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○午前１０時００分開会 

 

○渡部委員長  ただいまより、決算特別委員会を開きます。 

 それでは、令和２年度品川区一般会計歳入歳出決算、令和２年品川区国民健康保険事業会計歳入歳出

決算、令和２年度品川区後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算および令和２年度品川区介護保険特別会

計歳入歳出決算を一括議題に供します。 

 本日の審査項目は、一般会計歳入歳出決算歳出のうち第３款民生費、国民健康保険事業会計歳入歳出

決算、後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算および介護保険特別会計歳入歳出決算でございますので、

ご了承願います。 

 それでは、これより本日予定の審査項目のすべてを一括して説明願います。 

○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。 

 一般会計第３款民生費からご説明申し上げます。決算書の２１４ページをお願いいたします。 

 第３款民生費は、予算現額、左から２列目の計に並びまして、１,３４４億１,５２４万６,０００円、

その３列右になりますが、支出済額は１,２９２億２,８９４万２,５４８円で、執行率は９６.１％、対

前年度４４３億８,６１２万４,２６４円、５２.３％の増であります。増の主なものは、特別定額給付

金、区内私立保育園経費、高齢者福祉施設整備費などであります。 

 １項社会福祉費の支出済額は６６６億８,８５３万１,０３８円で、執行率は９８.３％であります。 

 １目福祉計画費では、特別定額給付金、小山台二丁目用地取得経費等などを支出いたしました。 

 ２枚おめくりいただきまして、２１８ページにまいります。２目高齢者福祉費では、介護予防支援ケ

アマネジメント等事業、認知症高齢者支援事業や戸越台特別養護老人ホーム等大規模改修工事などを行

いました。 

 ３枚おめくりいただきまして、２２４ページにまいります。３目高齢者地域支援費では、高齢者社会

参加促進事業や東品川シルバーセンター改修工事などを行いました。 

 次の２２６ページにまいりまして、下段にございます、４目障害者福祉費では、自立支援給付や西大

井三丁目グループホーム整備に向けて用地取得などを行いました。 

 続きまして、２３８ページをお願いいたします。５目国保医療年金費は、国民年金事務費などでござ

います。 

 下段にまいりまして、２項児童福祉費の支出済額は５０１億１２６万５,７６０円で、執行率

は９４.０％であります。 

 １目子ども育成費では、児童相談所移管推進事業やすまいるスクールの運営などを行いました。 

 ３枚おめくりいただきまして、２４４ページにまいります。２目子ども家庭支援センター費では、児

童相談事業や家庭あんしんセンターの運営などを行いました。 

 １枚おめくりいただきまして、２４６ページにまいります。３目子育て応援費では、児童手当給付金

や子育て世帯臨時特別給付金の支給などを行いました。 

 ２枚おめくりいただきまして、２５０ページにまいります。４目児童保育費では、保育園や幼保一体

施設などの運営、八潮地区保育園等の改築などを行いました。 

 続きまして、２６０ページをお願いいたします。５目保育支援費では、私立保育園や私立幼稚園の経

費の支出、またオアシスルーム・ポップンルームの運営などを行いました。 

 続きまして、２６８ページをお願いいたします。３項生活保護費の支出済額は１２４億３,９１４万 
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５,７５０円で、執行率は９４.１％、主なものは生活扶助費、医療扶助費であります。 

 民生費の説明は以上でございます。 

 次に、恐れ入りますが、４０２ページをお願いいたします。国民健康保険事業会計のご説明をいたし

ます。 

 歳入第１款国民健康保険料は、予算現額８８億８,４２８万５,０００円、４列右にまいりまして、収

入済額は９３億３,８８４万８,４４２円で、収入率は１０５.１％、対前年度マイナス２億５,１３６

万５５４円、２.６％の減であります。 

 １項国民健康保険料の収入済額は、１目一般被保険者国民健康保険料が９３億３,８５１万 

９,０２１円、２目退職被保険者等国民健康保険料が３２万９,４２１円であります。 

 次の４０４ページにまいりまして、第２款使用料及び手数料は、予算現額１３万５,０００円、収入

済額は１２万２,４００円で、収入率は９０.７％、これは保険料納付証明等手数料４０８件分でありま

す。 

 第３款国庫支出金は、予算現額３億１,８１６万３,０００円、収入済額は３億９０３万１,０００円

で、収入率は９７.１％、これは国民健康保険災害臨時特例補助金であります。 

 次のページにまいりまして、第４款都支出金は、予算現額２２４億９,６６３万２,０００円、収入済

額は２１７億８,６８８万１,５４６円で、収入率は９６.８％であります。 

 第５款繰入金は、予算現額３４億９,７０８万６,０００円、収入済額は３４億９,７０８万 

５,７１２円で、収入率は１００％、一般会計からの繰入金であります。 

 次のページにまいりまして、第６款繰越金は、予算現額４億９,２２０万６,０００円、収入済額は 

４億９,２２０万６,２３１円で、収入率は１００％であります。 

 第７款諸収入は、予算現額８,８８４万円、収入済額は８,８００万７,７８６円で、収入率

は９９.１％であります。 

 １項延滞金、加算金及び過料の収入済額は６４万３,７６６円で、一般被保険者延滞金等であります。 

 次のページ、２項雑入の収入済額は８,７３６万４,０２０円で、主なものは１目一般被保険者第三者

納付金と、３目一般被保険者返納金であります。 

 歳入の説明は以上でございます。 

 ２枚おめくりいただきまして、４１４ページをお願いいたします。歳出をご説明いたします。 

 第１款総務費は、予算現額７億７,６１５万３,０００円、支出済額は７億２,１４７万７,６３２円で、

執行率は９３％、システム運用および改修費などを支出いたしました。 

 次のページにまいりまして、第２款保険給付費は、予算現額２２０億８,１２６万７,０００円、支出

済額は２１１億７,４８０万２,３６８円で、執行率は９５.９％であります。 

 １項療養諸費の支出済額は１８４億３,１２４万９,３６５円であります。 

 ２枚おめくりいただきまして、４２０ページにまいります。２項高額療養費の支出済額は２５億 

８,７９２万１,１１０円で、主なものは一般被保険者高額療養費４万７,７０２件分であります。 

 次のページにまいりまして、３項移送費の支出済額は２７万６,４３４円で、一般被保険者移送費で

あります。 

 ４項出産育児諸費の支出済額は１億１９３万５,７５０円で、出産育児一時金２３６件分の経費であ

ります。 

 次のページにまいりまして、第５項葬祭費の支出済額は２,８２１万円で、４０３件分であります。 



－5－ 

 ６項結核・精神医療給付金の支出済額は２,３９７万８,３８３円で、１万９,０４１件分であります。 

 ７項傷病手当金の支出済額は１２３万１,３２６円で、新型コロナウイルス感染症対策１７件分の経

費であります。 

 第３款国民健康保険事業費納付金は、予算現額１２１億１,４７８万２,０００円で、支出済額

は１２１億１,４７８万１,１３１円で、執行率は１００％であります。 

 １枚おめくりいただきまして、４２６ページにまいります。１項医療給付費分の支出済額は８４億 

３,８７１万２,０７０円であります。 

 ２項後期高齢者支援金等分の支出済額は２６億５６１万５,８７２円であります。 

 ３項介護納付金分の支出済額は１０億７,０４５万３,１８９円であります。 

 次のページにまいりまして、第４款保健事業費は、予算現額３億１,２３９万１,０００円、支出済額

は２億５,６６３万３,４２６円で、執行率は８２.０％であります。 

 １項特定健康診査等事業費の支出済額は２億４,７７７万８,０８２円で、特定健康診査１万 

６,２２６人分などであります。 

 ２項保健事業費の支出済額は８８５万５,３４４円であります。 

 次のページにまいりまして、第５款諸支出金は、予算現額３億２,２８４万７,５５５円、支出済額

は３億２,２６６万７,８５８円で、執行率は９９.９％であります。 

 次のページにまいりまして、第６款予備費には、支出済額はございません。 

 国民健康保険事業会計の説明は以上でございます。 

 恐れ入りますが２枚おめくりいただきまして、４３６ページをお願いいたします。後期高齢者医療特

別会計をご説明申し上げます。 

 歳入第１款後期高齢者医療保険料は、予算現額４４億２,４３２万４,０００円、収入済額は４４億 

２,１６６万６,６００円で、収入率は９９.９％であります。 

 第２款使用料及び手数料は、予算現額３,０００円、収入済額は５,４００円であります。 

 第３款広域連合支出金は、予算現額４,２３５万８,０００円、収入済額は４,１１１万３,０９０円で、

収入率は９７.１％であります。 

 次のページにまいりまして、中段にございます第４款繰入金は、予算現額４０億８,１５５万 

８,０００円、収入済額は４０億６,１５５万８,０００円で、収入率は９９.５％、一般会計からの繰入

であります。 

 次のページにまいりまして、第５款繰越金は、予算現額８,９７１万５,０００円、収入済額

は８,９７１万５,５７６円で、収入率は１００％であります。 

 第６款諸収入は、予算現額２億２,３０１万８,０００円、収入済額は２億１,５１２万２,１５３円で、

収入率は９６.５％、主なものは葬祭事業費などの受託事業収入であります。 

 歳入の説明は以上でございます。 

 恐れ入りますが、２枚おめくりいただきまして、４４４ページをお願いいたします。歳出をご説明申

し上げます。 

 第１款総務費は、予算現額１億９,７１３万９,０００円、支出済額は１億８,５０６万４,４７３円で、

執行率は９３.９％であります。 

 １項総務管理費の支出済額は１億５,３３７万３,５０４円で、システム運用および改修経費などであ

ります。 
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 ２項徴収費の支出済額は３,１６９万９６９円であります。 

 次のページにまいりまして、中段にございます第２款分担金及び負担金は、予算現額８１億 

９,５５６万１,０００円、支出済額は８１億７,７７８万２,９８５円で、執行率は９９.８％でありま

す。 

 次のページにまいりまして、第３款保健事業費は、予算現額２億５,３０６万２,０００円、支出済額

は２億１,２０２万２,６９７円で、執行率は８３.８％であります。ここでは健康診査費１万 

５,４０９人分などを支出いたしました。 

 第４款保険給付費は、予算現額１億８,０８０万円、支出済額は１億６,４４２万円で、執行率

は９０.９％、葬祭費２,１３６件分などを支出いたしました。 

 次のページにまいりまして、第５款諸支出金は、予算現額１,４４１万４,０００円、支出済額

は７１８万５,９００円で、執行率は４９.９％、過誤納保険料の還付金などであります。 

 第６款予備費には支出済額はございません。 

 後期高齢者医療特別会計の説明は以上です。 

 恐れ入りますが、３枚おめくりいただきまして、４５６ページをお願いいたします。最後に介護保険

特別会計をご説明申し上げます。 

 歳入第１款保険料は、予算現額５４億５,５７１万５,０００円、収入済額は５３億７,７６８万 

８,００１円で、収入率は９８.６％であります。 

 第２款使用料及び手数料は、予算現額１,０００円、収入済額は３,０００円であります。 

 第３款国庫支出金は、予算現額５６億９,４３７万３,０００円、収入済額は５６億８,０３７万 

１,４０５円で、収入率は９９.８％であります。 

 １項国庫負担金の収入済額は４１億９,９１４万１,３５０円であります。 

 次のページにまいりまして、２項国庫補助金の収入済額は１４億８,１２３万５５円であります。 

 次のページにまいりまして、下段にございます第４款支払基金交付金は、予算現額６７億 

３,２３６万１,０００円、収入済額は６５億８３７万１,８６２円で、収入率は９６.７％であります。 

 次のページにまいりまして、第５款都支出金は、予算現額３９億６,７５４万３,０００円、収入済額

は３８億５,６８２万８,４３５円で、収入率は９７.２％であります。 

 １項都負担金の収入済額は３６億２,９７８万５,９０８円、介護給付費負担金であります。 

 次のページにまいりまして、２項都補助金の収入済額は２億２,７０４万２,５２７円で、主なものは

介護予防・日常生活支援総合事業における地域支援事業交付金であります。 

 第６款財産収入は、予算現額１６万円、収入済額は１６万４３８円で、収入率は１００.３％、介護

給付費等準備基金利子であります。 

 次のページにまいりまして、第７款繰入金は、予算現額４３億６,２３３万５,０００円、収入済額

は４２億３,１０５万５,０００円で、収入率は９７％、一般会計と基金からの繰入であります。 

 次のページにまいりまして、第８款繰越金は、予算現額３,４５８万６,０００円、収入済額

は３,４５８万６,０６１円で、収入率は１００％であります。 

 第９款諸収入は、予算現額１,５１３万７,０００円、収入済額は１,４４０万２,３９８円で、収入率

は９５.１％、主なものは介護予防事業に係る自己負担金であります。 

 歳入の説明は以上でございます。 

 ２枚おめくりいただきまして、４７２ページの歳出をご説明申し上げます。 
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 第１款総務費は、予算現額６億７,９７６万３,０００円、支出済額は６億１,５０１万９,９４４円で、

