これは予算の事項別を確認していくと、啓発については人権

啓発課、警察署との連絡窓口については地域活動課生活安全担当の３課連携で支援するということに

なっているのですが、どのような活動がされているのか、区にこういう相談がどのぐらい来ているのか、

その辺について教えてください。 

○大澤広報広聴課長  犯罪被害者支援の現在の区の取り組みでございますが、まず、定期的な庁舎内

の連絡会議を開催しております。また、実際に被害のあった場合には、具体的な支援を検討するために、

緊急で連絡会議を開催いたします。区は、支援についての研修を開催しておりまして、そのほかには、
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各所管用の犯罪被害者支援の手引きを作成しております。 

 令和元年度の犯罪被害者支援について、実績はございませんでした。 

○鈴木（真）委員  東京都も東京都犯罪被害者等の支援に関する条例を今年の４月から施行している

ので、そちらに任せてしまうという意味なのか、区としてはもうちょっと積極的にやってもいいのでは

ないかというところを感じているのですけれども、殊に最近ですと、ＳＮＳの被害とか、かなり大きな

問題も出ていると思いますし、もうちょっと身近な自治体としての対応を考えるべきではないかと、こ

れはお考えをお聞きしたいと思っています。 

 もう１つ、先ほど、地域支え愛活動ですけれども、ボランティアの人数もまだまだ増やしていかなけ

ればいけない中で、品川区の地域活動、地域の中での品川らしい地域での支援の１つだと思っています

ので、これはぜひ頑張ってくださいということだけで、これは要望にしておきます。先ほどの犯罪被害

者支援についてだけ教えてください。 

○大澤広報広聴課長  犯罪被害者支援につきましては、委員ご案内のとおり、４月より都が条例を施

行して、また１０月より給付金制度も制定しているところです。区としましては、都の条例や制度、ま

た被害者支援都民センターの役割を踏まえまして、今後、区の役割を明確にして、やるべきことが何な

のかということを検討してまいりたいと考えております。 

○鈴木（真）委員  区によっては条例を作っているところもあるのですけれども、品川区ではまだ一

気に条例まで考える必要はないと私は思っているのですが、やはり区民の身近な自治体である品川区と

して、被害者に対しての支援、保護司でも犯罪被害者への支援も行うようになってきております。直接

ではないですけれども、そういうところとの連携もとりながら、犯罪被害者支援にもう少し取り組んで

いただければということをここで要望して終わります。 

○あくつ委員長  会議の運営上、暫時、休憩いたします。 

○午後３時１５分休憩 

 

○午後３時３５分再開 

○あくつ委員長  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 質疑を続けます。 

 ご発言願います。西本委員。 

○西本委員  １６５ページの基金積立金についてお聞きしたいと思います。どういう形で積立てがさ

れていて、目標数値などがあるのかどうか、この仕組みを教えてください。 

 次に、１６８ページの広報広聴費になるのかと思うのですが、広報広聴課のほうには、様々な意見を

日々いただいていると思うのですけれども、それを所管のほうにお渡しをして、所管のほうから返答さ

れていると思うのですが、それの例えばＱ＆Ａとか、こういう声がありましたとかというのは、ホーム

ページ等々に公表してもいいのではないかと思うのですが、そのお考えがあるかどうか。 

 それから、１７９ページの庁舎管理費になるのかどうか、区有施設全般になるのですが、ＬＥＤ化に

ついて、以前、ＬＥＤに変えなければならないということで、計画的にやっていかなければいけないで

しょうというふうに申し上げて、かなり進んでいるという認識はあります。ただ、これがどういう計画

がなされていて、それを施設管理の部署が全体を集約した形でやっているのか、それとも各部がばらば

らやっているのか、その辺の状況を教えてください。 

 それから、１８９ページの歩行喫煙防止推進経費の中で、これも質議がありましたけれども、大井町
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駅前のトイレの改修がなされました。その脇に喫煙所があります。その喫煙所が踏切の前にあって非常

に迷惑なのです。クレームをたくさんいただいております。所管が違うと言われればそれまでかもしれ

ませんが、トイレの改修のときに、もう少し考えた形で、移設であったりとか、全体的な考えで整備を

していただきたかったと思うのですが、この喫煙所の在り方、考え方、これからどういうふうにされて

いくのかお考えをお聞きします。 

○品川財政課長  基金の積立ての件でございますけれども、当初、ある程度の予測のもとに金額は立

てているのですけれども、毎年決算になりますと、執行状況等によりまして、金額も大きく変動するこ

とがございます。そういう状況に応じて、基本的には今後の状況を見て積み立てているというような状

況でございます。 

○大澤広報広聴課長  区民の方からいただいたご意見でございます。代表的なものになりますが、同

じような区民の声が来た場合は、抜粋してホームページ等で公開しております。 

○小林施設整備課長  ＬＥＤ化の件に関して、区の工事を所管しております施設整備課でお答えいた

します。 

 区有施設、学校施設等を含めまして、改築や大規模改修を予定している施設を除きまして、計画とし

ては令和４年度までに完了することで計画を進めております。取りまとめについてですが、基本は区長

部局の施設については施設整備課、学校については教育委員会となってございますが、お互い情報共有

しながら、令和４年度完了を目指して進めているといったところでございます。 

○黛生活安全担当課長  喫煙所につきましては、現在、９か所区内にある中、３か所だけ閉鎖を続け

ているところでございます。委員からご指摘のありました喫煙所につきましては、６月１４日だと記憶

しておりますが、都のロードマップが第３ステップに移行したときに開設したところでございます。こ

のことによりまして、多くのご意見を、私どものところでもいただいているところではございますが、

私どもといたしましては、喫煙者と非喫煙者が共存していくという意味においては、喫煙所は、ある意

味、重要な施設であるというふうに認識をしております。したがいまして、感染拡大防止にも注意しな

がら、また吸わない人の意見も一生懸命聞きながら、共に共存のできるまちをつくるために頑張ってま

いりたいと思います。 

○西本委員  まず基金なのですが、予測のもとでということで、状況に合わせて積み立てていくとい

うことなのですが、余ったからということではなく、計画的にやっている部分があるのではないかと思

うのです。その考え方です。いろいろな部署で使わなかったお金とかがあるわけですね。それを集める

ところなのか。そこからそれぞれの条例に合わせた形で割り振りされているのかと、積立てをするとき

のお金の流れがよく分からないのです。その考え方をお聞きしたいと思います。 

 それから、広報広聴課のほうですけれども、もう既に公表しているというお話なのですが、そうする

と、探しづらい、私も探せなかったのです。いろいろな要望が来ていると思います。多分、所管のほう

から区民の方にはメールであったり、お手紙であったりでお返事が行っていると思うのです。それを

ホームページに公開することによって、もちろん個人情報は出せませんけれども、それを出すことに

よって、それを見れば問合せしなくてもそこで解決する場合もあるわけです。 

 よく聞かれるのが、広報広聴課に言って返事は来たのだけれども、でも、全体的に知らせてほしいの

だよねみたいな方もいらっしゃるのです。なので、区民の皆様からのご意見も大切にしていただきたい

と思うので、やはりホームページでもしっかりそういう場を設けていただきたい。 

 例えばコロナ関係の中でＱ＆Ａ、もしくは情報を集約してくださいということで、総務委員会で言わ
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せていただいて、今、かなりまとめられていて、非常に分かりやすい状況になっているのです。ああい