執行率は９０.５％であります。 

 １項総務管理費の支出済額は４億５,０５７万８,２５５円で、システム経費などを支出いたしました。 

 次のページにまいりまして、２項徴収費の支出済額は３,８６３万５,４１７円であります。 

 ３項介護認定審査会費の支出済額は１億６２０万８,１４８円であります。 

 次のページにまいりまして、４項趣旨普及費の支出済額は６１３万９,８００円であります。 

 ５項介護保険制度推進委員会費の支出済額は１,２９２万１,５９９円であります。 

 次のページにまいりまして、６項地域密着型サービス事業者指定等事務費の支出済額は５３万 

６,７２５円であります。 

 第２款保険給付費は、予算現額２３７億７２０万６,０００円、支出済額は２３０億２,３０７万 

７,８０２円で、執行率は９７.１％であります。 

 １項居宅介護サービス等諸費の支出済額は１４５億８,０４４万２,２５２円であります。 

 次のページにまいりまして、２項施設介護サービス費の支出済額は６０億１,１５０万９,８４１円で

あります。 

 ３項介護予防サービス等諸費の支出済額は１０億５,７７３万３００円であります。 

 次のページにまいりまして、４項その他諸費の支出済額は２,５４５万６,５８７円であります。 

 ５項高額介護サービス等費の支出済額は８億６,６８６万８２９円であります。 

 次のページにまいりまして、６項特定入所者介護サービス等費の支出済額は４億６,９１８万 

５,３４７円であります。 

 ７項特別給付費の支出済額は１,１８９万２,６４６円であります。 

 次のページにまいりまして、第３款地域支援事業費は、予算現額１６億８,１３９万９,０００円、支

出済額は１４億４,７０１万９,８８０円で、執行率は８６.１％であります。 

 １項介護予防・生活支援サービス事業費の支出済額は９億３,１８４万４,８９８円で、予防訪問事業、

予防通所事業などを行いました。 

 ２項一般介護予防事業費の支出済額は９,１３６万７,７８６円であります。 

 次のページにまいりまして、３項包括的支援事業・任意事業費の支出済額は４億２,１４１万 

１,７５６円であります。 

 ２枚おめくりいただきまして、４９２ページをご覧ください。中段にございます４項その他諸費の支

出済額は、２３９万５,４４０円であります。 

 第４款基金積立金は、予算現額６,７７７万９,０００円、支出済額は６,７７７万８,５９８円で、執

行率は１００％であります。 

 次のページにまいりまして、第５款諸支出金は、予算現額１億１,０４６万４,０００円、支出済額

は１億９９８万１,６６２円で、執行率は９９.６％であります。 

 第６款予備費には支出済額はございません。 

 以上で説明を終わります。ご審議よろしくお願いいたします。 

○渡部委員長  以上で、本日の審査項目のすべての説明が終わりました。 

 質疑に入ります前に、今現在２８名の方の通告を頂いております。 

 これより質疑に入ります。 

 ご発言願います。西村直子委員。 
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○西村委員  民生費２５１ページ、家庭相談事業等から養育費確保支援。２６１ページ、区内私立保

育園経費。２６７ページ、私立幼稚園費。時間が許せば、２４３ページのすまいるスクール運営費につ

いて順不同で伺ってまいります。 

 まずは、養育費確保支援について伺います。区は、令和３年度養育費相談支援事業として、公正証書

の作成費用および養育費立替保証契約の初回保証料の補助を始めていただいています。まだ短い期間で

すが、現在の実績をお聞かせください。 

○伊東子育て応援課長  養育費相談支援事業の実績ということでございますけれども、４月から始め

ております。具体的な公正証書の作成経費の補助に関しましては、現在１件の実績があります。それと、

立替保障契約の保証料の補助につきましては、現時点ではまだ０件という段階です。ただ、継続して相

談している方は何名かいらっしゃるというような状況になってございます。 

○西村委員  他区の養育費確保支援事業の状況を少し伺ってまいりました。保証料助成に関しては１

件の利用もないという区がやはり幾つかございまして、力を入れておられる兵庫県明石市でも実績は大

変少ないと伺っております。 

 また、公正証書の作成支援は手間がかかるという印象がどうしてもありまして、離婚する方の全体の

二、三割しか作っていないと専門家の方もおっしゃっていますが、私はこの取組みのスタートが、離婚

家庭のその先にいる子どもを救うためにも大変重要な支援につながっていると思っております。ですの

で、サービスの拡充を提案させていただきます。 

 各区で少しずつ取組みが進んでおりますが、例えば府中市ですと、パパとママの離婚にまつわる基礎

知識セミナーを募集しまして、定員１５名のところわずか３日で２０名の申込みがあり、反響の高さに

担当課も驚いていらっしゃると伺いました。ただ、これはオンライン講座であるということも反響の要

因ではないかと私は思っております。 

 内容としましては、家族のためのＡＤＲセンターの外部講師に依頼をしておりまして、私も直接お話

を伺ったことがあります。３部に分かれておりまして、１部がメンタルケア編、そして２部が離婚条件

編ということで、親権ですとか養育費、面会交流、財産分与のところまでお話を伺います。そして第３

部が府中市のひとり親家庭支援制度などの構成になっておりました。 

 豊島区ですと、この講座を６月からスタートしておりまして、夫婦で参加している方もいらっしゃい

ました。離婚相談は女性側が多くて区民意識も変わってきているのではないかとおっしゃっておられま

した。これだけ悩んでいる人がいるということに励まされたという参加者の声も伺いました。 

 サービス拡充と、正しい情報を幅広く提供するため、セミナーの開催を提案させていただきたいと思

いますが、ご見解をお聞かせください。 

○伊東子育て応援課長  今委員ご指摘の講座ということでございますけれども、我々のほうは今年度

から、先ほど言った補助の関係とかを始めたところでございます。まずこの公正証書や保証料の関係で、

養育費の相談の支援事業を普及・強化していきたいと思っております。もう少しこの状況を見極めまし

て、その次のステップ、一般に情報提供するような機会だと思いますけれども、そういうところに広げ

ていければと思っているところです。もうしばらくはこの状況を見ていきたいと思います。 

 また、「離婚講座」というような名称を使っているところもあるようですけれども、なかなかちょっ

と名称的にも離婚を勧めるみたいな印象も与えかねないということで、その辺もよく研究していかなく

てはいけないと思ってございます。 

○西村委員  私も「離婚講座」というと少し、と思うのですが、「パパとママの離婚にまつわる基礎



－9－ 

知識セミナー」ということでやっておられる自治体が増えてきておりますので、少し言い方も柔らかく

伝えていけるといいと思います。何より、養育費はもらえるものと信じていたというシングルマザーの

方が多い現状に心を痛めております。裁判を重ねて借金が残る場合もありますし、社会問題になってい

る背景がありますので、ぜひとも普及と、そしてご検討をお願いしたいと思います。今後のサービス拡

充に関しましては、要望とさせていただきます。 

 次に、区内私立保育園経費から伺ってまいります。都内では、小規模保育事業を中心に０歳児の定員

割れが始まっています。品川区の状況をお聞かせください。 

○若生保育支援課長  小規模保育事業の定員割れの状況でございますが、令和３年４月の入園状況で

申し上げますと、２１園中１４園が定員割れをしているという状況でございます。 

○西村委員  ２１園中１４園ということで、半分以上かと思います。この原因、要因をどのようにお

考えか、お聞かせください。 

○若生保育支援課長  小規模保育事業の定員割れの要因というところで、区としての捉え方ですけれ

ども、まず一つには、総合的な待機児童対策で、受け皿の確保がかなり進んでいるということ、特に民

間保育所を中心として開設をしておりますので、そういったところでかなり入園しやすくなっている状

況です。一方で小規模保育事業の特に０歳児にちょっと影響が出てきているというところは捉えており

ます。 

 それとあと、今年度４月の入園状況で申し上げますと、入園申込みがやや減少しているという状況も

ございまして、そういった状況なども要因としてあるのではないかと分析しているところでございます。 

○西村委員  本当に品川区は急ピッチで認可保育園を増やしていただきまして、そのおかげというと

ころもあるかと思います。全国的には一時的に保育園の利用を控えるというコロナ禍の状況もあったか

と思いますけれども、母親の就業率が高まりますと保育園の申込みが増えるという相関関係があるとも

伺っておりますので、今後点数が低いフリーランスの方ですとか、起業している母親の方、様々な働き

方の方、そして就業訓練で学んでいる方なども預けられるようになってほしいと思っております。 

 先日も、産後一旦仕事を辞めて転職活動中の方からお話を伺いまして、転職相談で預け先が決まって

いますかと聞かれるが、この点数では保育園が決まらない。預けないと働けない、働かないと預けられ

ないと悩んでおられました。こういった声は、私の子どもが０歳だった８年前からもずっと届いており

ます。 

 ですので、この小規模の受け皿ができてきている、点数の上限が下がり始めているということが今確

認されましたので、保活をしている方にとっては保育園選びがしやすくなるのではないかと思いますが、

一方で保育事業者の方々にとっては、安定した経営を続けていくことに対する懸念材料にもなってくる

のかと思います。保育の質は長年かけて作るもの、一度作った保育施設は子どものためにも急に閉める

ものではないとおっしゃる保育園経営者の方もおられました。コロナ禍の影響もありまして、都内で閉

園する園が出始めているという記事を読みまして、区はこの点に関しましてどのようにお考えか。また

区内で令和２年から令和３年度にかけて閉園した園があれば、併せて教えてください。 

○若生保育支援課長  小規模保育事業等を中心として、やはり定員割れの状況というのが顕著に出る

ということは区としても認識してございます。今後、こういった全体的な待機児童対策は進めつつも、

この私立保育園関係の事業者への手当をどのような形でしていくかというところは、今後区として検討

していきたいと考えてございます。 

 閉園が出ているかどうかというところでは、令和２年度から３年度にかけては出てございません。 
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○西村委員  他区では続々と閉園が続いているという記事を見ておりましたので、品川区は閉園せず

頑張ってくださっているということで大変驚きました。コロナ禍の各園での個別対応も保育園は本当に

大変だったと思います。まだまだ引き続き感染対策も必要かと思いますが、どうぞよろしくお願いいた

します。 

 次に、認可保育園の特別支援について伺います。成果報告書にもありましたが、特別支援保育に関す

る相談が増えているということです。巡回相談の回数を増やし、保育士への支援体制を強化してくだ

さったと書かれておりますが、どのような相談が多いのか。また強化した保育士の支援体制についてお

伺いをさせてください。 

○初貝保育教育運営担当課長  特別支援保育に対する支援に関しましては巡回相談を増やしておりま

して、具体的に申しますと、臨床心理士であったり、その辺りを増やしておりまして、特別支援児の実

績も年々増えているという状況も背景にございまして、強化をしているところでございます。 

○西村委員  懸念しておりますのが、相談件数が増えて、臨床心理士の方が不足してしまって、なか

なか巡回依頼をしても訪問していただくのに数か月かかってしまうというようなことを懸念しておりま

す。 

 また、保護者に対しまして、訪問後どのようなフォローをする体制になっているのかと、併せて２点

お聞かせください。 

○初貝保育教育運営担当課長  区立保育園の中では、各園に対して巡回相談というところで、一義的

には保育士に対して、どういった保育をするべきかということで巡回相談を順次しておるところでござ

います。その保育士を通じて、保護者の方にもどういう対応をするべきかというアドバイスを差し上げ

ているところでございます。 

○西村委員  子どもの発達に悩んでいるご家庭も増えてきておりますので、子どものために家庭と保

育園が連携するきっかけになる大変重要な支援だと思っております。引き続きよろしくお願いいたしま

す。 

 次に、私立幼稚園費について伺ってまいります。保育士不足が続く中、保育士が引く手あまたな状況

は変わりありません。保育現場では、より処遇のよい職場へと人材が流れまして、幼稚園教諭から保育

従事者へと職種転換をする方も増えた結果、今度は幼稚園も人材不足が進んでいると伺っております。

私立保育園で伸びている宿舎借上支援事業ですとか、家賃支援を幼稚園教諭にもご検討いただきたいと

思っております。お考えをお聞かせください。 

○若生保育支援課長  私立幼稚園に関しての人材不足、それから教諭への支援というご質問でござい

ますが、区としては待機児童対策とともに、保育士の処遇の改善、これは質の部分の改善も含めまして

かなり力を入れてやってきているところでございますが、私立幼稚園がその影響もかなり受けていると

いうお話を伺うこともございます。 

 区としましては、資格や職務内容、勤務条件などは幼稚園と保育士で若干異なる部分もございまして、

単純な比較はできない部分もございますが、まずは給与水準とかがどのぐらい差があるのかですとか、

職員確保がどれだけ困難なのか等々、実態を把握するところから進めていきたいと考えております。 

○西村委員  よろしくお願いいたします。また、幼稚園でこの数年大きく変わってきたのが、幼稚園

にも働く母親が増えた結果、幼稚園での預かり保育が増えているという現状かと思います。幼稚園を途

中で辞めて保育園に移るご家庭も毎年いらっしゃると伺いました。幼稚園の在り方、預け方は今後ます

ます課題になっていくと感じております。幼稚園における預かり保育の現状をお伺いさせてください。 
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○若生保育支援課長  私立幼稚園における預かり保育ですけれども、近年就労形態の多様化等によっ