う形でＱ＆Ａもしくは区がどういう行動をとったのかということを分かりやすくしていただきたいと思

いますので、その考え方をお聞きします。 

 ＬＥＤ化についてです。情報共有化はやっているだろうし、それで事が済んでいるのだろうと思うの

ですが、やはり全体的な把握は一本化したほうがいいのではないかと前から思っています。なぜかとい

うと、計画的にしていかなければならないときに、各部でばらばらやるよりは、計画を統一してやって

いくことによって、予算化もしやすいだろうし、計画も立てやすいということがあるので、やはり庁舎

管理の担当部署が区有施設も全体を見て指導というか、誘導していくというような仕組みは必要ではな

いかと思います。なので、今後は区の管理のやり方として、それぞれの部で責任をもってやっていると

いうことは分かりますけれども、それを統一し進めていくということも、ちょっと考えていただきたい

と思いますが、そのお考えについてお聞きします。 

 喫煙所については、要望はかなり出ているのです。３か所閉鎖しているというのは分かっております。

ただ、早急にどういう方針でやっていくのか、少なくとも踏切の前とか、人がたまる場所の脇にという

のはやめていただきたいのです。私はずっと、そこについてはここがいいのではないですかという提案

もしましたので、それを含めて早急に考えていただいて、共存するためには早急にこういう考え方で

やっていこうというものを出していただきたいと思いますので、その考え方をお聞きします。 

○品川財政課長  基金の積立て方ですけれども、毎年決算の状況に応じまして、また当然、公共施設、

学校改築等、こういった長期的なことも踏まえながら積み立てているというような状況でございます。 

○大澤広報広聴課長  いただいたご意見に対するご回答等ですけれども、ご意見、ご要望というとこ

ろから出しているのですが、ホームページのネーミングについては、より分かりやすいように検討して

まいります。 

○小林施設整備課長  ＬＥＤ化の進め方でございますが、やはりどういった方法で、どういった順番

でやっていくか、その辺につきましては、我々技術の部分を担っております施設整備課のほうでしっか

りと順番を決めながら計画的に今後も進めてまいりたいというふうに考えております。 

○黛生活安全担当課長  喫煙所につきましては、適地への移設、また受動喫煙防止、喫煙所の過密状

態を解消できる新しい技術やアイデア、こういうものも取り入れながら一生懸命検討してまいります。 

○西本委員  最後に一言、喫煙所については、本当に最近、見方が厳しくなっております。なので、

考え方を公表していただきたいと思いますので、お願いします。 

○あくつ委員長  次は、鈴木ひろ子委員ですが、本日欠席のため、次に進みます。 

 次に大倉委員。 

○大倉委員  １９３ページ、地域資源活性化事業補助、１９７ページのプラネタリウム、１７８ペー

ジで庁舎管理費で新型コロナウイルス感染症対策について伺えればと思います。 

 初めに、プラネタリウムですが、以前、質問で聴覚障害をお持ちの方がプラネタリウムを利用する際

に、どういった取り組みがありますかということで、今年度予算では、移動式の磁気ループみたいなも

のを文化センターに入れていくということで、これが使えるのかと思うのですが、あと、できれば、字

幕付きのプラネタリウムにしていただいたほうが、より分かりやすいということで、ぜひ取り組んでく

ださいという提案をし、いろいろ検討してみたいと思いますというご答弁をいただいたので、現状どう

なっているでしょうかということを教えていただきたい。次に、地域資源活性化事業補助金ですが、こ

れは簡単にまた事業概要を説明していただきたいのです。事業を始めて、４年間まで支援するというこ



－62－ 

とで、今は新規の受付はしていないと思うのですが、改めて簡単に事業の概要をご説明ください。 

○古巻文化観光課長  まずプラネタリウムのほうでございますけれども、今年度予算で、ＵＤトーク

というシステムを各文化センターへ導入する計画で進めております。新型コロナウイルス感染症関係の

影響がありまして、若干スケジュールが遅れていますけれども、順次入れていくということです。これ

は字幕等にも対応しているのですが、プラネタリウムでどう使えるかということはありますけれども、

より幅広く活用が進められるのではないかというふうに期待をしているところでございます。 

 それから、地域資源活性化事業補助でございますけれども、これは地域の方々の活動ですと、文化芸

術、観光活動に関しまして、立ち上げの補助をしていく、特に観光分野で使っていただいていますけれ

ども、当初の補助金が、１年ごとに順次低減をしていくというような形で、自立を支援するというよう

な仕組みでございます。現状では対象が１０件ほど、今、補助金を出していると思いますけれども、今

現在、新規には募集はしておりません。今回、新型コロナウイルス感染症関係でなかなか事業を進めら

れなかったところにつきましては、補助率の低減は一旦保留いたしまして、また来年度以降、支援をし

ていくというような仕組みで今動かしているところでございます。 

○大倉委員  プラネタリウムのほうなのですが、これはこの間もお話ししたのですが、字幕のほうが

聴覚障害者の方はしっかり見えるというのと、例えば一般の方でも文字が見えるほうが理解が進むとか、

高齢者の方も理解が進んだみたいな、ほかの取り組みをしているところではそういうお話があったので、

ぜひ進めていっ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。これは要望にして終わり

ます。 

 地域資源活性化事業の補助金ですが、今のお話だと、例えば４年間支給される中で、今年、事業が新

型コロナウイルス感染症によって実施ができなかった場合、例えば３年目であれば、来年も３年目の扱

いで、実際には事業はやっておらず、年次も４年目になるけれども、実際の事業実施年数で見ると３年

だから３年目にあたる補助金を出せるように、今、検討していただいているということでよろしいで

しょうか。もう一度お願いいたします。 

○古巻文化観光課長  今、委員からご説明のあったとおりでございます。中止になった事業につきま

しては、補助金の部分については来年度に充当する、そういった形での運用を考えております。 

○大倉委員  分かりました。今回、新型コロナウイルス感染症で事業ができなくなってしまって、事

業をしている側も非常に大変な思いをされていて、また新たにやっていくとなると、１年の間が空くと

いう中ではかなり大変なところで、そういったご判断をされたのは、利用する側も喜んでいると思いま

すが、その周知はどのようにされていくのか教えてください。もうもらえないのだと、勘違いして、た

しか６年目は、もうもらえなくなりますので、その辺はぜひ事業をしている団体のほうに周知をしてい

ただきたいと思うので、周知の方法について教えてください。 

○古巻文化観光課長  先ほども申し上げたとおり、助成の対象が、今年度、１０件でございます。個

別周知は可能かと思いますので、漏れのないように周知を進めていきたいと思います。 

○大倉委員  次に、庁舎管理費についてですが、今現在、新型コロナウイルス感染症対策の取り組み

として、手指消毒液やアクリルパネル等を使って感染拡大を防止されていると思いますが、その中でも

職員もテレワークで人数を減らしたり、予約システムを入れて密にならないようにしたりしていると思

いますが、今現在の取り組みを改めて教えていただきたいと思います。 

○東野経理課長  新型コロナウイルス感染症対策でございます。庁舎管理として取り組んでいるもの

は様々ございます。まず、清掃の委託会社による消毒の徹底、特に共用部のところの消毒の徹底を行っ
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てございます。また、給付金関係の部屋の確保、そういったものも庁舎管理のほうで行っているところ

でございます。また、ＰＣＲ検査センターの設置に関しましても、庁舎の駐車場のところを一部使った

ような形で行ってございます。そのほか、こちらにございますようないろいろなパネルですとか、手指

消毒液ですとか、そういったものは総務課と連携しながら、各課に設置という形で行っているところで

ございます。 

 また、例えば給付金事務にあたって、時間延長とかも見込まれております。また、保健所としての受

付などもかなり長時間行っておりますので、冷暖房の調整とか、そういったところも庁舎管理のほうで

行っているところでございます。 

○大倉委員  消毒の徹底と、清掃でしっかりときれいにして感染拡大しないようにというお話があり

ましたが、これは多分、今まで以上にやられているのかというところでは、その辺の費用はどのように

なっているのか、分かれば教えてください。 

 あと、区民が安心して区役所を利用できるような取り組み、それを目指さなければいけないのと、区

民の健康をしっかり守っていくということが大事だと思うので、それで今、様々取り組みをされている

と思うのですが、さらなる取り組みとして、ほかの区では、例えばサーモグラフィーによる体温測定も

実施されているところがありますし、そういったサーモグラフィー等による体温測定について、どのよ

うにお考えでしょうか。品川区でも学校でサーモグラフィーを全校に配備し体温測定を行い生徒児童の

健康管理をしているというところで、しかも前回の区民委員会でも、今後、自立型の非接触の体温測定

器を購入して、きゅりあんや荏原平塚総合区民会館など、計１４か所１７台を設置していくというお話

もありましたが、庁舎に関してはどのようなお考えでいらっしゃるか教えてください。 

○東野経理課長  まず、清掃にかかる費用でございますけれども、こちらの清掃委託の中で計上して

おりますので、新たな追加は考えてございません。 

 また、安心できる取り組みとして、サーモグラフィーのご紹介がございました。各施設におきまして

は、補正予算等も計上されて、今後、設置していくということで伺ってございます。 

 庁舎におきましては、入口がたくさんあるというような状況も踏まえまして、なかなか運用の面、管

理の面で難しいところがございます。今後どういう対応ができるかにつきましては、改めて検討してい

きたいと思っております。 

○大倉委員  確かに入口が多くて、どこに置くのがいいかというお話もあると思いますし、ほかの区

では、入口を２か所に絞って、閉鎖してここから通ってくださいというやり方をされているところもあ

ると思います。様々効果的なので感染拡大防止、区民の健康を守って安心で利用しやすい区役所という

アピールをしていっていただくためにも、ぜひ入れていただければと思います。ぜひよろしくお願いい

たします。 

 もしそうした取り組みをしたときに、安心して利用できますよというような区からの広報、見せ方に

ついて提案なのですが、区民の皆様には、マスクを着けてください、手指消毒をしてくださいというお

願いがされていると思うので、区でもこれだけこういう感染予防の対策をしていますので安心してくだ

さいというようなお知らせをしていくのもいいのかと思うのですが、その辺のお考えを教えていただき

たいのと、今後、安心というところでは、例えばエレベーターや手すりなどに、先ほどのお話だと、清

掃が入ってしっかりと消毒していただいているということでありますが、シールを貼って抗菌していく、

抗菌フィルム・シートを貼っていく、抗ウイルス加工のスプレーを椅子に塗布して安全ですよというこ

とをしながら、それをさらに周知していくということもいいのかと思うのですが、その辺についてはい
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かがでしょうか。 

○東野経理課長  まず、区民へのお知らせということでございますが、各窓口等で取り組んでいると

ころにつきましては、もう既に区民の目に触れているというところで、かなり周知については進んでい

るかと思ってございます。 

 それから、エレベーター、手すり等につける抗菌シールですとか、スプレーですとかというところで

ございますが、こちらにつきましては、様々な業者と取引がございますので、そういったところからど

ういうものが効果的なのかを含めまして研究していきたいと思います。 

○大倉委員  手すりもシートが貼ってあるようなものが見えれば、区民の方もちゃんと対応している

なということが分かるという意味では、安心をしていただけるのかと思います。エレベーターも同じく、

ボタンを押す際に必ず触れるところなので、そういったところも当然消毒もされていますし、清掃もさ

れているけれども、ちゃんと抗菌シートを貼っていますと見える化するというところでは、いいかなと

思って提案をさせていただきましたので、いろいろな業者もいると思いますので、研究していただけれ

ばと思います。民間企業でもかなりこうした取り組みを進めて、私たちの会社は安心ですよということ

もアピールしておりますので、そうしたアピール、区民の方への周知というか、区の取り組みをしっか

りアピールしながら、こちらも皆さんと一緒に感染拡大防止を図っていますというアピールを積極的に

していくことは、区民の安心にもつながるかと思うのですが、もう一度ご答弁をお願いします。 

○東野経理課長  委員が言われた観点は、大変重要なことだと思います。区民の安全安心につきまし

ても、十分考えた上で取り組みをしていきたいと思います。 

○大倉委員  区役所はどうしても来なければいけない施設でありますので、また不特定多数の人が出

入りするというところでは、より区民の方に向けて安心な場所で、安心して来てください、そういった

アピールをしていただくことがいいかなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。以上で終わりま

す。 

○あくつ委員長  次に、若林委員。 

○若林委員  まず、不用額の内容についてお聞きしたいと思います。１６９ページのイメージアップ

運動経費、３８３万円余ということで、６２.６％の執行率にとどまった事業。それからもう１

つ、１７９ページの職員研修費、これが１,９７３万円余の決算で、当初予算は２,６４５万円余でした

けれども、それぞれの不用額について理由をお聞きいたします。 

○大澤広報広聴課長  イメージアップ運動経費の不用額でございますが、デザインアドバイスの部分

の件数が予定よりも減ったことが大きな要因となってございます。 

○黒田人事課長  職員研修費の主な不用額につきましては、各所管で職場派遣研修ということで有料

の研修に派遣するでありますとか、講師を招いてという費用を予算計上しておりますが、特に講師を招

くところで内部講師で研修を行ったものについては講師費用が発生しませんので、そういったところが

主な不用額の発生要因でございます。 

○若林委員  ちょっと話が変わりますけれども、現在のコロナ禍で、公共工事、また民間事業に関わ

らず、様々なところで工事が進められております。今、コロナ禍で何が起きているかというと、私も全

部知っているわけではありませんけれども、今までやっていたような事前の工事説明会は、やはり一定

の空間に近隣の方に来ていただくと非常に密な状態をつくるということが懸念されるので、恐らく区役

所でも、また民間の事業所でも、工事説明会をあえて開かないで、開きませんという通知も含めて書面

による、また個別の説明に大体切り替えているということが現状です。ただ、そうなりますと、書面に
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よる、また玄関先での口頭による説明ということで、住民の方にはそういった専門的な図面をもとにし

ての理解がなかなか得られない、分からない。そのうちに工事が進んでいって、いや、これは大変な工

事だということで、住民の方もいわゆる振動、騒音等のダメージを受けて初めて、いや、これは説明が

足りないではないか、なぜ最初にちゃんと説明をしてくれないのだと、こういうボタンの掛け違いみた

いなところが散見される経験をしております。 

 また、全部が全部ではありませんけれども、従前であれば、一定の話合い、事前の話合いのもとで合

意をとって協定書を結ぶ、そういうことも後日のトラブルを防ぐために、そういう段階を踏みながら、

公共工事にせよ、民間の工事にせよ進められていくのですが、そういう段取りも手続もなかなか踏みづ

らい、こういうときに後日のトラブルがどうしても散見されてくるという、今、コロナ禍の状況がある

と思います。こういったときに、例えば、こういったトラブルがあった後の職員の方の住民の方に対す

る説明、この態度は、どのような態度を示すべきなのか、これをまず全体的ですけれどもお聞きしてい

きたい。 

○小林施設整備課長  工事の説明に関するご質問でございますので、工事を所管します施設整備課よ

りお答えいたします。 

 新型コロナウイルス感染症の関係で説明会がなかなか開催できなかったという事例は、確かに委員ご

指摘のとおり、１件だけございました。その後、緊急事態宣言の解除等が行なわれた中で、その後は説

明会を逐次開催しているところでございます。ご指摘のとおり、やはりしっかりとした説明が行われな

いと、その後のトラブル等を招くところはそのとおりかと思っておりまして、説明会ができなかったも

のにつきましては、資料をより分かりやすく、一般の方でも分かりやすい言葉遣いに改めたりするなど、

工夫をしてやってきたところでございます。そういった中でも、やはりなかなか伝わりづらい部分もご

ざいまして、その際につきましては、区の職員を個別に派遣したりするなどして、ご理解いただけるよ

うに、その辺については足を何回も運ぶなどして、工夫をしながら今進めているといったところでござ

います。 

○若林委員  イメージアップ運動の中で、今は公益財団ですか、実務技能検定協会のサービス接遇検

定、当時は３級ですけれども、数年前、やっていますということがホームページに載っておりまして、

現在これは行っていらっしゃるのでしょうか。 

○大澤広報広聴課長  同じ事業は現在行っておりませんが、職員のためのマナー集といって、毎年、

区民の声ですとか、法の改正に合わせて更新して、全職員に配ってイメージアップ推進委員を中心に、

各課で参考にしていただいているところでございます。 

 また同じものを新人研修の中で使っておりまして、聞く姿勢ですとか、分かりやすい広報についても

研修を行っているところでございます。 

○若林委員  現在はやっていないというところで、やればいいのかというところもありますけれども、

どうしてもこういう建設工事は、現場で、区は、例えば区議会の議決をしたものが区民サービスの充実

ということでそういう工事が例えば進められていく。大変に正当性のある工事。ただ、近隣の住民に

とっては、どうしても利害が対立する。いろいろな複数の現場で最近感じているのは、区と施工業者が

どちらが施主で、どちらが請負かというところは別にして、やはり施主のほうの言葉とか態度には正当

な根拠があるわけなので、今は新型コロナウイルス感染症で高齢者の方も自宅にいて、なかなか外にも

出づらい、朝から夕方まで工事があって精神的にもダメージを受けていくということが、やはりどうし

ても出てくるわけです。そういったときに、施主の立場では、どうしても言葉が強くなるというのか、
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正しいのだという立場でお話をされるので、なかなか気持ちの、最初にもう既にボタンの掛け違い、感

情の行き違いがあるので、行き違いと言ったら失礼か、なかなかどう話しても、どう聞いても受け入れ

られない、聞いてもらえない、区は冷たいというふうになっているのが、今、散見されるところであり

ます。 

 このサービス接遇検定という中身は、業務に対する心構えとか、対人心理の理解でありますとか、応

対の技術、口のきき方、態度、振る舞い、こういうものを審査をするという内容だそうです。 

 そこで、今は工事の現場のことを申し上げましたけれども、今後、１２月には保育の窓口も、今、密

を解消するといういろいろ工夫をされていますけれども、そういうものを含めて、日頃窓口、また現場

で職員の方が多く区民に接していかれる、特にコロナ禍において、地域に日中いらっしゃる方は非常に

いろいろな意味でダメージを受けている。こういうことをしっかりと心に入れて区民の方に接していく、

こういうこれからのアフターコロナというか、ウィズコロナにおける職員が、苦しんでいる、ダメージ

を受けている区民と接するときの接し方ということについて、ちょっと話がまとまりませんけれども、

思いを汲み取っていただいて、今後、区職員全体として、研修、イメージアップとかの取り組み方、こ

れをお聞かせいただきたいと思います。 

○黒田人事課長  今、サービス接遇検定は受験しておりませんが、新任研修でビジネスマナーとコ

ミュニケーションの基本研修ということで、今、ご指摘あった内容については、新任研修の段階では

行っております。あと、特別区の職員研修所の主催の中で、コミュニケーションのスキルアップであり

ますとか、説明力の向上という研修がございます。今ご指摘あったところを新人だけが受ければいいと

いうことではありませんので、広く検討してまいりたいと考えてございます。 

○あくつ委員長  次に、高橋しんじ委員。 

○高橋（し）委員  １８１ページ、会計管理費、公金取扱事務費、２０７ページ、住民基本台帳関係

費でお願いします。 

 まず、公金取扱事務費ですが、約１４億円の公金振込に関する事故がありました。８月１９日に総務

委員会で報告があったと伺っています。確認を含めてお伺いします。出納に関することは大変複雑で難

しいので、申し訳ありませんが、基本的なこともお尋ねするかと思います。 

 議事録の速報版によると、区の雑部金から一時的に仮払いして、資金が戻ってきたら仮払いが減って

いき、最終的に０となり、全て区に戻ってきたというふうにご答弁がありました。この区の雑部金にマ

イナスがあって、それを埋めていったということだと思うのですが、まず、雑部金というのはどのよう

な性格のものなのでしょうか。区の会計事務規則を読ませていただいたのですが、第２条や処理方法

が１０２条以下に出ているのですが、先ほどお話ししたように、よく把握できないので、簡単にご説明

をお願いします。 

 そしてもう１つは、今のお金の動き、処理になりますが、決算書や何らかの会計等にあらわれてくる

のでしょうか。お願いします。 

○中山会計管理者  ４月３０日に起こりました会計事故の金銭の処理の関係についてのご質問でござ

います。雑部金というのは、区の予算にひも付いた歳出歳入現金というものと、それから、預り金のよ

うな、例えば税金ですと、都税も合わせて一緒に収入しておりますので、そういった都税の預り金とか

そういうものがあります。その預り金のところが歳出歳入外現金ということで、いわゆる雑部金という

扱いになっております。 

 今回の会計事故につきましては、一度、予算にひも付いた会計処理をした、送金をした後、同じもの
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をもう一度送金したという事故になります。ですので、予算にひも付いていない会計処理になりますの