て、預かり保育の利用というのは増えてきているところでございます。ただ、令和２年度に関しまして

は、コロナ禍を背景としまして、利用時間の減少等がございまして、前年度比１８％減となってござい

ますが、今後コロナ後を見据えた場合には、また増えていくと見込んでいるところでございます。実施

数でございますけれども、私立幼稚園１８園中、１７園が預かり保育を実施しております。 

○西村委員  預かり保育も増えるほど、また預かり保育の人材不足になっていくというループに今後

なっていくことが想定されます。以前シニア人材の活用についてご提案をさせていただいたことがあり

ました。保育士、幼稚園教諭は子育て中の方も多くいる職場ですので、働く方たちも家庭と仕事を両立

できますように、労働時間の見直しや働き方の改革が進んでいきますよう、お願いいたします。 

○渡部委員長  次に、つる委員。 

○つる委員  ２３８ページ、児童福祉費、在宅子育て支援について伺います。２６０ページ、保育支

援費については、保育所関連処理の押印見直し、またメール提出について。２６９ページ、地域子育て

支援拠点事業については、オアシスルームの予約の改善。時間があれば、２４５ページ、産後家事育児

支援、産後ドゥーラの養成、資格取得費用助成。２４３ページのすまいるスクール運営費、長期休業中

の配食サービス活用について伺っていきたいと思います。 

 まず、さきの一般質問でも質問させていただき、一定の捉え方としては前向きな答弁を頂いたと認識

をしているベビーシッター、一時預かり利用支援、それから、今、西村委員からも質疑がありました地

域型保育事業所の定員割れの際の補助金の創設、それから同じく地域型保育事業所への特別支援巡回相

談の拡充、この辺については一定の答弁を頂きましたけれども、改めて検討状況を教えてください。 

○若生保育支援課長  ベビーシッターの一時預かり事業、それから地域型保育事業への支援、巡回相

談の充実等々でございます。 

 こちらは現在具体的な検討等を進めているところでございまして、実施に向けて具体的に今後詰めて

いきたいと考えてございます。 

○つる委員  ありがとうございます。より明確な具体的な実施に向けた検討ということでご答弁いた

だきました。期待する声は大きいですので、ぜひ詳細を詰めていただければと思います。 

 次に、先ほど質疑の中で、閉園せざるを得ない地域型保育事業所ということでありました。私も実際

そうならざるを得ないかもしれないというご相談を受けている法人もいらっしゃいます。実際閉園はし

ないということになりましたけれども、やはりならざるを得ないというところはあります。それから先

ほどの質疑の中でもそうしたニーズをしっかりと受け止めていただく大切な場所としても、支援してい

く必要性というのはあるだろうと思いますので、引き続きよろしくお願いしたいと思います。 

 次に、児童福祉費に関連して、在宅子育て支援ということで、昨年の予算特別委員会で質疑をさせて

いただきました。在宅と、それから就労に出られている家庭で、就労家庭が７割、在宅が３割。数字に

すると６,２００名ぐらいが各年いらっしゃって、その中でさらに０歳から２歳が５,４００名。在宅の

中で８７.４％が０歳から２歳を占めて、在宅で子育てをしているというところで、今、コロナ禍も

あって、いわゆる孤独に育てる子育てを防止する支援策というのは様々展開をされているところであり

ますけれども、今この就労家庭が増えているという中にあっても、やはり一定数在宅で子育てをする。

また就労されている家庭でも一定期間はいわゆる在宅になるわけでありまして、そうした視点での課だ

とか係という視点で、組織体の整理が必要ではないかという質疑も予算特別委員会ではさせていただき

ました。 
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 今回、衆議院議員選挙の日程も決まりましたけれども、公明党としては、国にあっては子ども家庭庁

という名称でそれを創設して、いわゆる子どもと家庭を支える司令塔の機能を果たすセクションを作っ

ていく。新たな機関を作るというよりも、まさに横串にしていくというような位置づけであるわけであ

りますけれども、その後のこの辺りの区としての検討状況があれば教えてください。 

○廣田子ども育成課長  在宅子育て支援についてのご質問でございます。 

 今、就労家庭であっても育児休業を取る方もたくさんいらっしゃいますので、０歳から２歳の乳幼児

を持つご家庭につきましては、非常に支援が必要だと考えております。コロナ禍におきましても、乳幼

児親子については丁寧に拾っていこうというところで、孤立化の対策等を取っているところでございま

す。かつての児童センター等ができた頃よりも年少人口も増えましてニーズが変わってきているので、

今後の例えば児童センターの在り方の考え方であるとかを考え直していく時期に来ているのかと思って

おります。組織につきましても、今後どうしていくかを考えている中で、一定程度考えていかなくては

いけないこともあろうかとも思いますけれども、今はニーズの整理等を、今後手をつけられるところで

ございます。 

○つる委員  あまり進んでいないのかなと受け止めました。 

 やはり支援を受ける利用者、区民、子育て家庭、それから支援をする行政としての体制の一番よい構

築というのがあると思います。当時も子育て支援のサービスが４課、また幾つかの係に分かれています。

つい先日も子育て特集号が広報しながわで出ましたけれども、ところがやはり問合せ先とかがばらばら

になっていたりします。 

 ただ、別にそれはいちいち何課、何係というところまでは、利用される方は今オンラインとかアプリ

とかを使って支援サービスを受けていらっしゃるから、そこまでは関係ないのかしれないけれども、や

はり一番大事な各家庭のバックヤードといいましょうか、表面で見えている受付のカウンターに来た、

アプリでボタンを押してくれたその家庭のバックヤード、背景をどう捉えていくか、共有していくかと

いうことがやはり大事だという部分では、セクションが分かれすぎていると、見落としてはいけない大

事な情報があるのかもしれない。 

 逆に分散されているからこそいろいろな目で見られるという視点もあるかと思いますけれども、やは

り司令塔的な存在は今後必要になるのかなと思いますので、国の動きも含めて、区としてもしっかりと

対応を考えていただきたい。支援を川上で何とか防ぐのか、川下まで行ってぎりぎりで何とかするのか

というよりも、しかりとその体制を充実させていただきたいと思います。 

 次に、そうした事業者の支援という観点では、昨年、国のほうで地方公共団体における押印見直しマ

ニュアルというのが出されて、幾つかこの保育関係の部門だけではなく、全庁的な押印見直しというの

が今現在進められているかと思います。 

 そうした中で、昨年だったか、コロナ禍にあって毎月区に提出をしなくてはいけない保育事業者関係

の書類があったりとかして、渋谷区では押印をした上でデータで送ってくれれば、いちいち書面をもっ

てこなくていいですというやり取りをやりました。いろいろな考え方があるかと思うのですが、全体の

流れの中でそうやっていく。また縦軸の行政として都でやってもらわなければ区もできないとか、いろ

いろなものがあるかと思うのですが、そのあたりの押印の見直しだとか、メール提出の可否について、

現状を教えてください。 

○若生保育支援課長  保育園等での補助金の申請書類で、紙ベースで押印が必要だったりというとこ

ろで、いろいろと改善のお声を頂いているところでございます。様式等の押印等の廃止については全庁
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的に現在進めているところで、今年度もう既に押印を廃止した様式がかなりございます。保育支援課の

分ですが、５４様式中２９様式以外はすべて廃止しました。残りの２９様式についてはほぼすべてが請

求書の押印というところで、会計処理というのはどうしても現在必要になっている請求書が残ってはい

るのですが、それ以外はほぼ廃止できている状況でございます。 

 押印については会計事務規則のほうに規定されており、統一的な取扱いとなっておりますので、この

見直しについては今後全庁的な検討が必要と考えてございます。 

○つる委員  これは保育支援課だけではなく、まさに全庁的な形になろうと思います。コロナ禍を経

て、その負の遺産だけではなく、そういったそうでなくていいよねということが、今ご答弁いただいた

ような形で進められていると思いますので、利用者もまた保育事業者も、本当にいちいちその書類のは

んこだけのために出社しなくてはいけないとか、そういったことをなくして、より一層子どもと接する

時間を増やすという価値創造的な事業展開を進めていただきたいと思います。 

 次は、歳入でも確認させていただきましたけれども、オアシスルームの予約についてでありますが、

これはネットが９８.２％でコールセンターが１.８％の予約受付状況というところで、一定の予約の在

り方の改善についてはご答弁いただいたところでありますが、これは決算書を確認すると、インター

ネット予約システム経費が６６０万円、コールセンター経費が６１０万円でほぼ同じような金額で、予

約の実態がもう９８％と１.８％というところであります。一定数電話でなければなかなか予約ができ

ないというところと、今現在の多胎とか多子世帯が同時に予約するにはコールセンターにしてください

というのがあるので、これは人件費の部分も含めて必要なところかと思うのですが、一方でやはりシス

テムの経費にもう少しお金をかけて、そういう多子・多胎世帯がネットでスムーズに予約ができるよう

な体制も必要ではないかと思います。 

 利用の用件を見ると、平成３０年などはリフレッシュが３８.７％、大体平均しても４割近い方々が、

いわゆるリフレッシュのために利用されている。やはりそういう全体的なニーズもあることからすれば、

施設の拡充も含めたそういう予約のやりやすさということが、いちいち予約ができないという苦情コメ

ントに対応するよりも、そこにしっかりお金をかけてスムーズな予約の仕組みがあるほうが、仕組みと

してもよいのではないかと思いますので、この辺り、改めてご答弁いただければと思います。 

○若生保育支援課長  オアシスルームの予約システム、それからコールセンター等のお問合せでござ

いますが、オアシスルームの予約システムに関しての使い勝手というところでは、いろいろとご意見を

頂いているところでございまして、区のほうでも、現状のシステムで改善していくには何かとカスタマ

イズ費用がかかるので、抜本的な見直しも含め、現在検討を進めているところでございます。 

 オアシスルームは現在コロナ禍で利用を制限しているところでございますけれども、今後、コロナ後

を見据えてまた利用が伸びてくることも見込んでございますので、施設の開設等の検討と併せまして、

システムの検討も進めてまいりたいと考えてございます。 

○つる委員  より一層利用しやすい仕組み、せっかくリフレッシュしようと思っているのに予約の段

階でストレスがたまってしまってはしようがないので、そうした改善をよろしくお願いしたいと思いま

す。 

 次に、産後家事育児支援で産後ドゥーラの養成、資格取得費用助成を提案させていただきまして、今

年度からやっていただきました。２０万円の助成かと思います。まだこれは資格取得した後に、後ほど

申請していただいて、助成金を受け取っていただく流れかと思いますが、今この辺りの相談だとか、実

際に取得をされて助成された方はいるのかどうか、その辺りの数字的なこと、現状を教えてください。 
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○山下子ども家庭支援センター長  ただいま委員よりご紹介いただきました産後ドゥーラの資格取得

費用の一部助成についてでございます。実際、上半期の研修がこのたび概ね終了したということは承知

しておりますが、まだ現段階では区民の方のご申請は頂いておりません。お問合せ等々につきましても、

ドゥーラ協会等から一部頂いているところはございますが、まだ直接に区民で産後ドゥーラ資格を取ら

れた方からのご照会は頂いていないところがございますので、今後とも周知・啓発に努めてまいりたい

と考えてございます。 

○つる委員  ぜひ積極的に、一生懸命担い手を作っていただきまして、なかなか予約が埋まってし

まって取れないという声も一方で聞いていますので、その辺の周知をしっかり推進していただきたいと

思います。 

 最後に、すまいるスクール運営費でありますが、長期休業中の配食サービスの活用、これはずっと言

い続けております。今年も特にまたコロナ禍にあって、様々各ご家庭では工夫をされてお子様の夏を過

ごしていただきましたけれども、改めて伺いますが、このすまいるスクールでの長期休業中の配食サー

ビスの活用について、品川区のお考えを教えてください。 

○廣田子ども育成課長  区といたしましては、児童の食に関しましては、量、内容、嗜好、アレル

ギーとも最も把握している保護者が準備されることが最も望ましいというのが基本的な考えでございま

す。しかしながら、就業など忙しいと感じて、何らかの手立てをしてほしいというお声があることは承

知をしているところです。 

 仕出し弁当という提案等も頂いているのですけれども、命に関わるアレルギーの対応ということがで

きるかというところが最も大切なことだと思われます。すまいるスクールにつきましては、登録者が大

規模校ですと４００人、５００人いる中で、参加者が日替わりで１３０人、２００人というところで、

なかなか命に関わるところで確実にできるかというと、課題が多くあると考えているところでございま

す。 

○つる委員  実施して頑張っている自治体もあるので、ぜひ参考にして検討してください。お願いい

たします。 

○渡部委員長  次に、鈴木博委員。 

○鈴木（博）委員  本日は、２５９ページ、各種児童保育委託から、コロナ禍の病児保育。２６０

ページ、保育支援費、感染拡大防止対策物品購入経費補助などから、保育所における感染予防について

お尋ねしたいと思います。 

 はじめに、保育所における感染症対策についてお伺いいたします。 

 今まで積み上げられてきた保育所における感染症対策が、今回のＣＯＶＩＤ－１９流行によって大き

く変わった点と、変わらなかった点について、まずご説明をお願いいたします。 

○初貝保育教育運営担当課長  保育所における従来の感染症対策では、その感染症の特性に合わせて

随時対処してまいりました。新型コロナウイルス感染症においては、日常保育の中に日々の保育内容や

行事等を工夫するなど、感染症対策を導入しなければならなくなっていることが大きな変化であると考

えております。 

 一方、保育における基本的な営み、例えば目線を合わせてのスキンシップなど、保育士が愛情をもっ

て伝えながら保育をしていくことが大切であるという点はコロナ禍においても変わらないと考えており

ます。今後も感染症対策に注意を払いつつ、乳幼児期だからこそ必要な触れ合いや体験等のバランスを

取りながら、保育の工夫を重ねていくことが重要かと考えております。 
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○鈴木（博）委員  私もそのとおりだと思います。 