で、いわゆる歳計外現金である雑部金のほうから一時支出をさせていただいたというところでございま

す。 

○高橋（し）委員  そうすると、決算書やほかのいろいろなところには出てこないということでよろ

しいですか。例月出納検査の中の雑部金という項目の中に金額としてだけ出てくるのでしょうか。そち

らのほうで動きも分からなかったので、それが１つ。 

 そして、ほかの自治体では、このような歳入の穴埋めは、諸支出金を使っているところもあるのです

が、品川区にはその款がありません。ということで、雑部金以外に方法がなかったのでしょうか。また、

雑部金を今回みたいなお金の使い方でしょうか、事故のとき、どの部署がどう判断して、この雑部金か

ら仮払いしようというふうに決めるのでしょうか。 

○中山会計管理者  予算上のお金ではないので、実際には令和元年度の決算にも令和２年度の決算に

も数字上は上がってこないということになります。 

 ただ、実際には、雑部金の管理は当然現金でしておりまして、毎月、例月出納検査があります。監査

部局のほうに、今どれだけのお金が返金されていて、今、現金がどれだけ違うかというところを全て書

類で検査をしていただきながら、毎月毎月チェックをしていただいたところでございます。会計処理と

してどういう方法が適切だったかということはあるかと思うのですが、予算にひも付かない会計処理で

したので、これが最善の策といいますか、これ以外、方法はなかったかなというふうに考えているとこ

ろです。このお金の処理につきましては、会計管理者の一存でできることではありませんので、区長部

局とも相談をさせていただきながら、こういう処理をさせていただいたところでございます。 

○高橋（し）委員  これ以外には方法がなかった、事故を処理するために適切な処理だったと思いま

す。そして、区長部局とも相談してお支払いされたということで理解しました。 

 そうすると、ちょっと細かくなるのですが、債権者に対して連絡とかをしたと思うのですが、それら

の事務的な費用はどのぐらいかかったのでしょうか。 

 それからもう１つ、私、銀行間のやり取りがよく分からないのですが、事業者の私有財産から再び銀

行に返還させることは、とても手続が大変なのだと思います。銀行間の振込取消を組み戻しというふう

に言うと伺っていますが、みずほ銀行が振り込んだ先の銀行、そこからみずほ銀行に返金をするわけで

すけれども、そのときに手数料等が発生するのでしょうか。もしそうするとしたら、相手側の銀行に手

数料が発生してみずほ銀行に戻すわけなので、その手数料はどこが負担するのか、それともなかったの

でしょうか。 

○中山会計管理者  今回の事故に関しまして、振込等の手数料がかかっております。実際には、指定

金融機関であるみずほ銀行がそれぞれの債権者の持っていらっしゃる銀行、仕向銀行というのですが、

そこにお金を振り込んでいるのですが、それを組み戻しで逆に戻していくという作業になります。組戻

処理につきましては、１件当たり単価４５円がかかります。今回は、５０７件のデータ送付で、３０４

件ほどの債権者がいらしたのですが、その３０４件の中には組戻処理ではやはり対応できないという企

業もございましたので、そういったところには、納付書ですとか振込ですとか、ほかのご案内をさせて

いただきました。納付書につきましては、１件当たり単価２円、振込手数料につきましては、それぞれ

の銀行ごとに違うので、３３０円のところもあれば、８８０円のところもあったという状況でございま

す。この組み戻し、区にもう１回お金を戻すためにかかった費用は２万３,７９６円となってございま

す。 
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○高橋（し）委員  その２万３,７９６円は、品川区が負担したということでよろしいですか。 

○中山会計管理者  すみません。それは公金手数料の中から支払わせていただいております。 

○高橋（し）委員  それを品川区が相手に請求しなかった理由を簡単にお伺いします。 

○中山会計管理者  これはあくまで事故、こちらのほうの責任ですので、負担については当然区のほ

うの負担とし、公金手数料のほうからさせていただいたところでございます。もともと銀行間の組戻処

理には約束事がございまして、仕向銀行は、その元の銀行が手数料を負担するということになっており

ますので、最終的には指定金融機関のほうに区のほうから支払ったことになっております。 

○高橋（し）委員  複雑なところをご説明いただきありがとうございました。 

 最後になりますが、今年の４月に神奈川県で同じように５０億円の二重払いの事故がありました。神

奈川県ではすぐその日にホームページで発表し、現在、処理中、現在、調査中、再発防止に努めるなど

の内容でホームページにも掲載し、現在も出ています。しかし品川区は、その前に新聞で報道があり、

ホームページの公開は、先日、８月２０日にありました。神奈川県のように記者発表、ホームページに

よる発表という迅速な対応は今回できなかったでしょうか。その点をお尋ねします。 

○立川総務課長  それぞれ自治体ごとに広報の仕方は違うかと思います。区といたしましては、まず

総務委員会に報告いたしまして、その後、会計事故調査委員会の調査結果をまた総務委員会に報告し、

その後、区ホームページに会計事故について公表したという、そういった流れとなっております。 

○高橋（し）委員  区民の方には、現在こういうことが起きて、現在調査中だという表現でもいいの

で、ホームページに発表をするべきだったと思います。決算審査意見書の付帯意見のところでも、監査

委員のほうから再発防止ということが求められているので、そういった観点からもこういった事故がな

いようによろしくお願いいたします。 

 最後、時間がないのですが１つだけ。人口が９月にマイナスになりました。この点について、どのよ

うな理由で品川区の人口がマイナスになったかお願いします。 

○佐藤企画調整課長  品川区はずっと人口が増えておったのですけれども、９月だけマイナス１７０

人ということで、０.０４％の減になっております。この傾向は東京都２３区でも起きておりまして、

新型コロナウイルス感染症の影響もあると思いますが、今後、推移を見ながら適正な人口の管理をやっ

ていきたいと思います。 

○高橋（し）委員  この件はまた改めてお尋ねしたいと思います。ありがとうございました。 

○あくつ委員長  次に、藤原委員。 

○藤原委員  １７５ページ、新年賀詞交歓会、さっきふわっとした答弁しかなかったので。招待状、

裏面は区長の名で出ていますね。いわゆる行政主催の大事なイベントであるわけですから、行う行わな

いの基準はちゃんとあるのですよね。例えば、新型コロナウイルス感染症の感染者が減っている、そし

て、減っていて安定しているというような基準がちゃんとないと、何か雰囲気で、やれるかな、やって

しまいましたではいけないと思っておりますので、行政が行うイベントですから、その辺の基準をしっ

かり持っていないといけないと思うので、まずお伺いします。 

 それと、１８９ページ、生活安全推進事業ですけれども、その中の防犯カメラで、私は、防犯カメラ

の効果はすごくあると認識しております。防犯カメラが町の中にある、防犯カメラ１台１台が点と点で

つながり線になって、本当ならば、線と線が面になって、品川全域を網羅する、私はそれを望んでおり

ますし、推進していただきたいと思っておりますので、まず効果についてと、あと、推進していただき

たいという意味で答弁をお願いします。 
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 それと、１６９ページ、シティプロモーション推進、シティプロモーションは、本当にすばらしいで

す。私は感激しております。人口も全体的に見れば増えてきましたし、いろいろな要因がある中でシ

ティプロモーションの力は大だと思うのですけれども、ちょっと気になっていることが１つありまして、

水神公園のところにあるものは、何と言うのでしょうか。「品川」「ＳＨＩＮＡＧＡＷＡ」という文字

の大きなモニュメントがあります。経費を伺ったら３,０００万円だというのです。驚きました。様々

な観点から検討されたと思いますが、どのような効果がどのぐらいあったか、また、ちゃんと検証して

いるのかお伺いします。 

 それと、１７９ページ、働き方改革は、人事課でやっていると思うのですけれども、区役所職員の改

革だと思うのですが、どのような取り組みをされて、どのような成果があったかお伺いします。 

 そして、１８１ページ、事業者経営分析委託等ですけれども、これはどういう場合に分析を委託した

のかお伺いします。 

 １６５ページの指定管理者モニタリング・評価経費ですけれども、区立民営だと若干の例外を除いて

指定管理になるわけですが、大体プロポーザルになるわけですよね。これは承知しているのですが、土

地とか建物を提供して民立民営でプロポーザルになる場合もありますね。この区立民営と民立民営の場

合で、区として求めるものは同じなのでしょうか。異なるのでしょうか。というのは、いずれも民間活

力の活用が基本なのでしょうが、運営に当たり、区の考えは全うされるのでしょうか。あるいは、民間

事業が培ってきたノウハウを全面的に生かそうとするのか、区の考えはどうなのかお伺いします。 

 最後、１９５ページ、品川文化振興事業団助成ですけれども、きゅりあんの指定管理と荏原スクエア

の指定管理、こみゅにてぃぷらざ八潮の指定管理、３か所合わせると５億３,０００万円ぐらい払われ

ているのですが、またそれ以外に品川文化振興事業団には約３億円の助成金が繰り返し払われているの

ですけれども、これはどういう中身の助成金なのでしょうか。 

○立川総務課長  新年賀詞交歓会の開催についてでございます。現状、新型コロナウイルス感染症の

関係では、内閣官房のほうから、イベント等の開催制限ということで指針が示されております。現在の

開催制限につきましては、人数の上限の目安であるとか、また、収容率の目安であるとか、そういった

ことが示されております。また、大声を出す会合であるのかないのか、そういったことが示されており

ます。 

 基本的な考え方としましては、感染防止対策と経済社会活動の両立ということですので、一番重要な

ことは、徹底した感染防止対策の下で安全に催物を開催するというところでございます。したがいまし

て、区といたしましては、接触感染、飛沫感染、またマイクロ飛沫感染、こういった観点から感染防止

策を施しまして事業を開催していく、こういったことでございます。 

○黛生活安全担当課長  防犯カメラのお尋ねについてお答えをさせていただきます。まず、成果でご

ざいますが、平成１４年に、品川区の治安が戦後最悪になりまして、そのときの犯罪認知件数

が６,０００件でございました。これが昨年度は２,４００件まで減少しているところでございます。ま

た、令和２年８月末では１,３２６件で、昨年同期に比べてこれもマイナス３１９件と減少しておりま

す。これにつきましては、防犯カメラの効果が大変大きいというふうに私も認識しているところでござ

います。 

 その意味で、委員からもお話のございました点から線、線から面というところを着実に進めていくた

めに、区の防犯カメラの補助制度につきまして、引き続きまちの皆様に知っていただく努力をしてまい

りたいと考えております。 
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○大澤広報広聴課長  水神公園のモニュメントでございますけれども、こちらは公園課がオリンピッ

クを前に作成したものでございます。電車からもよく見えますので、品川という区名の認知度アップに

は一定の効果はあるものと考えております。心理学的にも名前を知れば好感度は上がるという実験結果

がございますので、効果を数値として図ることは難しいとは思いますけれども、一定の効果があるとい

うふうに思っております。 

○黒田人事課長  働き方改革推進事業でございますが、令和元年度は職員の勤務時間に対する意識改

革推進といたしまして、終業予定時間宣言カードを作成しまして各職員に配布いたしました。これは

個々の職員のパソコンのディスプレイとかのところに、今日は何時に帰るというような時間を朝の段階

で宣言して勤務時間の意識を図るということを行っておりまして、各所属長はそのカードを見て、遅い

時間を掲げている職員がいれば、どのような仕事があるとかといったところを見える化するというよう

な事業に取り組んでおります。 

 また、各所属への人的な支援といたしましては、業務改善の推進に向けたビジネスプロセス・リエン

ジニアリング（ＢＰＲ）と呼ばれる手法を用いて業務の棚卸のモデル実施を行いましたが、こういった

業務改革を行うには一定の人的支援が必要ということがございまして、その改革に取り組む職場につい

て、人材派遣の配置を行ったところでございます。 

○中山会計管理者  事業者経営分析委託等についてのお尋ねでございます。これは例えばプロポーザ

ル等の委託をする際に、受託事業者の経営状況を確認させていただくことになります。受託事業者の経

営状況が悪化していますと、受託して倒産とかがあったら大変というところで、行政サービスの安定的

な提供を確保する目的で行っております。 

 内容といたしましては、公認会計士が対象事業所の財務諸表を確認して、それぞれＡからＥの評価を

行っているというものです。昨年度は１６１事業所の分析を行いまして、執行額は「等」が入っている

ので金額が大きくなっているのですが、この経営分析自体は、大体１６０万円ぐらいの執行額というこ

とになっております。 

○佐藤企画調整課長  公設民営、民設民営のご質問でございますが、いずれも民間ノウハウの活用と

良質なサービスの提供というところは変わりませんが、民設民営に関しましては、整備費負担が区は一

定かからないというところで財政負担の軽減が図られるというふうに考えております。 

○古巻文化観光課長  品川文化振興事業団に関します指定管理料もしくは助成金のことでございます

けれども、まず、区立総合区民会館および荏原平塚総合区民会館です。きゅりあん、スクエア荏原に関

しましては、こちらは品川文化振興事業団のほうへ指定管理をお願いしているというような形で指定管

理の費用を区から支払っております。もう１つ、こみゅにてぃぷらざ八潮については、これは委託で運

営をしていただいておりますので、委託料という形で区から支出があるという内容です。これはそれぞ

れ施設の運営に関わる経費ということで支払いがある、そういった内容になります。 

 品川文化振興事業団に対する助成金に関しましては、こちらはコンサート事業等、品川文化振興事業

団の事業に対する助成、それからもう１つは、メイプルセンターでありますとか、Ｏ美術館、品川区民

ギャラリーの運営に関しましては、こちらの助成金をもって補助をして管理運営している、そのような

形で品川文化振興事業団の事業が成り立っている、そういう形でございます。 

○藤原委員  防犯カメラについては、推進をよろしくお願いします。防犯カメラは上のほうから品川

区を網羅するという形なのですが、地上で、私は消極的なのですけれども、わんわんパトロールは、ま

だやっていこうと思っていらっしゃるのか確認します。 
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 それと、業務は会計管理者が位置付けられていると思うのですけれども、これ、本来の業務は、地方

自治法を見ましたが、こういう業務が会計管理者の仕事とはダイレクトには書いてありません。私が思

うのは、これは財政とか経理とか執行機関側の仕事ではないかと思うのです。その辺についてはどう思

われますか。 

 それと、シティプロモーション、「品川」「ＳＨＩＮＡＧＡＷＡ」のモニュメントは、電車で座って

乗っていると見えないのです。やっぱりもうシティプロモーションという形でやれば結構施策が通ると

いう考えではなくて、もう１つ１つを確認、検証していかないといけないと思うのですけれども、その

辺についてはいかがでしょうか。 

○黛生活安全担当課長  わんわんパトロールにつきましては、品川区は８３運動という他の区にも誇

ります強力な地域の見守り活動を実施していただいているところでございますが、こうした既存の防犯

活動に参加したいのだけれどもできないという方も、新しい社会の中で増えつつあるというふうに認識

しております。こういう方々の力を生かしていくという意味において、緩やかな連帯の中で一人ひとり

ができることをできる範囲でやっていくというような新しい形の防犯活動の１つのオプションというこ

とで、地道また着実に進めていきたいというふうに考えているところでございます。 

○中山会計管理者  会計管理者としての直接の仕事ではないのではないかというお尋ねでございます

が、やはり会計に関わる業務というところで、私ども、日頃から公認会計士の先生とかとのお付き合い

もございますし、新公会計制度となり財務４表を見たりする機会もございます。こういう経営分析があ

ることで、逆に職員の勉強にもなっているところもございますので、引き続き、会計管理室で対応して

いきたいと考えております。 

○大澤広報広聴課長  シティプロモーションでございますが、ほかの施策と同じように、効果を検証

しながら事業を展開していくべきだと考えておりますので、そのようにしてまいりたいと思います。 

○藤原委員  わんわんパトロールは、以前、伺ったときに、バッグを変えるとおっしゃっていました

ね。あれはどうなったかということと、シティプロモーション、これは検証の仕方が難しいし、検証す

ることにお金がたくさんかかってしまったら、これもまたどうかなと思うのですけれども、人口は伸び

ているということもありますので、その辺の検証も、検証方法はあると思うのですけれども、これから

していっていただきたいと思います。わんわんパトロールだけお答弁いただけますか。 

○黛生活安全担当課長  ご指摘のバッグでございますが、昨年度の反省をいたしまして、より魅力的

なものになりますように、プロのデザイナーの意見を聞き、また実際に犬を飼っている方の意見なども

踏まえまして、より魅力的でアピール度が増したものが、この間、できたところでございます。これを

積極的に活用してまいりたいと考えております。 

○あくつ委員長  次に、石田ちひろ委員。 

○石田（ち）委員  私からは、１７８ページの庁舎等管理費で、庁舎の建て替えについて伺いたいと

思います。現在、コロナ禍ということで、都内の感染者も２００人前後が続いている状況です。これか

らインフルエンザとの同時流行が懸念されるということですけれども、感染拡大を抑え込む対策は打た

れておりません。区内の中小業者や商店街、飲食店などからは、引き続き営業の継続の支援が必要な状

況だとの声が寄せられておりますし、これからの忘年会、新年会の時期も絶望的だというふうに考えて

いるという声もありました。ですので、やはり不要不急の事業を見直して、コロナ対策の財源に充てて

いくべきと私たち共産党はずっと求めているわけですけれども、そうした中、庁舎建て替えの計画は進

んでいるわけですけれども、現庁舎は、あと１６年耐用年数があります。正に建て替えを急ぐ必要はな
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い、不急だというふうに私は思うのですけれども、この新庁舎の建設費はどれぐらいかかるのか、見込