 ２０２０年１０月に保育現場のための新型コロナウイルス感染症対応ガイドブック第２版が、全国保

育園保健師看護師連絡会学術委員会から公表されましたが、保育所こそ、子どもと保育者の三密、スキ

ンシップが最も必要とされる場だと考えますが、ガイドブックの詳細な感染症対応はその真逆であり、

このバランスというか、今後どのような方向性を区は目指されているのか、改めてご説明をお願いしま

す。 

○初貝保育教育運営担当課長  保育所におきましては、委員ご指摘のとおり、子どもと保育者との密

接な関わりが重要と認識しております。現状の感染症対策につきましても、感染症の状況を注視しなが

ら、改善が見られる場合には対策を徐々に緩めていくような検討も今後必要かと考えております。 

○鈴木（博）委員  今回のデルタ変異株流行では、区内の保育所でも職員や園児に多くの検査陽性者

が出たと報告されています。保育所における検査陽性者数はいかがでしたか。また、今回の特にデルタ

変異株流行に対して、品川区の保育所におけるＣＯＶＩＤ－１９に対する感染症対策について、ご説明

をお願いいたします。 

○初貝保育教育運営担当課長  保育所における新型コロナウイルスの陽性者の数でございますが、令

和３年８月末までの累計で、職員は１７８名、園児は１８１名となっております。 

 デルタ株流行に対する区内保育園の感染症対策でございますが、デルタ株は従来型に比べると感染力

が強く、これまで感染しにくいとされた乳幼児でも感染しやすいという特徴があることから、感染者が

発生した際には迅速に濃厚接触者を特定し、感染者や濃厚接触者の広がりが多い場合には、保育所の助

言を踏まえ、いち早く一部または全部の休園を主管課として判断して対応しているところでございます。 

○鈴木（博）委員  「保健所の助言を踏まえ」ですね。 

 今回のデルタ株流行では、特に私立保育所では陽性者が出たというお知らせと、濃厚接触者か濃厚接

触者ではないかという情報しか提供されなかったケースもあり、保護者の不安が広がったようです。個

人情報とのバランスは大切だと思われますが、保護者の不安を解消するために、区として何かお考えは

あるのでしょうか。 

○若生保育支援課長  私立保育所で陽性者が発生した際の、濃厚接触者等へのお知らせに関してのご

質問でございます。 

 園や事業者から保育支援課のほうにご相談があった場合、感染した職員や園児への人権上の配慮のた

めに、個人の特定につながらないように、お知らせ内容には十分注意するよう指導をしているところで

ございます。 

 しかしながら、先般保護者への情報提供について、過度に情報を制限するといったような事例があっ

たということで、今後保護者の不安な気持ちを受け止めまして、明らかにできる事実関係についてはき

ちんと隠さずに伝えるということで、個人情報とのバランスもあるとは思うのですが、極力正確な事実

はお伝えするように、各事業者へ周知と改善を求めてまいりたいと考えてございます。 

○鈴木（博）委員  その点、よろしくお願いいたします。 

 これに関連して、従来から保育所における感染症対策は、特に私立園では対応が千差万別です。一例

を挙げると、厚生労働省や文部科学省が登園許可証は必要ないという感染症についても、保護者に登園

許可証の提出を要求する保育園や幼稚園が現在もあります。もちろん私立園の独自性は最大限尊重され

なければならないと考えますが、保護者に余分な負担をかける医学的にはあまり意味がないような対応

に関しては、区としても何か対応をお考えでしょうか。あるいは現状のままいくしかないとお考えで
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しょうか。 

○若生保育支援課長  私立保育園関係につきましては、現在種別を問わず、区として感染症対策に違

いがあるわけではございません。感染拡大防止物品の購入補助など、コロナ禍においては同様に支援し

ているところでございます。今後、各園の感染症対策の認識のばらつきがやはりどうしても生じてしま

うというところはございますけれども、なるべくこの認識を合わせていくために、毎月行っている私立

保育園の園長会などで、さらなる周知に努めてまいりたいと考えております。 

 また、認証保育所ですとか、あるいは地域型保育事業といったところに対しても、園長会の内容を適

宜共有したり、また職員の現場、園を視察したりということなども、これは今までも実施しているとこ

ろでございますけれども、今後さらに進めてまいりたいと考えております。 

○鈴木（博）委員  保護者の方に余計な負担がかからないように、きめの細かいご指導をよろしくお

願いしたいと思います。 

 次に、コロナ禍の品川区の病児保育の現状についてお尋ねいたします。まず、この間の品川区の病児

保育施設の各施設での預かり数の推移、および利用率をご報告ください。 

○初貝保育教育運営担当課長  病児保育の令和３年度４月から８月までの実績でございますが、利用

者の延べ人数および定員に対する利用率は、チャイルドサンタでは１３７名、約１７％になってござい

ます。ひだまりでは４３３名で約５４％。森のおうちでは４０５名、約５８％。こころキッズケアで

は７５名で約１３％でございます。４施設の合計では、１,０５０名、約３６％でございます。 

 チャイルドサンタ、ひだまり、森のおうちに関しましては、既に令和２年度の年間の延べ人数の利用

者数を超えております。そのうち、ひだまりと森のおうちに関しましては、年間の延べ利用者数で新型

コロナウイルスの影響が出る前の令和元年度と同じようなペースで推移しているところでございます。 

○鈴木（博）委員  チャイルドサンタとひだまりと森のおうちというのは医療機関併設型の病児保育

施設で、こころキッズケアというのは保育所併設型の病児保育施設だといことを追加でコメントさせて

いただきます。 

 この間の各病児保育施設における、新型コロナウイルス感染症の発生件数について、ご報告をお願い

します。 

○初貝保育教育運営担当課長  病児保育施設での新型コロナウイルス感染症の発生に関しましては、

報告は現在届いていないという状況でございます。 

○鈴木（博）委員  新型コロナウイルス感染症第５波の流行の主要な病原ウイルスであるデルタ変異

株は、子どもの間にも容易に感染し、軽症で経過すると報告されています。 

 先ほどのご報告でも、保育所における検査陽性例も多かったようですが、私の経験でも抗原定性検査

を行わなければ、とても新型コロナウイルス感染症とは診断できなかったような、微熱と軽度のせきの

みというような軽症例もみられました。特に病児保育所は軽症の有症状の児を預かる施設のため、新型

コロナウイルス感染症のリスクは非常に高いと危惧します。病児保育所はより厳重な感染予防策が必要

だと思います。病児保育施設の新型コロナウイルス感染症に対する感染予防対策について、区の把握し

ている範囲で結構ですので、ご説明をお願いいたします。 

○初貝保育教育運営担当課長  病児保育施設におけます新型コロナウイルス感染症の対策に関しまし

ては、まず受け入れの際に、全国病児保育協議会の病児保育施設受入基準等も参考にしながら、最終的

にはそれぞれの医師が各自で判断をして対応をしているというところで、受入れをその後実施している

と聞いております。また、受入れに際しましては、新型コロナウイルスの感染に関する基本的な対策の
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徹底を行っているというところで確認をしているところです。 

○鈴木（博）委員  先ほどのご報告では、品川区の病児保育の預かり数は、保育所併設型を除けば、

医療機関併設型ではほぼ例年なみだと伺いました。マスコミ報道などによりますと、今回のデルタ変異

株第５波の流行では、全国の病児保育施設では預かり人数が激減し、存続の危機にある施設もあるとい

うような報道も多かったように思います。品川区の預かり人数が減らなかったということに関しまして、

区としてはどのようにこの事態を捉えているのか、ご見解をお示しください。 

○初貝保育教育運営担当課長  病児保育の預かり人数が令和２年と比べて増加しているというような

理由に関しましては、昨年度よりほかの疾病が増加したというところが関係している可能性があると考

えております。また、今後社会情勢の変化等々も踏まえまして改めて検証をして、そういった理由等々

を確認してまいりたいと考えております。 

○鈴木（博）委員  各施設の預かりの対応、それから感染予防の対策、それと今お話のあった社会的

な感染症状況などを踏まえて、今後の検証のために、ぜひご検討をお願いしたいと思います。 

 これに関連しまして、品川区でも医療機関併設型の３施設が加盟している全国病児保育協議会は、

「ＣＯＶＩＤ－１９パンデミック（第５波）での病児保育利用について」という指針を公表しています。

これによれば、ア、１週間の預かり希望の保護者の発熱の有無を確認する。もしも保護者に発熱があれ

ば、ＰＣＲ検査または抗原検査が陰性であることを確認して、それから病児の預かりを行う。確認でき

るまでは病児の預かりはしない。イ、病児が通園している園の流行状況の情報を自治体に請求し、状況

を把握する。ウ、ＣＯＶＩＤ－１９の抗原検査は、流行地域では原則初回入室時には必ず全員に行う、

というような対策指針が立てられています。全国病児保育協議会加盟施設へのアンケートによれ

ば、５０９施設中１４４施設は、行政や保健所から情報が提供されていたそうです。品川区では病児保

育施設に対する情報提供はどのように行われているのでしょうか。 

○初貝保育教育運営担当課長  品川区では現在、病児保育施設に対して、区における新型コロナウイ

ルスの感染状況などの情報の提供は現在行っておりませんが、今後、病児保育施設より要望が出てきた

際には、個人情報保護の視点も踏まえながら、慎重に対応を検討してまいりたいと考えております。 

○鈴木（博）委員  今回の新型コロナウイルス感染症流行下における病児保育は、一定の役割を果た

したと区はお考えでしょうか。今後、今回のような新興感染症が発生したときに、病児保育の役割につ

いて、区としては今回の経験を踏まえてどのように役割を期待し、どのように対応されていくとお考え

なのでしょうか。ご説明をお願いいたします。 

○初貝保育教育運営担当課長  病児保育は、子どもがけがや病気で集団保育が困難で、保護者が仕事

を休めず、家庭での保育ができない場合に必要となっている施設でございます。このたび、このコロナ

禍においても病児保育施設の受入れ人数は一定程度ございまして、ニーズの確認ができたところでござ

います。また、コロナ禍の状況において、ある程度の人数受け入れることができたということで、病児

受入れ保育を行うという役割が果たせたと考えております。 

 また、今後同様の新たな感染症が発生した場合に関しましても、関係機関と連携を取りながら適切な

対応を行い、受入れ態勢が継続できるような形で検討を重ねてまいりたいと考えております。 

○鈴木（博）委員  ありがとうございました。病児保育は必要な施設ですので、これは就労している

家庭の施設ではなくて、要するに大事な子育て支援の施設として位置づけて、今後も積極的な活用をお

願いしたいと思います。 

 次に、病後児保育について伺います。病後児保育施設は縮小・廃止の方向にあると先日から伺ってお
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りますが、現在もまだ存続しておりますが、今後の病後児保育施設の方向性を再度お伺いしたいと思い