まれているのか伺いたいと思います。 

○濵中庁舎計画担当課長  新庁舎の建設費用に関するご質問に対してお答えしたいと思っております。 

 建設費用につきましては、建物の規模や導入する機能により変動いたします。費用や財源につきまし

ては、今後の検討項目ということでございます。 

○石田（ち）委員  今年度は、庁舎の機能検討をして、そして来年度、令和３年度は、基本構想、そ

して令和４年度は基本設計というふうに進んでいくわけですけれども、おおよその見込みはあるのでは

ないかと思うのです。やっぱり庁舎の建設費が莫大になるということは区民の理解も得られないと思い

ますので、おおよそ、やっぱりこれ以上は好ましくないという枠があると思うのです。そういうものを

考えるのは当然ではないかと思うのですけれども、そういった大枠でも決まっていないということで

しょうか。 

○濵中庁舎計画担当課長  引き続き新庁舎の概算費用についてのご質問かと思いますが、概算につき

ましても、今、機能と規模を検討している段階でございますので、これぐらいといったものはお示しで

きないところでございます。 

○石田（ち）委員  大枠というか、概算も今はないと、それなしで、基本設計まであと２年です。

持っていてもおかしくないのではないかと思うのですが、建設費の見通し、そうした大枠なりが決まる

のは、いつ頃になるのか伺いたいと思います。 

 それで、今、建設費がまだ決まっていないという状況なのであれば、コロナ禍ですから、一旦、今、

止めていくべきではないかと思うのです。考え直していくべきではないかと思うのです。現庁舎は、あ

と１６年使えるわけですから、まずはコロナ禍で苦しむ事業者の営業と区民の暮らしを守ることに使っ

ていく、収束してから考えても遅くないと思いますけれども、いかがでしょうか。 

○濵中庁舎計画担当課長  まず建設費用の見込みでございますが、今、機能と規模を検討していまし

て、来年度、予定では基本構想に入っていくというところで、だんだんと規模が固まっていくかと思っ

ています。また事業費ですとか、事業手法によっても費用の負担が変わっていきますので、そういった

ところを基本構想、また設計段階ではもう少し精緻な数字が出てくるかと思っております。 

 また、庁舎の建て替えの必要性でございますが、現本庁舎、議会棟、第三庁舎は、築５２年経過して

おります。また、建物本体の設備も老朽化が進んでおります。また、区を取り巻く環境も変わっていく、

また行政需要も変わっていく、そうした中で変わっていく需要等に対して対応できる区役所を検討して

いくことが必要であるかと思っております。 

○石田（ち）委員  そうは言っても、１６年もつというふうに議会の中でも答弁があるわけです。環

境も変わっていく。正に今、コロナ禍で環境が変わっている状況ですので、立ち止まって考えていくと

いう必要があると思いますし、不要不急の事業を見直していく、そしてコロナ対策の財源に充てていく

ということが必要なのではないかと思うのですけれども、いかがでしょうか。 

○濵中庁舎計画担当課長  まず耐用年数でございますが、免震や耐震の工事といったものは進めてき

ましたが、建物自体の老朽化や設備の老朽化が進んでおります。そうしたものに対応していくため、防

災拠点としても、行政の拠点としても、新庁舎の整備計画は着実に進めていく必要があるかと認識して

おります。 

○石田（ち）委員  様々おっしゃいますけれども、やっぱり１６年もつということなので、私は今立

ち止まってコロナ禍への対応にしっかりと財源を充てていくべきだと思っています。区民のための庁舎



－73－ 

ですから、その庁舎の建設費は、まず区民の暮らし、そして営業を守るということに使っていくべきだ

と改めて述べたいと思います。 

 それで、やっぱり区がこの計画を急ぐ理由は、広町の開発と一体だからですよね。開発と切り離して

考えれば、立ち止まる時間はしっかりあると私は思うのです。なので、そうした広町の開発と切り離し

て区の新庁舎の建設を考えるべきと思いますけれども、いかがでしょうか。 

○濵中庁舎計画担当課長  広町地区のまちづくりとの関連性についてお答えしたいと思います。広町

地区のまちづくりは、都市環境部のほうでしっかりと進めていきますので、そうした意味では、広町地

区とのまちづくりの連携は必要かと思っております。新庁舎の建設の計画に関しましては、区民や関係

者の皆様のお声をしっかり聞きながら、整備計画を策定するということで進めていきたいと思っており

ます。 

○石田（ち）委員  急ぐ必要はないと私は申し上げました。そして、それが開発と一体なので区はこ

の機を逃すなということで進めているわけですから、１６年もつ庁舎を一旦立ち止まって考え直しても、

しっかりと時間はありますので、開発と切り離して考えていただきたいと強く求めたいと思います。 

 そして、今、区が発表している資料等では、新庁舎ができた後の現庁舎跡地は、行政機能・にぎわい

ゾーンというふうになっているわけです。そのにぎわいゾーンところにはアリーナ等ということも示さ

れていますけれども、このアリーナ等は、どの部署で検討されることになるのか伺いたいと思います。 

○濵中庁舎計画担当課長  現庁舎の跡地の活用に関しましては、現段階では未定でございます。にぎ

わいゾーンということで、大井町エリアのにぎわいを向上させるような多目的な施設ということで検討

を進めておりますが、具体的には未定でございます。 

 また、どこの部署で検討していくかということにつきましても、現段階では検討段階というところで

ございます。 

○石田（ち）委員  来年が基本構想に入るわけですので、そうした現庁舎の跡地、区有地をどうして

いくかということも一体に考えていくべきだと思うので、そこはもう今、考えがあってもいいのではな

いかと思うのですけれども、区有地なので、区有地の跡地活用ということになってくるのか、広町のま

ちづくりと連携してというふうにおっしゃっていますので、そうした開発と一体した検討になってくる

のか、検討の方向性を教えてください。 

○佐藤企画調整課長  令和２年９月２３日の建設委員会でもご説明しているところでございますが、

広町地区におけるまちづくりの検討状況というところで、ＪＲ広町社宅跡地および区有地から成る広町

地区のまちづくりについては、ＪＲ東日本と平成３０年７月に協定を締結し検討を重ねているというと

ころです。こういった内容で、今進めているところでありまして、これ以上、特に具体的なところはま

だ決まっていないというところでございます。 

○石田（ち）委員  そうすると、この現庁舎跡地もＪＲとの協定という部分に入ってくるのでしょう

か。要は、どういう方向性で検討されるのか、検討中なのは分かるのですけれども、方向性を知りたい

のです。なので、まちづくりとの関連ということで、ＪＲとの協定というところに現庁舎跡地も入って

いるということでしょうか。 

○濵中庁舎計画担当課長  現庁舎の跡地活用につきましては、都市環境部のほうでＪＲ東日本との協

議を進めておりまして、東側のほうに都市機能を集積していく、また、現庁舎がある西側は行政機能や

防災機能を集約していく、また、にぎわいといったものを創出していくというところで計画を進めてお

りまして、それに基づいて、今後、検討していくような課題だと思っております。 
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○石田（ち）委員  ＪＲとの協定に現庁舎の跡地も、ＪＲとの協定の検討していく中に入っているの

かということを伺ったのですが、もう一度お願いします。 

○濵中庁舎計画担当課長  ＪＲとの協定に関するご質問がありましたが、都市環境部のほうでしっか

りと進めていっているということで、オフィシャルの回答は控えさせていただければと思っております。 

○あくつ委員長  所管が違うというところで、ぎりぎりのところでお答えいただいていると思うので、

そこら辺は配慮してください。 

○石田（ち）委員  ということは、やっぱり都市開発のほうの担当ということは、現庁舎跡地は開発

と一体ということで、開発のほうで進められるということで考えていいということですね。 

 やっぱり広町のまちづくりの開発と一体に進めるという、このこと自体に、新型コロナウイルス感染

症に関してもですけれども、問題があると私は思っています。いずれにしても現庁舎はあと１６年使え

るわけです。新庁舎の建設は開発と切り離して一旦立ち止まって、そしてコロナ対策優先に区民の暮ら

し、営業を守るために、不急の事業を見直していただきたいと思っています。そして、現庁舎の跡地も

開発と切り離していただいて、区有地ですので区民の財産です。区民のものです。区民が望んでいなが

ら足りていない、先ほどもありましたけれども、そうした施設を建設していくべきだと私は思います。

障害者施設、高齢者施設、子育て支援施設、そして公営住宅等々、区民が求めていながら足りな過ぎる

施設がたくさんこの品川にはあるのです。ですので、そうしたものにしっかりと使っていただきたいと

思いますけれども、いかがでしょうか。 

○濵中庁舎計画担当課長  まず、広町地区のまちづくりの関係ですが、まちづくりとは連携はしてい

きますが、改めまして、区民や関係者のお声をしっかりと聞きながら、新庁舎の整備計画の策定は進め

てまいります。 

 また、１６年使えるというふうにおっしゃられておられますが、設備や建物躯体自体の老朽化は進ん

でおります。また求められる行政機能も変わってきておりますので、新庁舎建設の必要性はございます。

その点でも整備計画を進めていきたいと思っております。 

 あと、跡地活用のほうも出ましたが、庁舎機能検討委員会におきましても、新庁舎に求められる機能

をまずしっかりと検討していきたいと思っております。庁内の検討や他自治体の先進事例、そして庁舎

機能検討委員会のお声をしっかりと聞きながら、新庁舎整備計画を着実に進めていきたいと思っており

ます。 

○石田（ち）委員  広く区民の声を聞いていただきたいのですけれども、今、庁舎機能検討委員会を

やられて公募区民も入っていますけれども、さらに広くアンケートをとっていただきたいと思うのです

けれども、そうした場面は、もしやろうとするならいつぐらいにできるのか、やる考えはあるのか伺い

たいと思います。 

○濵中庁舎計画担当課長  区民意見の聴取に関しましてご質問いただきました。区民意見の聴取、ア

ンケートですとかワークショップ等の様々な手法がございます。そうした手法をまず研究いたしまして、

また、何もないところで皆様から意見を賜るのもなかなか難しいかと思いますので、庁舎機能のまとめ

ができた段階ですとか、そういったたたき台ができた段階で、区民の皆様から意見をいただいていくの

がよいのかというところで検討を進めております。 

○石田（ち）委員  何を聞いても、検討、検討ということで、今の段階ではっきりしたことが分から

ない状況ですけれども、庁舎建設は開発と切り離して、そして住民参加、情報公開を徹底して進めて

いっていただきたいと思います。 
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○あくつ委員長  次に、たけうち委員。 

○たけうち委員  １７９ページの食堂厨房機器購入等、それから働き方改革推進事業をお伺いします。 

 食堂厨房機器購入等ですけれども、どのような内容かということと、それから、今、新型コロナウイ

ルス感染症の影響で食堂の利用状況がどうなっているか。たしか最近、この食堂もお弁当の配達を始め

たのではないかと思うのですが、ということは、かなりいろいろな厳しい状況なのかと思うのですけれ

ども、その辺の状況を教えてください。 

 それから、働き方改革推進事業は、先ほど出まして、決算審査意見書にも記載がありましたけれども、

昨年度は終業時間宣言カードを導入されたということですが、これは引き続き今年度も導入してやって

いらっしゃるかどうかということと、あと、今回のコロナ禍の中で、新たに「しながわ～く」、働き方

改革として、このコロナ禍を踏まえた対策を何かされているのかどうか教えてください。 

○黒田人事課長  まず、食堂厨房機器購入等の経費でございますが、こちらの食堂厨房の機器につい

ては区の所有でございますので、耐久年数を超えていたために、ガステーブルでありますとか、ガスレ

ンジ、電気ローレンジなどを交換するための工事を行っておりまして、また、冷凍・冷蔵庫の修繕など

も行っている経費でございます。 

 コロナ禍での利用状況ということでございますが、５月は利用数が少し落ち込んだのですけれども、

現在、１日食数の平均としては、１５０食程度ということで、経営としてはかなり厳しいということを

食堂の運営事業者から伺っているところでございます。どうしても昼休みの時間帯にお客さんが集中す

るというところで、そういった意味では、なかなか経営状況は厳しいというふうに認識しているところ

でございます。 

 働き方改革推進事業の中で、今年度、コロナ禍において対応しているところにつきましては、通勤時

間をずらすことによって感染防止に努めるということで、シフト勤務の活用をして、そのような対応で

職員の感染防止に努めているところでございます。 

 宣言カードにつきましては、昨年度作って、今年度も引き続き使ってはおるのですが、シフト勤務を

使いますと、どうしても勤務時間がややずれてまいりますので、そういったところも色の表示で、少し

残業時間が遅くなるというようなことを表せるようにしておりますので、引き続き活用を図ってまいり

たいというふうに考えてございます。 

○たけうち委員  食堂については分かりました。また、働き方改革につきましても分かったのですが、

お聞きしたいのが、両方に関連してくるのですが、例えば今、職員の方のお昼休みの時間帯のとり方、

戸籍住民課みたいな窓口は、交代、交代でとるのでしょうけれども、そうではない内勤でやっていらっ

しゃる区民と対応されていない方のお昼休みの時間設定は、今、どのようにされているのでしょうか。 

○黒田人事課長  庁舎型の基本の勤務時間が８時半から１７時１５分ということで、この場合は基本

的には１２時から１３時が昼休みになりますが、シフト勤務では、早い時間帯だと朝７時半の設定がご

ざいまして、遅い時間ですと９時半、１０時半、１１時半という出勤形態でございます。この場合は、

一律に時間をずらすことも考えられますが、職場の状況に応じて適宜休憩時間を分散化してとるように

ということで人事課から通知も出しておりますので、職場の窓口の混雑状況等に応じて分散して適宜昼

休みをとるような状況になってございます。 

○たけうち委員  私、今申し上げたのは、お昼休みの時間を、要は、今、食堂のほうもお昼に時間が

集中してしまってとおっしゃっていました。また、我々も食事を、私などはコンビニに買いに行くので

すけれども、お昼の１２時を過ぎてしまうと、職員の方が大勢並んでいらっしゃる。また、近隣のお店
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は最近行かないので分からないですけれども、そこももしかすると、お店もコロナ対策で少し席を空け