ます。 

○初貝保育教育運営担当課長  昨年度・本年度は新型コロナウイルスの影響もございまして、新型コ

ロナウイルス流行前の平成２７年度から平成３０年度においては、病後児保育の利用者は毎年減少傾向

が見られました。一方で病児保育に関しましては、年々増加傾向であるということは確認できておると

ころでございます。今は新型コロナウイルスの影響がございますので、その辺りの影響、今後の利用者

の推移、利用者のニーズ・傾向などを総合的に判断しまして、今後の病後児保育の適切な量の提供でし

たり、体制でありましたり、その辺りを見極めてまいりたいと考えております。 

○鈴木（博）委員  基本的に病後児施設はもう歴史的な役割が終わったと思いますので、できれば病

児保育に転換できるような積極的な施策をお願いしたいと思いまして、これは要望とさせていただきま

す。 

 次の質問を行います。区立保育園の保育士への新型コロナウイルスワクチンの接種はほぼ希望者に完

了したとお聞きしましたが、私立の保育所の保育士に対する接種状況はいかがでしょうか。 

○若生保育支援課長  ワクチンの接種状況で、私立の保育士等の職員についてということでございま

すが、現在区としては、私立保育園の職員のワクチンは事業者ごとで職域接種等も進めているというこ

とは聞いてございますけれども、全体でどのぐらいの方に接種済みかというところは、区としては現在

把握してございません。ただし、現在未接種で、今後接種を希望している職員の方がどれだけいるかと

いうところは、区として把握する必要があると考えてございまして、現在調査をしているところでござ

いますが、若干名はまだ未接種で希望されている方がいると認識してございます。 

○鈴木（博）委員  デルタ株の流行の特徴というのは、子どもの感染が非常に広がっているというこ

とです。しかも子どもの感染は、一番多いのは家庭内感染で親から感染しています。その後、今回の流

行もそうなのですけれども、保育園ではやはり保育士などから流行する可能性もありまして、子どもは

ワクチンができません。子どもはワクチンをできないために、子どもをコロナウイルスの感染症から守

るには、周辺の大人がワクチンをしなければいけないということは日本小児科学会でも勧告していると

ころです。ぜひ区立保育園、私立保育園を問わず、子どもの保育にあたる保育職員が新型コロナウイル

スワクチンをしっかりと接種することで子どもを守るという視点は非常に大切なことだと思いますので、

その視点で今後積極的なご検討をよろしくお願いしたいと思います。 

 最後に、コロナ流行下での待機児童の現状はどうなっているのか、お示しください。先ほど何回か議

題に上ったと思うのですが、待機児童の現状について、最後に簡単にご説明をお願いしたいと思います。 

○若生保育支援課長  コロナ禍における待機児童の状況ということでございますが、品川区では令

和２年度から令和３年度にかけて、就学前人口のほうは減少傾向で推移しております。令和３年４月の

入園申込み者数については、昨年度よりやや減少しているところでございます。この間には、４月に８

園、９月の２園の認可保育所を開設し、着実に待機児童の解消に努めているところで、待機児童は５名

ということになってございます。 

 コロナ禍による保育需要への影響は否定できませんが、先行きは不透明であり、今後も需要の減少が

続くのか、あるいは回復するのかを注視しつつ、適切な保育の供給を今後も行ってまいりたいと考えて

おります。 

○渡部委員長  次に、中塚委員。 

○中塚委員  ２３７ページの西大井三丁目グループホーム整備について。２１９ページの避難行動要
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支援者個別計画作成に係わって、大地震や風水害などで障害がある方の避難と避難生活を支援する個別

計画についてお伺いしたいと思います。 

 まず、障害者グループホームですけれども、今年２月に国有地を取得いたしました。敷地の購入費は

幾らなのか、伺いたいと思います。その上で、補助金について品川区が購入する際、国および東京都か

らの土地購入費補助制度は何かあるのか。同じく例えば社会福祉法人の場合、国および東京都からの土

地購入費補助制度は何かあるのか伺います。 

○松山障害者福祉課長  まず、西大井三丁目の敷地購入費についてでございます。５億１,８４０万 

３,６４２円でございます。決算書に記載のとおりでございます。 

 次に、西大井の土地の取得に関して、国や都からの補助金があるかないかというご質問についてでご

ざいます。こちらは自治体あるいは社会福祉法人とも、土地の取得に関して国や都からの補助金という

のはございません。 

○中塚委員  今、ご説明があったとおり、補助制度がないのですね。障害者グループホームの増設に

あたって大きな障害になるのが、土地の購入費です。それだけ東京の土地が高いのは周知の事実です。

しかし品川区であっても社会福祉法人であっても、土地購入費の補助は国または東京都からまったくな

いということです。これでは、特に社会福祉法人にとっては新規の整備はとても困難になります。品川

区として、国、東京都に障害者グループホームの整備にあたっての土地購入費への補助制度創設を求め

ていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。また、区独自に社会福祉法人の新規整備にあたり、

土地購入費への補助制度を創設していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○松山障害者福祉課長  まず、グループホーム等の建設にあたり、国や都からの補助制度についての

考え方についてお答えいたします。 

 まず国の社会福祉施設等の補助についての考え方でございますが、補助金の交付の目的が、障害者総

合支援法等により、社会福祉法人が施設整備に要する費用の一部を補助することによりまして、施設入

所者等の福祉の向上を図るということとされております。社会福祉施設の場合につきましては、いわゆ

る土地だけ取得しましても、建物の整備がなければ利用者への福祉に還元できないということがござい

ます。利用者への福祉を公助することはできないことから、土地取得に関する費用は補助対象外とされ

ています。したがいまして、区といたしましては、社会福祉法人の土地取得についての補助制度を国に

求める考えは今現在はございません。 

 次に、区独自の土地の取得ということでございますが、現在建物整備に関してのグループホーム等整

備費補助金というのは、２３区でトップクラスの整備補助金を創設したところでございます。今後また

区独自ということであれば、適地があるかないかというものもございますので、またそのときに検討し

ていきたいと考えております。 

○中塚委員  国や東京都が土地取得に対して対象としていない理由は、明らかに屁理屈だと思います。

それを理由に、品川区が国や都に求める考えがないというのもあまりにもひどい話だと思います。遅れ

ている障害者グループホームの整備へ、国や都に補助制度を作ることを求めていただきたい。そして区

としても独自に補助制度の創設を強く求めたいと思います。 

 また、西大井三丁目のグループホームですけれども、こうした施設が地域との交流を深め、障害があ

る方もない方もともに地域で暮らしていける、そうした社会を作っていくいわば拠点になることを期待

しております。この西大井三丁目のグループですが、多目的室が作られる予定です。隣が防災公園にな

る予定として計画が進んでおります。例えばふれあい祭りのような交流の場面を作れるように進めてい
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ただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○松山障害者福祉課長  西大井三丁目の予定のグループホームにつきましては、確かに地域から要望

がございました多目的室等、またグループホームの利用者が一緒に交流できるようなことを考えており

ますので、将来的には地域になじみのあるグループホームとして、おまつり等も地域交流の一つとして

考えていければと思っております。 

○中塚委員  一つひとつの施設が地域と交流を持ち、そこで障害者への理解や共生社会への理解が進

んでいくことを期待したいと思います。 

 次に、災害時の個別計画を伺いたいと思います。災害時、障害がある方や介護が必要な方などの避難

や避難所、または自宅での避難生活の支援について、個別計画の作成を繰り返し求めてまいりました。

災害対策担当部長も、「避難から避難生活を含めた内容で作成」と本会議で答弁しております。ここで

は特に障害がある方について伺いたいと思いますが、この個別計画の内容は、避難が必要になった際の

避難行動への支援と、避難所または在宅での避難生活への支援ということでよいのか、伺いたいと思い

ます。 

○松山障害者福祉課長  委員お尋ねの個別計画の内容についてお答えいたします。 

 まず、避難行動要支援者の個別計画につきましては、障害者向けにはなっておりませんでしたので、

相談員と検討しまして、新たに障害者向けの個別計画のフォーマットを今作成したところでございます。

また、避難と、それから避難所での生活についても、相談員が作成していく中でともに考えていく予定

となっております。 

○中塚委員  今、フォーマットができたということで、避難と避難所とのご説明がありましたが、在

宅避難生活への支援もそこに含まれているのか、この点を確認させてください。 

○松山障害者福祉課長  委員お尋ねの在宅生活への支援についてお答えいたします。 

 個別計画のフォーマットの中には、避難先の一つとして在宅支援を含めたものを記載する欄を設けて

います。個別計画を作成する中で、相談員から、在宅が大丈夫であれば在宅避難が基本であるというこ

とを周知させていただきまして、当事者やご家族と共有していく必要があると考えております。また、

家庭内の安全対策や家庭内の備蓄等の充実につきましても、日頃の備えにつきましてもともにその中で

考えていただくよう促してまいります。 

○中塚委員  避難と、あと避難所での生活と、在宅での避難生活ということで、ぜひ一つひとつ進め

ていただきたいという思いで質問させていただきたいと思います。 

 これらの個別計画の作成にあたって、やはりどのような場合に避難が必要なのか、またはなぜ自分の

自宅を安全にする必要があるのか、こうした防災計画も、障害がある方やそのご家族に丁寧に説明をす

ることも大切だと思います。風水害では、品川区より定められた地域に避難指示が出されます。大地震

の際には、自宅が崩壊したり火災などの場合で避難が必要ですけれども、まだまだ障害があるなしにか

かわらず、よく聞くのが、大地震が起きると、自宅は安全でもとにかく急いで学校の校庭や、私の地域

で言えば大井競馬場に行けばいいと考えている方は結構いらっしゃるのです。 

 それだけに、安全な自宅を確保することは、災害発生後も避難生活の環境を大きく改善させるという

点、またはこの個別計画の作成の際にも自宅の耐震化や家具転倒防止などの対応も含めて、障害がある

方に説明をし、避難が必要になる方をできる限り少なくするという対応と同時に行うことが大事だと思

います。 

 改めて個別計画の作成にあたり、どのような場合に避難が必要なのか、自宅を安全にすることがなぜ
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必要なのか、障害がある方やご家族に丁寧な説明が必要だと思いますけれども、いかがでしょうか。 

○松山障害者福祉課長  当事者やご家族への丁寧な説明と周知についてお答えいたします。 

 まず、相談支援員がキーになると考えておりますので、相談支援員の連絡会にて、安全な家庭、いわ

ゆる家具転倒防止等の知識や周知をきちんとし、相談支援員向けに、１１月にしながわ防災学校の中で

防災知識の習得およびスキルアップの研修の実施を予定しております。まず相談員が基礎となる在宅避

難の基本的な考え方を理解し、その上で個別支援計画を作成していく中で、当事者やご家族との考え方

の共有を図っていきたいと考えております。 

○中塚委員  在宅避難も含めてまず自宅を安全にすること、またどういうときに避難が必要なのか、

そうした事前の理解と同時に、この個別計画を作成していくことが必要だと思います。併せて、障害に

よってもその対応は変わってくるのは当然です。視覚、聴覚、知的、精神、身体、それぞれごとにつ

くっていくことが必要だと思いますが、この点もお伺いしたいと思います。 

 そして、風水害の場合はエリアが限定されますけれども、大地震の場合は皆が被災者になります。そ

れだけに、まずは事前の被害を防ぐための予防策の徹底、そして避難や避難所、自宅避難など、いずれ

の個別計画やそのための準備も欠かすことができません。障害のある方や家族や地域の方に、個別計画

の作成と併せて、こうした事前の予防策が大事だということ、被害の発生そのものをなくす、減らすこ

との対策なくして個別計画の実効性の担保は取れないと思いますので、ぜひ障害者団体を含め、当事者

への説明を改めて丁寧に進めていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○松山障害者福祉課長  まず、障害種別ごとの避難、あるいは在宅生活への安全対策ということでご

ざいます。現在、視覚や聴覚の障害者団体と、障害者福祉課、あるいは防災課を含めて話し合いを進め

ているところでございます。その中で、在宅避難あるいは安全な家具転倒防止等の対策等につきまして

も、団体を通じて周知をしているというところでございます。その中では震災だけではなく、風水害等

も含めた予防策というところでいろいろご意見を頂戴しているところでございます。今後とも引き続き

障害者団体とも理解を深め、丁寧な説明を図っていきたいと考えております。 

○中塚委員  ぜひ当事者などに説明をしながら進めていただきたいと思いますが、例えば一例上げま

すと、視覚障害の方は家具転倒防止はしっかりされていても、ちょっと置いてあるものが足元に倒れた

だけでも移動が困難になると伺いました。家具だけでなく、どういう取組みが具体的に必要なのか、障

害の種別に応じて具体化していくことが求められると思います。その一定まとまったものを公開をして、

地域住民や大学や若者や様々な町会を含めて理解されることにもつながってくると思います。障害が発

生したときにこういう対応が必要だという理解そのものが地域に必要だと思いますので、様々積み上げ

られたマニュアルとでもいうのでしょうか、そうしたものを地域で共有できるように、公開ができるよ

うに進めていただきたいと思いますが、最後にいかがでしょうか。 

○松山障害者福祉課長  まずは障害特性別の避難の在り方、あるいは安全対策については、団体と丁

寧にまずは意見交換を積み重ねていきたいと考えております。 

○渡部委員長  次に、くにば委員。 

○くにば委員  ２４５ページ、産後家事育児支援、産後ドゥーラに関してです。２７１ページ、ホー

ムレス緊急保護事業。時間があれば、２６９ページ、オアシスルーム・ポップンルームの運営

等、２５３ページ、保育室等記録機器モデル導入経費等です。産後ドゥーラに関して幾つかご提案があ

りますので、じっくりやっていきたいと思います。 

 産後ドゥーラに関してはもう本当に長い間、様々な委員のほうから、予約が取れないという問題に関
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してご指摘と、あとはいろいろとお願いを申し上げている委員もたくさんいると思います。そのような

中で、今年度２２名の資格取得費用助成がされたということで、先日第２４期産後ドゥーラ養成講座が

終わりまして、この養成講座は申し込んでから実際の受講に半年ぐらいかかってしまうので、申し込ん

でから７か月くらいの期間かかってしまうのですけれども、それらの各受講者は１０月から開業予定、

また次の第２５期の講座も申込みが終わっておりまして、次は８月から始まって、来年の１月に開業予

定ということで、この１０月、そして来年１月、これら２２名の方のある程度の方々が開業されて、実

際に品川区にお住まいの方が利用できる見込みです。 

 この今度２２名の資格取得費用助成を受ける方のうち、おおむね何月に何人ぐらいが実際に業務開始

できる見込みなのか。これらについて、間もなく一斉登録がされる見込みなのか。まずこの点について

お伺いいたします。 

○山下子ども家庭支援センター長  本年度より資格取得費用の一部助成を始めまして、上期の講座が

先日終わったということを承知しております。上期につきましては１桁の区民の方が受講をされたと聞

いておりますので、その方々がご登録いただければ、１０月初め、今後すぐにでも従事いただけるもの

と考えております。下期につきましては、今おおよそ内々にお伺いしているところでは２桁にわたる方

が受講を予定されていると耳にしておりますので、受講を終えて、２月ないし３月ぐらいから従事いた

だけるものと考えているところでございます。 

○くにば委員  そちらは一斉に登録をされるということで、今現在９０名事業者が登録されている中

で、もう申込みができずに待っておられる方がたくさんいらっしゃいます。それで今回、１０月に一斉

登録がされましたら、ぜひともこれをＳＮＳで広報していただきたいという旨をお伝え申し上げます。

やはりまず登録をされても、ホームページを逐一更新していないとどうしてもその新規登録が分からな

いといったシステムになっておりますので、このＳＮＳでの広報についてご見解をお聞かせください。 

○山下子ども家庭支援センター長  これまでも、産後の家事育児支援事業につきましては、しながわ

パパママ応援アプリ等を通じまして情報の提供をしてきたところでございます。今の委員のご指摘につ

きましては、新たにドゥーラを登録された機会を通じてというタイミングのところかと思いますので、

そちらについては今後考えてまいりたいと存じます。 

○くにば委員  今ちょっとご提案申し上げたのは一斉登録ということで、恐らく１桁台後半が登録さ

れるということで、そのタイミングでＳＮＳで一回一斉にそのお知らせをしていただきたいというとこ

ろで、今申し上げた随時登録があった際にお知らせが行くような形で、例えばその申込み、新着のお知

らせをメールで受け取れるような仕組みを作っていただければ、本日新たに１名の方が提携事業者とし

て登録しました、そういった新着のお知らせが来れば、すぐにその申込みもできる対象が増えますし、

また新しく登録した事業者もスムーズに業務を開始されると思います。やはり新規登録された事業者の

方も、実際利用されるユーザーの方に気づいていただかなければ開業がスタートしないので、そういっ

たお知らせのメールを登録して、それらの方に手動でメールをお送りいただく。特に新しいシステムの

構築は不要で、そういった手動でのメール送信に関してできればお願いしたいのですけれども、ご見解

をお願いします。 

○山下子ども家庭支援センター長  こちらで把握しております上期の登録につきましては、１桁台前

半というところで、それほど多い人数ではないのですけれども、こちらのほうで考えております形とし

ましては、一斉に登録が行われるという形ではなくて、その方個人個人がご申請をいただいております。

ご指摘のような一旦集約した形での情報提供というのができるかというところに課題はございますけれ
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ども、新着のお知らせをプッシュ式の形でお送りするというところについては、考えてまいりたいと存

じます。 

○くにば委員  ありがとうございます。ぜひとも利用したい方がその新着情報を受け取れるような仕

組みを考えていただきたいと思います。 

 それで、実際に現在登録人数が９０人。そのうちで、まだ品川区在住のドゥーラの方が１３人前後し

かおらず、その他７７名に関しては別の自治体に住んでおられる方ということで、これは実際に申込み

ができる対象者はやはり限られているのですね。これはそれぞれのドゥーラの方が、どういった方のお

申込みを受け付けていますという対象エリアをそれぞれ書いてあるのですけれども、例えば武蔵小山駅

から３０分圏内の方、五反田駅から２０分圏内の方、大井町沿線の方という形で、実際には例えば八潮

に住んでいると、もう大井町駅から２０分以上バスを要しますので、どうしてもその対象の方が少ない

のです。 

 だから、実数よりも実際に使える方が少なかったりとか、あとはプランニングを実際にしたけれども、

どうも子どもとの相性が合わず、一、二回利用して諦めてしまって、また新たに申込みをしなければな

らないなど、実際に聞くお声の中で、今回４月から対象、そして時間が大幅に拡充されました。しかし

ながら、まだ品川区で申込みができる事業者が少ないというところで、利用者の方が、例えば今の第２

子以降、３歳未満のお子さんが上にいれば１８０時間といった形で利用が拡充されましたが、１８０時

間使いきれずに終わってしまう。そういった方が複数発生すると思われます。結局それが絵に描いた餅

のように、せっかく時間を拡大したのに、対象の申込者がいなかったら、事業者がいなかったら、もう

これはある意味区の責任というか、そこまで見込めていなかったという部分になりますので、そこの責

任という意味合いも含めまして、例えば１歳に到達するまでに使えなかった方に対して、時限的な特例

措置として、例えば半年程度、１歳までなのですが１歳半までなどに繰越しというか、そういった期限

の延長を時限的にしてみてはいかがでしょうか。 

○山下子ども家庭支援センター長  ただいまご紹介いただきましたように、令和３年４月から事業を

大幅に拡充いたしました。予算を立てる段階では、時間数としてはおよそ約６倍から７倍くらいの時間

を組みまして予算化しているところでございますけれども、当初はまずこれが利用につながるものかど

うか、一定の不安もございました。ですので、４月の段階では各医療機関でしたり保健センターでした

り、要はお母さま方の目に触れるところに各種チラシ等を置きまして、まずこの事業の周知、対象が広

がったということの周知に努めてまいったところでございます。その後、現段階としましては、非常に

著しく申請が伸びているところでございまして、現在は今委員ご指摘のありましたような、どちらかと

いうと供給のほうの課題が大きくなっているところでございます。 

 ただいま委員よりご提案のございました時限的な対象期間を延ばすというところにつきましては、こ

のドゥーラ、産後家事育児支援という事業が産後間もないお母様方の手助けをしていきたい、守ってい

きたいというところの趣旨からしますと、少し難しいかなと考えるところでございます。 

○くにば委員  分かりました。考え方が理解できました。ありがとうございます。 

 それで、提携事業者の方を今回利用の資格取得費助成ということで、受け身というか、実際にその資

格を取得してみようと思われた方に対しての助成なのですけれども、品川区としてもっと能動的に提携

事業者を増やしていく施策を取らなければならないと考えております。そのために、提携事業者に新規

等路をした方に対するインセンティブを設けていただければという形の提案を幾つかさせていただきま

す。 
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 例えば、いわゆる新規登録キャンペーン。例えばそれはもう区外在住の事業者でも、品川区と提携事

業者登録をすれば１０万円、これが現金で難しければ例えば区内商品券を１０万円分インセンティブと

して提供するといった形にすれば、もちろん区内の経済を回すことにも寄与しますし、そういった事業

者の方が、品川区にお住まいの方に実際にサービスを提供する、訪問した際にお買い物をして帰られた

りとか、そういった形で実際にその商品券を使うことは可能だと思いますので、こちらは例えば新規登

録に関しては、もちろん資格取得費助成と同様に、提携後３年間品川区の提携産後ドゥーラとして活動

ができる方。その縛りはもちろん設けまして、そうでないと、登録をして１０万円をもらって終わりみ

たいな形になってしまいますので、そこに関してはそういう縛りの下で、例えば登録だけではなく、初

年度の利用時間、サービス提供時間が１００時間を超えたら、１００時間を超えた段階で１０万円分提

供するなど、そういった形のインセンティブを与える施策について、ご提案申し上げたところについて、

お考えをお聞かせください。 

○山下子ども家庭支援センター長  提携事業者、特に区外にお住まいで、ドゥーラの資格を取られた

方に対するインセンティブというご提案でございました。 

 先週も、また今週も実際には区外の方の事業者登録のが手続き一定がございます。これまでにお手続

きいただいた方とのバランス等も考えまして、インセンティブというのは少しハードルが高いかなと考

ええおりますけれども、一定、その区外のドゥーラに対しましても、品川区とぜひ提携していただきた

いというところの働きかけはやはり必要かと考えております。ドゥーラ協会等々と連携しまして、対応

にあたってまいりたいと存じます。 

○くにば委員  ありがとうございます。なかなかそのインセンティブは難しいというのは承知しまし

た。 

 もう一点、今、その利用助成はあくまで利用者に対して上限３,０００円の助成なのですけれども、

例えば品川区在住の方にサービス提供した事業者に１時間当たり１,０００円の上乗せをするであると

か、そういったインセンティブを与えて、実際にその品川区の利用者に対して、サービスを提供する方

を掘り起こすということが、やはり何かしらの施策で必要だと思っておりますので、そこに関してはぜ

ひとも能動的にご検討いただきたいと思っております。 

 今の部分、例えば現在登録している方のサービス提供時間の掘り起こしにもつながると思うのです。

今、例えば週２日、それぞれ３時間ずつしか受け付けていませんという方も、１時間当たり 

１,０００円上乗せでもらえるのだったら、では頑張ってサービス提供してみようかといったドゥーラ

の就業時間の掘り起こしにもなると思うので、そこに関していろいろとご検討をお願いしたいと思いま

す。産後ドゥーラに関しては以上です。 

 次に、２７１ページ、ホームレス緊急保護事業についてです。 

 ホームレスの高齢化であるとか路上生活の長期化は長年の問題になっており、喫緊の課題もあると思

います。区内でも直近、まだホームレスがゼロにはなっていないと思います。全国的にもこのコロナ禍

で失業者も増え、ホームレスが増えるかなというところだったのですけれども、実際には経年で減り続

けているという中で、品川区におけるホームレスを今実際に把握なさっている中で、直近３年間の人数

をお教えください。 

○櫻木生活福祉課長  ホームレスでこちらで把握させていただいている数でございます。日によって

というところと、あと夏と冬でも変わるところではあるのですが、おおむね平成３０年から令和２年に

かけては１３名から１２名という形で推移してきているところでございます。 
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○くにば委員  ありがとうございます。以前に比べるとやはり大分減ったという印象なのですけれど

も、ちなみにそれらの方々を含めまして以前品川区にホームレスとしていらした方々、品川区内は例え

ば特定の公園もしくは河川敷等で大量にホームレスがたまっているところとかはあまりないと思うので

すけれども、そういったホームレスの方々がたまっていたところ、こういったところにホームレスがい

たという事例をお教えください。 

○櫻木生活福祉課長  区内において一定数以上たまっているような場所というのはないのですが、現

状ですと、いわゆる道路の高架下であったりガード下であったり、もしくは品川、荏原、大井、八潮地

区の公園等に散在しているという状況でございます。 

○くにば委員  承知いたしました。 

 １点質問があります。国民健康保険に加入していないホームレスの方、ホームレスの方で多くその

ケースはあると思うのですけれども、いわゆる品川区内で行き倒れになっている方、住所不定だけれど

も、品川区の管轄の中で、保険に入っていない、けれども医療費ももちろんお金がなといった方が保護

された場合、品川区としてその医療費に関して、どういった対処をなさっているのか、お聞かせくださ

い。 

○櫻木生活福祉課長  行き倒れになられている方に関して、救急搬送された後に、意識があるような

状況ですと生活保護のほうで費用をみるということもございますし、あとは行旅医療という制度がござ

いまして、行旅のほうで費用を出すということも可能性としては考えられると思っております。 

○くにば委員  分かりました。ホームレスの方もやはりそれぞれの事情があって、生活保護を受けた

くないという方もいらっしゃいますし、ではそういった方々が医療費を医療機関からの借金という形に

しているのか様々問題はあると思いますので、そこに対してご相談があれば、生活保護以外の選択肢も

ご検討してみてください。 

○渡部委員長  次に、田中委員。 

○田中委員  ２４１ページ、児童センター事業費。２４５ページ、子ども・若者応援事業。２４３

ページ、すまいるスクール運営費。２５５ページ、のびしなプロフェッショナルスクール。２６３ペー

ジ、保育士等キャリアアップ補助金、遊技場提供支援事業、園庭等整備費助成。２４７ページ、各種手

当事業です。順不同で伺います。 

 まず、特別児童扶養手当について伺います。この制度は２０歳未満の障害がある子どもの福祉増進の

ために支給されます。この制度を受けるには、医師の診断書が必要です。とても必要な制度なのですが、

生活困窮家庭では、診断書の発行に費用が５,０００円だったりとかその前後発生するために、特に障

害の判断が難しい発達障害の子どもがいたときに躊躇をしてしまいます。今、お金がない状態の中で受

けられるかどうか確実でない特別児童扶養手当のための診断書の出費は、生活困窮の方たちにとっては

とてもハードルが高いのです。つまり、生活困窮家庭では、本来なら受けられるかもしれない手当につ

いて、その前段で諦めてしまう可能性があります。生活困窮家庭の診断書費用負担について、支援策を

求めたいのですが、見解を伺います。 

○伊東子育て応援課長  今委員ご指摘のとおり、特別児童扶養手当の申請に際しましては、診断書の

添付というのは、一部身体障害者手帳等で代用ということもあるのですが、診断書の添付というのは必

須の条件になってございます。 

 困窮家庭ということではございますけれども、様々な部分で申請の際に有料の証明書添付というのは

多々あるところでございます。この手当の申請に関しましても、一時的ということにはなりますけれど
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も、自己負担ということで、金額的にも５,０００円から１万円というような範囲かと思われますので、