ているがゆえに、なおさらなかなか入りづらくて、今、もしかしたら、職員の方もお弁当にしてしまっ

ている方も多いのかもしれないのですけれども、ただ、そうなると、これからいろいろ考えていく中で、

職員の方のお食事をとる時間は、そういうものを買う時間でかなりとられてしまう。それで諦めてし

まってお弁当にしてしまおうとすると、近隣のお店だとか、そういうところに影響が出てくる。また食

堂もしかりなのですけれども、そう考えると、分からないですけれども、例えば、今、働き方改革です

けれども、お昼休みの時間帯は、ある意味、戦略的に区のほうでずらしていく、無理せずできる方はで

すけれども、そうすると、職員の方もある程度ゆっくりできる、また近隣にもいい影響が出るのかなと

思うのですけれども、考え方としてはいかがでしょうか。 

○黒田人事課長  今ご指摘いただいたとおり、できる限り休憩を分散化してとるようにということで

通知はしているところなのですが、ただ、戦略的にというところまではいってございませんで、今後も

コロナ対策も含めて分散するような形が進められるどうかについては、さらに引き続き検討してまいり

たいというふうに考えてございます。 

○たけうち委員  それでまたお弁当も、多分区役所のそれぞれの部署の方とかが有志でお弁当を、い

ろいろな業者からとっていらっしゃるのだと思うのです。そこについてどうのこうのというのではない

のですが、食堂もやっているぐらいですから、コロナ禍で非常に厳しいときに、区内の飲食店の方がお

弁当配達をやり出しているところもあるかと思うのです。そういう中で、これは無理やりというわけに

はいかないのでしょうけれども、いろいろそういうところを活用していくという言い方はおかしいので

すけれども、今既にとっているところだけでなくて、そういったところを何か支援できないかというふ

うに思うのですけれども、これはちょっと款が違うので、商業・ものづくり課のほうは結構なのですが、

今、課長の考えとしてはいかがでしょうか。 

○黒田人事課長  ただいまご指摘ありましたとおり、商業・ものづくり課のほうで商店街の中の飲食

店のお弁当について、庁内でコロナ禍の対策ということで、案内があって注文するというような取り組

みもありましたので、そこのところについても、今後何ができるかということも含めて検討してまいり

たいというふうに考えてございます。 

○たけうち委員  時間があるので、さっきちょっと聞き漏らしたというか、食堂で令和元年度にやっ

た中で、違っていたら言ってください、今まで大人数で相席になっていたところを、１人で来た職員な

り区民の方が、相席だと嫌だと言って帰ってしまうので１人用の単独席もつくろうという、何かそのよ

うな改修もされたように書類を見るとなっているのですけれども、これは新型コロナウイルス感染症の

前の対応だったのですが、そういった面では、それが今、コロナ対策としても有効になっているのかど

うか、そういうふうにされたのかどうか一応教えてください。 

○黒田人事課長  窓際にテーブルを置きましてカウンター席のような配置替えをしましたのは、昨年

度、令和元年度５月の再オープンのときに机を入れて相席にならないようにという形で、こちらは利用

が高くなっております。今年度はコロナ対策としまして、中にあるテーブルの真ん中に衝立を立てまし

て、向かい合って食事をするときに飛沫の防止ということで対応をとっているというところでございま

す。 

○たけうち委員  これから新しい庁舎の計画が行なわれる中で、今、食堂をどうするかというのは、

まだこれから検討されてくるかと思いますが、またそうした様々なことも踏まえて、ぜひよろしくお願

いします。 
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○あくつ委員長  次に、大沢委員。 

○大沢委員  お願いします。１８５ページ、町会について、そして１９３ページ、観光について、２

点聞かせていただきますが、まず、１９３ページの観光のほうからお尋ねさせていただきたいと思いま

す。 

 都市型観光ということで、もう既に皆さん、十分に都市型観光とは何ぞやということで認識している

とは思うのですけれども、まず都市型観光について改めてどのようなものか聞かせてください。 

○古巻文化観光課長  「都市型観光」という言葉でございますけれども、都市型観光プランを策定し

てございますが、品川区におけます観光の考え方としまして、商店街であったりとか、そういった部分

を使って観光事業を推進していく、都市の特性を生かした観光事業ということで、都市型観光というふ

うに言っております。 

○大沢委員  今、商店街を生かしたとか、あとグルメ、食もあるでしょうし、商店街のみならず、い

ろいろな部分があるとは思うのですけれども、今、あえて課長が「商店街」というふうな文言を出して

いただいたのでお尋ねさせていただきますけれども、都市型観光、これはあくまでも日本人であったり、

外国の方であったりということで、主に区の仕掛けとしては、インバウンドを対象にこの事業をしてい

ると思います。日本の方の場合は、どちらかといえば、観光というより散歩というような、２３区の方

たちが品川区内に来られるのは散歩というようなイメージと捉えさせていただいて、外国人の方に対し

て、都市型観光という事業を行っているからには、さぞやたくさん品川区内に往来があろうかとは思う

のですけれども、一体どのぐらいの往来があるのか、認識を聞かせてください。 

○古巻文化観光課長  外国人の来訪者数は、なかなかとりづらいものがあって、東京都全体でという

ような数字は幾つか目にしたことはあるのですけれども、品川区固有のそういった数字はとっていない

ものですから、今後、そういった部分を含めて統計調査等はしていきたいと考えておりますけれども、

今現在、申し訳ありません、具体的な数字の持ち合わせはありません。最近は、新型コロナウイルス感

染症の影響もありまして、外国人の往来は少ない、そのような状況でございますけれども、今後またオ

リンピックを含めまして、様々な事業をしていく中で、それなりの数の方がいらしているのかと、その

ように感じているところでございます。 

○大沢委員  オリンピックは予定をした時期から新型コロナウイルス感染症で延びてしまったのです

けれども、今まで様々な事業で、この話の出どころが商店街でしたから、商店という部分でいくと、英

語少し通じます商店街とか、いろいろな部分で外国人の方に対応して居心地のいいような商店街あるい

は空間をつくろうという部分で雰囲気づくりをしてきたと思うのですけれども、私の見たところは小山

の商店街になりますが、生活者としての外国の方は多く見受けられるのですけれども、明らかに旅をし

ているなというような外国の方は、ほとんど見受けられないのです。そうなると、やはり事業として、

もう１回考えて工夫を１つ２つ行う必要があるとは思うのですけれども、どういうふうにお考えになり

ますか。 

○古巻文化観光課長  都市型観光ということで、インバウンドも確かに大きな１つの施策ではありま

すけれども、もともと日本の観光事業は内需が多いのだというようなことも聞いております。品川区に

おきましても、近隣の方、地域の方がより身近な商店街に来訪したりとか、また、区内におきましても、

西部のほうから東の水辺のほうへいらしたりとか、区内の往来も観光の１つの目的ということで、そう

いった魅力をアピールしていくという意味での観光といったものを進めていくのが都市型観光だという

ふうに考えておりますので、あまり外国人というところに力点を置いているというよりは、もちろんオ
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リンピック等ありましたので外国人に対してということはございますけれども、それだけではない、そ

のような形で観光を進めているというふうに認識しております。 

○大沢委員  そこで、さっきお話しした名だたる観光地はコロナ禍で大きな影響を受けておりまして、

やはり観光というのは水物なところがあるわけでありますが、内需ということで、今、課長からお話を

いただいた。その観光という考え方というよりも、むしろ散歩という切り口で観光施策を進めていった

らいかがかと思うのですけれども、どのようにお考えになりますか。 

○古巻文化観光課長  今、委員からご指摘のあった「散歩」という表現なのかどうかはありますけれ

ども、区内の方が区内を訪れる、もしくは近隣の方が品川区を訪れていただくような、そのような身近

な場所としての品川区の魅力を発信していく、こういったことも観光施策としては重要だというふうに

認識しております。 

○大沢委員  ９月に東京国際クルーズターミナルができました。沖縄の泊港、博多、小樽、そしてま

た神戸、横浜ということで、今、止まってしまっていますけれども、中国から多数のクルーズ船が来て、

それが直接売上に結び付いていないやにも聞きますけれども、にぎわいをかもし出すには大きな要素に

なると思うのですけれども、外国船、今日ちょっと見ただけでも１日に３５０何隻が、タンカー等々を

含めて出入りしているわけです。ここに大型クルーズ船が入ってくるとなると、それこそ先ほどのイン

バウンドではないですけれども、場所が比較的近いわけですから、外国のお客さんもどんどん増えてい

くと思うのですけれども、それに対しての戦略についてどういうふうにお考えになっているか教えてく

ださい。 

○古巻文化観光課長  国際クルーズターミナルに関しましては、本来ですと、オリンピック期間中、

例えばクルーズターミナルのほうから区内といいましょうか、天王洲を結ぶ舟運を予定していたりとか、

そういった形でなるべく国際クルーズターミナルのほうへいらしていただいた来訪者の方に区内へ誘致

をするような、そういった動機付けができるような事業を考えておりました。また今後もそういった形

で、いかにクルーズターミナルを活用できるかについては積極的に考えてまいりたいというふうに思い

ます。 

○大沢委員  ぜひとも外からの、労せずして回遊というか、観光客が来るわけですから、そこのとこ

ろは大きく捉えていただいて、何かの仕掛けをぜひともしていただきたいと思っております。これにつ

いては終わります。 

 町会・自治会についてですけれども、町会というのは、そもそも行政組織なのでしょうか。それとも

自治組織なのでしょうか。どのようにお考えか、地域活動課長の見解をお伺いいたします。 

○川島地域活動課長  町会につきましては、法律的な根拠を持たない任意の地縁組織であるというふ

うになってございます。 

○大沢委員  この意味合いを調べますと、必ず「地縁組織」という単語が出てまいりますけれども、

昨今、やはりいろいろと区からのお願い事が数多くあるわけでありまして、そうなると、やはり地縁組

織から行政組織により近いような感じを感ずることができるのですけれども、その仕事の多さの部分で、

行政組織と地縁組織というものをうまくミックスするために「協働」という言葉が生まれて、行政組織

から脱皮するべく共同作業ということで、自治組織という意味合いというか、意識を強く持たせる部分

があると思うのですけれども、町会への加入が少ないという部分はずっと言われておりまして、この間、

若い方たちと話したら、雑な表現になりますけれども、これは区の行政の部分の１つの駒ではないか、

いろいろな負担とか強制的に何かお手伝いしなければいけないのでしょうというような話をされたので
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すけれども、いや、そうではないですよ、地縁組織なのでと、あくまでも任意だと申し上げましたけれ