それは個人での対応ということでお願いをしたいと思っております。 

○田中委員  診断書の出費については仕方ないと思っているのです。しかし、それが出費できないの

で、ぜひ区としての融資制度などでも構わないので、そういう制度を早急に検討していただきたいとい

うことでした。ぜひ前向きによろしくお願いします。 

 次に、すまいるスクールについて伺います。 

 すまいるスクールの事故報告書を区へ求めたところ、データとして整理されておらず、担当課で積み

上がっている状態とのことで、情報公開ができませんでした。事故報告書は項目ごとに分類し、今後の

施策に活かせるよう確認ができるように改善すべきですが、見解を伺います。 

 そして、すまいるスクールでいじめや、すまいるスクール職員による子どもへの体罰があったときの

報告について、それは担当課へ上がるのでしょうか。 

 また、いじめや体罰の通報があったときにはどのような対応がされるのか。そしてその通報が本人や

保護者という当事者でなければならないのか、以上４点お知らせください。 

○廣田子ども育成課長  事故報告書については、本課で積み上がっているというような実態はござい

ませんで、電子データとしては管理していないけれども、紙ベースでファイルをしているというような

お答えをいたしまして、情報公開請求をしていただければ、個人情報を一部公開できない部分もありま

すが、ご用命があれば公開はできる状況で、できないとご回答したことはございません。 

 いじめ等の報告書ということなのですけれども、子ども同士の事案で通報してくる者が職員スタッフ

であれば、通告をするというよりも、その場で対応するということで、事故等の報告書の扱いではなく

て、相談記録であったりとか、日誌の中で行っているものでございます。 

 また委託事業者との関係であれば、日々の意見交換もありますけれども、毎月月次報告という形で報

告書も上がってきまして、さらに対面で委託会社と本課の職員と意見交換をするということがございま

す。また、保護者から声が上がってきた場合には区民の声と同様に扱いますけれども、保護者の方と意

見交換をいたしまして、その内容、子どもの状況、学校との意見交換をしながら、一つひとつ丁寧に対

応をしているという状況でございます。 

○田中委員  事故報告書についてです。紙ベースでということでしたけれども、それでも項目ごとに

分かれておらず、情報公開するときには個人情報のところをマスキングして、これほど大量にあるので、

すべてを情報公開しなければならないということでした。それで情報公開できない状態ということなの

です。ですので、こういう項目で事故報告書をくださいと言ったら、すぐ出せるようにきちんと項目を

分けてやっていただきたいと思います。 

 先ほどご答弁がなかったのですけれども、通報について、本人や保護者という当事者でなければなら

ないのかといったところでご答弁がありませんでした。すまいるスクールに子どもを預けている保護者

は、体罰があったときに区やすまいるスクールに直接、先生から暴力があったと相談するのはとても

ハードルが高いです。暴力を受けた子どもやその保護者という当事者でなく、当事者から相談を受けた

人から区への相談など、当事者からの直接的な相談ではなかった場合でも区での対応や調査は必要だと

考えますが、現在どのような対応がされているのか、お知らせください。 

 また、このようなすまいるスクール職員から子どもへの体罰について相談があったときには、体罰が

あったとされるすまいるスクールだけでなく、すべてのすまいるスクールに注意を促すことが必要だと

考えますが、区の見解を伺います。 
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○廣田子ども育成課長  事故報告書の件ですけれども、情報公開の話を頂いたときに、項目でご要望

を頂ければご用意をいたしますという回答をしておりますので、情報公開ができないという回答をした

覚えはございません。 

 次に、いじめ等の通報はどこから来たとしても、匿名で来たとしても、ある程度分かる情報がありま

したらあたりをつけてというか調査を、どこかわからなければ全すまいるスクールにこのような事案は

なかったかという問い合わせをするなど、一つひとつ洗い出しをしていますので、通報についてはどこ

から受け付けるのかということではなく、どこからの情報であろうと対応しているところでございます。 

 また、すまいるスクールの職員からの体罰というお話がありましたけれども、体罰に至るまで放置を

しているということは許されないことです。体罰でなくても、指導員の子どもへの言葉のかけ方がきつ

いであるとか、声が大きいであるとか、そういう事案が出た時点で、その場で指導する。その場で指導

しても直らないときには、委託のスタッフの場合には委託の会社に申入れをするなど、様々な手続きを

踏んでいるところでございます。 

○田中委員  事故報告書についてです。項目ごとで分かれているということだったので、でしたら項

目を一覧で出していただいて、情報公開ができる形にしてもらいたいと思います。今後これは情報公開

請求します。 

 では次に、すまいるの条例、品川区放課後児童健全育成事業の設備および運営の基準に関する条例で

は、第１３条で虐待等の禁止を定め、すまいるスクールの職員は利用者に対し、児童福祉法第３３条

の１０各号に掲げる行為その他当該利用者の心身に有害な影響を与える行為をしてはならないとしてい

ます。 

 すまいるスクールの委託事業者との契約書、仕様書を確認しました。そうしたら、事故報告書の作成

はけがや医療機関への付き添いでしか記載がありませんでした。体罰やいじめがあった場合の報告書の

作成も仕様書で求めるべきと考えますが、見解を伺います。 

 また、仕様書では、区が業務員の業務遂行上、言葉遣い等不適切な児童指導や保護者対応などに問題

があると認めた場合には、受託者に業務員の改善の措置を求めることができるとあります。ここでの区

とは誰のことを指すのでしょうか。各すまいるスクールにいる区の職員なのか、それとも担当課なので

しょうか。 

 以上、２点お知らせください。 

○廣田子ども育成課長  体罰、暴力等の場合には事故でなくて事件となりますので、事故報告書とい

う形ではなく、１件１件調査をして、その都度必要があれば報告書として回すという形で考えておりま

す。ただ、現在のところでそこで報告で上げるような事案は起こってございません。 

 また、仕様書にあるように、言葉遣いであるとかそういう場合については、先ほどより申し上げてい

るとおり、１件１件その場でリアルタイムで対応する、また月ごとの月次報告の中で報告書と対面で行

う必要があれば、事業者を呼び出して話をするというような形で進めているところであります。 

 ここで言う区というのは、実質問題、実務上をやっているのは本課の子ども育成課でやっております

が、事の大きさがもし大きい事件であれば、それぞれ必要なところまで意見を上げるところでございま

すが、そこまで至る前に対応するというのが区としての考え方です。また、事業者の中で不適切なこと

があれば、顛末書という形で上げさせて情報共有を区のほうでして、改善策を求めているというような

対応をしております。 

○田中委員  先ほど体罰に関して許されないことだといったお話がありました。本当にそのとおりだ
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と思います。また、事件として扱うといった話もありましたが、体罰やいじめでも報告書の作成は必要

です。また、すまいるスクール内で解決した事案だとしても、再発防止や施行向上のために報告書を作

成し、区へ報告させるべきと考えますが、こちらについて見解を伺います。 

 また、業務員の改善措置を求めることができる区とは担当課とのことですが、現場にいる区職員から

の報告はどのように担当課に上がってくるのでしょうか。その際には、先ほどの顛末書、それは事業者

が上げるものでしたね。その現場にいる区の職員はどのような形で、報告書ではない形で上がってくる

のか、報告書として上げるべきと考えますが、併せてお知らせください。 

 そして、現在、すまいるスクール事業者同士が情報共有できる機会がありません。各学校のすまいる

スクールの様子や、ヒヤリハットや事故などの情報共有を行い、児童の健全育成の向上につなげられる

よう、すまいるスクール同士で意見交換ができる機会が必須だと思いますが、見解を伺います。 

○廣田子ども育成課長  現場の日々の行いについては、報告書が日報という形でも上がってきます。

学校までも全部回しているところでございます。また、不適切な事案をスタッフが起こした場合につい

ては、すべての報告書の中にも書かれておりますし、大きな事案については事業者から顛末書という形

で改善策も含めて上げさせております。それは先ほど来答弁させていただいているとおりでございます。 

 また、現場の職員の意見については、現場の職員は日々必要があれば本課のほうに来ておりますし、

月に一回の全体会を開いておりますし、各ブロックごとで情報共有もしております。また各すまいるス

クールにはブロック単位で指導員がおりますので、その指導員が巡回に回る、また本課の係長が回る、

また本課の職員も回っているところでございます。現場の職員と本課は一枚岩で同じ係ということで活

動しておりますので、情報共有についてはできているもの、意見は吸い上げられているものと考えてお

ります。 

 事業者同士の情報共有ですけれども、すまいるスクールの関係については、毎年計画的に、また大き

な事案があり必要な研修については事業者も入れて行っているところですので、そこで情報共有であっ

たりとか質の管理ということで取り組んでいるところです。また事業者に対して、今年度から内部の監

査というのを行っておりますので、質の管理については取組みをしております。 

○田中委員  事件になる前の職員の子どもに対する暴力等のことについても、その前段、そのような

ことは絶対にあってはならないとご答弁されたそのとおりなので、そういったところ、今後またチェッ

クをしていきます。 

 保育園事業について伺います。生活者ネットワークは、保育の質の確保には保育士が長く勤められる

環境が必要であり、そのために処遇改善を適切に行われるべきと質問してきました。国の公定価格の妥

当性については疑問が残りますし、また弾力運用については制度改正が必要だと生活者ネットワークは

主張しています。今年３月に、内閣府は全国を８つに分けた地域区分ごとの公定価格の人件費（年額）

を示しました。その公定価格について、区の認識を伺います。 

 内閣府の公定価格の数値では、特別区の保育従事者には最低でも年額４４２万円を保証していると示

されていました。しかし、都のキャリアアップ補助金を受けるときに、区や都が事業者に求めている財

務情報の保育従事職員給与支出を情報開示して調べたところ、区内認可保育園の保育従事職員の平均年

額は、３３０万円程度でした。本来ならば国の公定価格に区や都の補助金が加わった金額が出てくるべ

きなのですが、国の公定価格にも届かない３３０万円なのです。この区内保育士の平均賃金の状況を、

区はどのように受け止められているのか伺います。 

 そして、昨年の決算特別委員会で、のびしなプロフェッショナルスクールについて、研修時の保育士
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の補填を生活者ネットワークが求めたところ、保育課長は、私立保育園公定価格の中に研修参加の人的

補償として、年間で保育士１人当たり３日分を補償しており、そちらで対応できるとご答弁されました。 

 私たちのこれまでの質問の趣旨がなかなか伝わっていなかったのかと思うのですけれども、これまで

私たち生活者ネットワークが質問してきているのは、公定価格どおりに補助金が使われていないのでは

ないかということです。そして、それを区できちんとチェックをしてほしいということをこれまでずっ

と質問してきています。保育現場での研修時の人手不足は解消されていません。区は私立園各園で、公

定価格から研修時の保育士補填がされているのかどうかの確認をどのように行っているのか伺います。

以上２点です。 

○若生保育支援課長  私立保育園等の保育士に対しての、公定価格ですとか平均賃金等々のご質問に

お答えさせていただきます。 

 公定価格上の水準と、キャリアアップ補助金の関連での財務状況上の乖離については、実際公表され

ている財務状況が令和元年の実績でございます。それに対して、先ほどご指摘いただいた国のこの公定

価格上の運営に要する費用という通知でございます。こちらは、令和３年度の通知で、年度の乖離がご

ざいますので、正確にここで比較するのはちょっと違うのかなと認識してございます。 

 ちなみに令和元年度で比較しますと、公定価格上の保育士の人件費年額というのは３９３万円となっ

てございまして、それに対して区のほうでの調査の平均賃金を算定したところ、３７０万円余というと

ころで、若干の差がございます。 

 ただ、区としてはこれ以外にも、宿舎借上の補助ですとか、そういったところでもかなり手厚く保育

士に手当をしてございます。現金支給だけで考えるのでは実態がなかなか反映できない部分もございま

す。また、給食業務委託に関する経費などは人件費支出に財務上計上されない場合もございますので、

そのような事業者間のばらつきというところも考慮すべきと考えてございます。 

○渡部委員長  会議の運営上、暫時休憩いたします。 

○午後０時０１分 休憩 

 

○午後１時０５分 再開 

○渡部委員長  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。木村委員。 

○木村委員  私からは２２５ページの高齢者社会参加促進事業、１,３３１万円余からです。その中

の健康づくり・生きがい活動事業ですけれども、中には５つの事業があります。この事業は主に、高齢

者の健康を第一に考えた事業だと思います。このコロナ禍、外出の自粛のため、中止の事業もあると思

いますけれども、その中で高齢者作品展とは、高齢者の得意としている作品を競い合うということでは

なく、多くの人々に見ていただくことを目的にしていることと思いますし、また高齢者の励みにもなる

と、そういう事業だと思いますけれども、本来の目的とは何でしょうか。お聞かせください。 

○菅野高齢者地域支援課長  高齢者作品展についてのご質問に答えさせていただきます。高齢者が制

作した作品を展示し、生きがいづくりに役立てることを目的としております。 

○木村委員  ありがとうございます。簡単な答弁で。確かに高齢者の生きがいですよね。私も何か一

つ生きがいを持たなければと思いますけれど、そういう才能がありませんので、持てませんけれども。

まずは高齢者の生きがいということですね。 
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 次に、グラウンドゴルフ大会ですが、区内には地域、地域で多くのチームがあるそうです。聞くとこ