ども、やはりいろいろと警察、消防、そしてまた地域の仕事等々を見ると、やはり多少なりとも、そう

いうふうに感じるのです。令和の町会を考えた場合に、イメージアップはしているのは分かるのですけ

れども、やっぱり平成から令和に変わったので、さらに脱皮をしながら町会のイメージをかもし出すよ

うな取り組みが必要だと思うのですけれども、どういうふうにお考えになりますか。 

○川島地域活動課長  正に行政組織と同じぐらいいろいろな行政からの依頼が多いというような話は、

私どものほうにも言われているところでございます。平成２８年に制定しました町会および自治会の活

動活性化の推進に関する条例の中でも、区と町会につきましては、協働の最大のパートナーであるとい

うふうに位置づけておりますので、ご指摘のところはあながち間違ってはいないというところだと思い

ますが、これから先、どうしていくかというようなところは、区としましても、依頼事項の整理をして、

一定のルールのもとにお願いするような形で整理してきています。それから、財政的な支援ということ

で、助成金、補助金という形で活動の支援をしてきております。そのほか、まずは町会・自治会の活動

を知っていただくという情報発信支援というようなところも大事だというところで、ホームページの作

成支援ですとか、ＳＮＳの活用といったところも含めて、いろいろと手を打ってきているところでござ

います。今、大きな問題で言うと、実際の町会・自治会のほうで、そういったものの担い手の方がなか

なかいないというようなところで、実際は区で支援をしましても、それは維持管理ですとか、更新だと

かというようなところができないということをよく聞くところですので、その辺の活路をどのように見

出していくかということをこれから研究していかなければならないというふうに考えております。 

○あくつ委員長  次に、石田秀男委員。 

○石田（秀）委員  私は、依命通達が出された中の１６５ページ、長期基本計画に基づいた部分

と、１８５ページ、クラウドファンディング活用支援、それから、今、話が出ましたけれども、１８３

ページ、それから１８５ページ、地域コミュニティの活性化ということで、町会については、私は地域

コミュニティの中心的な役割を担っていると思っておりますので、それについて２点ほど、お話を伺い

たいと思います。 

 １つ目は、依命通達の中には長期基本計画を踏まえた上での斬新な発想や既存事業の見直しの徹底と

優先順位など、こういうふうに書いてあって、私はこれは大変に期待をしております。そのときに、私

は、若い職員の方々の発想とか意見が取り上げられる環境整備を非常にやっていただきたいと思ってい

ます。若い職員の方が、どうせそういう提案をしても上層部で決められてしまうからやめておこうとい

うことではなくて、我々の提案が区民の皆様にとって、よりよい政策につながってよかったと思えるよ

うな体制が必要と考えています。私はこういうことがいろいろできるようになれば、結果として新規事

業もいろいろ出てきてつながってくるのだろうと思っておりまして、そこら辺のところをどうお考えか

ということもお聞かせ願いたいと思います。 

 それから、もう１つ書かれているのは、クラウドファンディングやネーミングライツ等の活用を検討

し、税外収入の確保に努めるとされております。これも非常に期待をしています。これも様々新たな発

想でやっていただいて、いろいろチャレンジをしていこうよというところをぜひ育てていただきたいと

思っています。それには、職員の中でいいので、見える形のコンペみたいなものをやっていただきたい

と思っておりますので、そこら辺の考えをお願いします。 

 それから、町会は、今言いましたように、町会加入率が非常に低下している。近所づき合いが希薄化

している。地域活動の担い手が、今もお話がありましたが、すごく不足している。特に担い手は高齢化
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している、これも問題になっているのだろうと思っています。 

 そこで、これはネットで私が探して、いいと書いてあったので言うけれども、あまりほかがやってい

るからと言うのは好きではないのだけれども、若い世代に向けた地域のＳＮＳのアプリの「ＰＩＡＺＺ

Ａ（ピアッツァ）」の導入をしたほうがいいと、入れているところもあるのだけれども、そういうふう

に書いてあったので、それは一言だけ言うだけで結構ですが。 

 あと、マンションと町会の関係をある程度強化していかなくてはならないのだろうと思っています。 

 それから、企業や勤務者、町会のある地区に勤務をしてくる方々、そういう方々と新たな地域コミュ

ニティの組織をつくっていくというプラットフォーム化をしていかなくてはならないだろうと思ってお

ります。 

 それから、祭礼やイベント、カフェ等でもいいのですけれども、新たなきっかけによるつながりをつ

くっていく、こういうことも含めて、行政側から仕掛けてもらって、こういうコロナ禍で、うちの町会

もそうですけれども、１回も役員会はやっていませんけれども、ちょっとした集まりも、今、ＬＩＮＥ

でやろうとか、そのような形であります。こういうときだからこそ予算をしっかりつけて、こういうこ

とを来年チャレンジしてくださいぐらいの発想があっていいのだろうと思っておりますので、その点も

お聞かせください。 

 それから、地域で今、イベントも全くない。そういうことになっている中で、子どもたち、今、学校

に行っていて、子どもたちも頑張っているのだろうと思っています。学校の教員も頑張られている。そ

れは大変ご苦労いただいているのだろうと思っていますが、私は、そういう地域イベントとかの手伝い

とか、世代の違う子どもや大人とのコミュニケーションをしていく場、こういうことが非常によくて、

コミュニケーションにおいて最も大切なこと、相手を尊重することを学ぶ貴重な体験の場なのだろうと

思っております。そういうコミュニケーションをとることの大切さを学べるイベント等に子どもたちを

いろいろ携わらせる、今現在やっていないとは言いません。区民まつりだとか、いろいろなところなと

ころで、うちの町会もやっています。そういうところで、それをさらにもう一段進んでやっていく動き

は、やはり、行政からこういうこともあるからこうしていこうよということが、もう一段必要な気がし

てならないので、そこら辺の話をお聞かせいただきたいと思います。 

○黒田人事課長  それでは、若手職員の発想や意見の取り上げというところに関連してご答弁させて

いただきます。 

 まず、研修では、平成２８年度から、主任昇任者を対象に、グループごとに課題解決のために自分た

ちで施策を検討し、所管する課長などにプレゼンテーションした後に、職員提案制度に応募するという

ような政策形成研修というものを行っております。ただ、課題といたしましては、どうしても区民ニー

ズを捉えるというよりも、目新しい他の自治体でやっている施策の模倣であったりとか、民間事業者が

行っている事業を公費で行うというような提案も見受けられることから、問題としましては、施策を立

案する際に、区民ニーズを的確に捉えて、どのような手法が効果的・効率的であるかを組織的・継続的

に検討していく過程を研修で学ぶというところが必要かというふうに思ってございます。ここで学んだ

手法をそれぞれ所属する自分の所管の仕事の中でいかに自分の発想を入れていくかというところが非常

に重要ではないかというふうに考えてございます。 

○川島地域活動課長  まず、ＳＮＳアプリ等の活用のお話につきましては、このたび地域センターの

所長などとのヒアリングという形で、私どものほうで調査を行ったところですけれども、正確な調査で

はないのですが、町会長たちのスマホの普及率は大体７割ぐらい、それからＬＩＮＥも１割以下ぐらい
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ではないかというようなところがあります。なかなか情報発信も担い手のほうにまだまだ普及していな

い部分もあるのかというのが今の課題だと思っております。 

 それから、マンション等の関係強化につきましては、条例の中でも地域連絡調整員の選任を設けてお

ります。そちらの活用をしながら、町会活動がどれだけ区にとって寄与しているかというところも訴え

るところも必要でございますので、今後、地域センターの所長と連携しながら対応していきたいと思っ

ております。 

 それから、企業と町会との関係ですけれども、こちらは昨年、ＣＳＲ推進協議会の分科会の中でも

ちょっとお話をお聞きしたのですけれども、企業の方としても、町会が何をしてほしいかというのが分

からないということがまず１つございまして、いろいろ話をしていく中で相互に顔が見える関係を構築

する中でも、地域センターの所長の役割の重要性が出てきたところでございます。そういったところで、

地域と企業のパイプ役となれるようなところをどのように構築していくかということが課題の１つであ

るというふうに思っております。 

 それから、補助制度です。こちらは様々いろいろな要望にお応えしながら事業実施の補助金の制度を

構築してまいっておりますので、その中でいろいろなお声を聞きながら決めていければと思います。 

 それから、児童・生徒と地域のコミュニケーションの部分でございます。こちらも既に地区委員会事

業では、子どもがスタッフとして参加したり、企画から参加したりというようなところもございますの

で、そういった事業が多くの地区で行われるように進めてまいりたいと思っております。 

○石田（秀）委員  私がたくさんしゃべってしまったのですけれども、言いたいことはたくさんあり

ますが、また改めて言います。ただ、政策形成研修は、こうやってどうやっていこうというぐらいは私

も分かっているけれども、現実に何かやったかというのはなかなかやっていない。それから、子どもた

ちも現実にいろいろなことをやるにしても、それを一段進んだところ、それから勤務者とかそういうと

ころは何をやったらいいか、そういうところにしっかり言えるように指導していくというのも私は行政

の１つの仕事だと思っているので、そこら辺はぜひよろしくお願いします。終わります。 

○あくつ委員長  以上をもちまして、本日予定の審査は全て終了いたしました。 

 次の会議は、明日、午前１０時から開きます。 

 本日は、これをもって閉会いたします。 

○午後５時２５分閉会 

                                              

委 員 長  あくつ 広 王 