ろでは１００を超える、多分１１１チームがあるとお聞きしましたけれども、本区ではそんなに多くの

チームが参加できるような大会があるのかどうか、またそれはどのようにして参加するのか、それをお

聞かせください。 

○菅野高齢者地域支援課長  続いてグラウンドゴルフ大会のご質問に答えさせていただきます。委員

からご質問のありました１１１チームにつきましては、各高齢者クラブでグラウンドゴルフのチームを

持っているという数だと思います。実際に昨年度９月に、西大井広場公園でグラウンドゴルフ大会が行

われたのですが、やはりコロナ禍で密を避けるということも考えまして、通常ですと約２００名の参加

者でやっている大会ですが、このときに関しては半分の９６名という参加者で実施させていただきまし

た。９６名の内訳は、１チーム６人編成なので、９６割る６ということで、１６チームの参加で大会を

行わせていただきました。 

 先ほど、高齢者作品展の説明がとても簡単でしたので、ちょっと補足させていただきたいと思います。

こちらの高齢者作品展は、Ｏ美術館で作品を展示しておりまして、優秀作品を表彰しております。部門

は、絵画、書道、民芸・工芸、写真、俳句・短歌等で、出品数は１５２、４日間の来場者は４４８人と

なっております。 

○木村委員  ご丁寧にありがとうございました。そういう芸術に私も全然疎いですが、高齢になって、

だんだんそういうことも探さなければいけないと、自分自身も思っているところであります。 

 ５０幾つかのチームしか参加できないということですか、先ほど何とおっしゃったか分からなかった

のですけれど、参加できないチームというのは、地域だけで、自分たちだけでゲームを楽しむという集

まりになりますけれども、全ての参加ができないわけであります。逆に、地域のクラブチームにしてみ

れば、よき励みになる、自分たちももっと頑張って大会に出られるようなチームになるのだというよう

な踏ん張りが、何か目標ができるということですから、ぜひ頑張っていただきたいと思いますけれども。 

 そういう意味で、各チームが楽しむということ、やはり大会に出ることを一つの大きな目標にして、

そこで優勝をする、トップに立つということが、やはり何事も大事だと思いますけれども、そういう気

持ちを持って臨むということでいいのでしょうか。 

○菅野高齢者地域支援課長  グラウンドゴルフ大会についてのご質問です。こちらの参加チームは、

昨年度は１６チームということで、かなり限定された方たちの参加となっているのが実情です。各地区

におきましても、グラウンドゴルフ大会は行われています。その中で例えば上位のチームが、こちらの

区の大会に出場できるとか、そういった形で皆さん、本大会といいますか、こちらの大会に出ることを

励みに、日々練習に打ち込んでいるというふうに聞いております。 

○木村委員  ありがとうございました。よき励みになるということですね。そして毎日を健康に過ご

すということは大変大事なことだと思いますので、ぜひ頑張っていただきたいと思います。 

 次にいきいき健康マージャン広場も、大変人気があると思いますけれども、このコロナ禍でも実際に

行っている事業なのでしょうか。私から見れば、今の時期は駄目だろうと思ってしまいます。４人が

マージャン台を囲み、数時間ゲームを楽しむ。いくらマスクを着用していても、つい声を出してしまい

ますし、無言でのこのゲームというのは考えることができません。ウイルスを遮断、または除菌する方

法、マージャンゲーム独特の何か方法というものがあるのでしょうか。お聞かせください。 

○菅野高齢者地域支援課長  いきいき健康マージャン広場についてのご質問です。やはり三密を避け

ることが難しいこと、民間施設がコロナ禍で閉店や移転となってしまったことなどから、なかなか登録
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者数分の会場を確保することが難しい状況が続いておりまして、令和２年３月より事業を休止している

状態です。 

 ただ、休止状態があまりに長いため、今回、事業再開に向けて、登録者へ希望のコース、会場のアン

ケートなどの実施を、夏にさせていただいた次第です。従前の登録者、７５４名の方に希望のアンケー

トを送付しましたところ、６００人の方の申込みがありまして、約８割の方が楽しみにされているのか

なというところを感じとったところです。 

 委員ご指摘のとおり、密になってしまうというところで、マージャンの再開に当たってはいろいろな

工夫が必要なのかなというところで、感染状況等を踏まえまして、今のところ再開のめどはなかなか立

てられないところですが、その辺り、申込者の方には再開時期が決まったら再度お知らせするというこ

とで、ご案内させていただいている次第です。 

○木村委員  ご丁寧な言葉、ありがとうございました。ぜひ高齢者の皆さんが頑張れるように、早く

収まることを願います。 

 そして、大きな声を出すといえば、いきいきカラオケ広場ですが、さすがにこの事業も私は駄目だろ

うと思っているのですが、事業が行われているかどうか、お聞かせください。 

 そして、この５つの事業で、コロナ禍でも比較的大丈夫な事業というと、高齢者作品展とグラウンド

ゴルフ大会ぐらいだと思うのですが、その点をお聞かせください。 

○菅野高齢者地域支援課長  いきいきカラオケ広場につきましては、民間施設の協力により割引料金

で利用できる事業となっております。こちらの都の休業要請を緩和したカラオケ店では、既にお店自体

はやっているのですけれども、こちらのカラオケ広場の会員券を使って利用されている実績は、いまだ

にございません。ちなみに、ある高齢者クラブの方が、こちらのいきいきカラオケ広場とは関係なくカ

ラオケに行ったとき、マスクをしながら歌ったというお話を聞いたことがあるのですが、かなり歌いづ

らくて大変だったという声も聞いております。 

 委員ご指摘のとおり、コロナ禍の中、高齢者作品展やグラウンドゴルフ大会は実施ができたのですけ

れども、それ以外では高齢者輪投げ大会のほうも、総合体育館で室内ということもありましたが、密を

避けるなどの工夫をして実施したところです。 

○渡部委員長  次に、松本委員。 

○松本委員  よろしくお願いします。私からは２４７ページ、奨学金貸付事業、間に合えば、２１７

ページ、成年後見制度経費について伺います。 

 まず、奨学金貸付事業についてですけれども、今回の決算書によると、執行率が６５％程度と低調で

す。令和元年度も約４６％、平成３０年度も６６％と低調なのですが、この原因について、区の分析を

お伺いいたします。 

○伊東子育て応援課長  奨学金の執行率でございますけれども、件数的には、令和２年度に関しては

在学応援資金の関係で２０件ということで、令和元年度は１４件ということで、実質的には伸びている

状況にございます。ただ、予算的には多めにといいますか、例年どおりの予算を取っていた中では、執

行率が低くなってございます。 

○松本委員  平成３０年度から経年で見ていくと、そういう分析になるのかなというところで、どう

いうことかというと、毎年の予算のほうを確認させていただきますと、事業だと事務費なども含まれる

ので、貸付金を抜き出して予算を見ていくと、平成３０年度は在学応援資金が始まった年ですけれど、

貸付金の予算が８４８万円、平成３１年度が１,４１８万円、ここまでは伸びているのですけれども、
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令和２年度で１,１００万円、令和３年度、本年度の予算では１,０００万円になっている。ここ２年

で４００万円以上減額になっているのです。 

 区としては、この在学応援資金などの需要が、思ったよりも少なかったというふうなことをお考えな

のでしょうか。お願いいたします。 

○伊東子育て応援課長  区としては、着実にといいますか、例年どおりの貸付ということで推移して

いると思っています。なおかつ、微増傾向にあるのかなという分析をしているところでございます。 

○松本委員  予算額が減っている中でそれをおっしゃるのはおかしいと思うのですけれど、もう一度

お願いしてよろしいでしょうか。 

○伊東子育て応援課長  今、私のほうで話したのは、貸付額としての執行に関しては微増傾向にある

ということで、事務費関係も含まれておりますので、その辺で増減、昨年でいいますと、事務費の中で

システム改修など時々ありますので、その辺で執行率が変わってくるということはございますけれども、

貸付額の部分では、順調に推移しているというふうに思っております。 

○松本委員  貸付額も下がっているのですね。下がっている額は数万円程度ですけれども、決して伸

びているわけではないということで、それで予算を組まれているので。貸付金の予算を組んで、でも執

行率が６割とか４割ということで、少なくとも見通しとしては貸付の需要が低いという認識でないと、

この下がり方というのはどうなのかなと思うのですが、もう一度お願いします。 

○伊東子育て応援課長  貸付額として考えましても、平成３０年度の３４５万円余、令和元年度

が５７１万円、令和２年度が５６８万円ということでございます。今年度に関しましては、上半期の部

分で３９０万円という形での貸付をしているところでございます。ですので、奨学金の貸付という中で

は、増加傾向にあるというふうに認識しているところです。 

○松本委員  でも、それは貸付の予算との関係で、実際に執行できていないわけです。ではその執行

率がこの低さ、貸付金との関係でも執行率が低い理由というのは、何なのでしょうか。事業全体のシス

テムの関係とかではなく、貸付金だけ見ても予算との執行率で見ると、かなり低調になっているわけで

す。この原因の分析を、もう一度お願いいたします。 

○伊東子育て応援課長  貸付額の予算ということでございますけれども、それは１,０００万円ほど

予算を取っているという状況です。ここ数年、トータル金額的には変わっていないような状況になりま

す。 

○松本委員  やはり今の答弁はちょっと正確ではないと思うのですが。先ほど申し上げたように、初

年度は貸付金の予算は８００万円余で、そこから平成３１年度は一回上がって１,４００万円余になっ

て、その後、令和２年度は１,１００万円、令和３年度は１,０００万円と下がっているのです。下がっ

ているということは、下げている原因があるはずなので、そこの部分をもう一度お願いいたします。 

○伊東子育て応援課長  失礼しました。一定程度、前年度の実績を基に多少の減額があった中でござ

いますけれども、それに対しまして、確かに貸付金額としては低かったというのが、実態でございます。 

○松本委員  原因なのです。なぜなのかというところを伺っているのです。予算を立ててそれが執行

できていないというところは、申込件数なり、申込額なりが少ない、それは結局、需要があるのか、な

いのかというところと関わってくると思うのですが、その原因のところをもう一度お願いいたします。 

○伊東子育て応援課長  需要という部分でいいますと、それぞれ学校経由で募集をかけているところ

でございまして、現実的には応募があった方が、ここ二、三年に関しては、全ての方に貸付を行ってい

るという状況でございます。 
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○松本委員  分かりました。本当はここからが話したかったことなのですけれど、予算が下がってい

るということで、ニーズとしてそこまでなかったのかなという分析になると、そこは止まって考える必

要があるかなと思っています。 

 調べたところ、これは大学のものなのですけれど、全国高等学校ＰＴＡ連合会とリクルートマーケ

ティングパートナーズが、２０１９年に行った調査によると、日本学生支援機構以外に、各自治体や大

学独自の奨学金があることを知っている人というのは、すごく低い。高校生だと４０％程度で、保護者

でも６０％程度なのですね。ですので、需要がないのではなく、実は周知がまだ徹底できていないので

はないかというところが、今回思ったことなのです。なので、今、どういうふうな周知を行われている

のか、お願いいたします。 

○伊東子育て応援課長  ＰＲに関しましては、広報ですとかホームページに載せることはもちろんで

すが、学校を経由しまして各生徒にパンフレットを、中学校の段階でお配りしているところでございま

す。 

○松本委員  この応援資金のほうは高校に入ってからのものなので、どのタイミングで配るのかが結

構重要なのですね。これは申請の期間が１０月なので、中３の８月とかに配ってもなかなか覚えていな

い可能性があるので、例えば卒業式のタイミングとかに配っていただくとか、そういった工夫が必要で

はないかと思うので、そこについてもご答弁いただきたい。 

 あと、ホームページを拝見しますと、申請書類は子育て応援課に来てくださいと、窓口ということに

なっているのですけれども、例えば高校生が、保護者はそんなに塾のお金とか出したくないけれど、自

分は行きたい、自分で何とか申請書類とかを集めて親を説得したいというときに、平日窓口に行くとい

うのはなかなか大変だと思うのですけれど、郵便等の対応はされているのか、お伺いいたします。 

○伊東子育て応援課長  ＰＲの時期でございますけれども、中学３年生の段階で、入学準備金の関係

もありますので、そのタイミングに合わせてＰＲしているところでございます。 

 郵便対応もしているところです。 

○渡部委員長  次に、湯澤委員。 

○湯澤委員  よろしくお願いいたします。私からは２２５ページ、高齢者社会参加促進事業、２７１

ページ、生活保護費、２７５ページ、生活困窮者自立支援事業について、お伺いします。 

 コロナ禍で様々な事業やイベントが延期、中止となりました。高齢者のための事業であります健康づ

くり・生きがい活動事業においても様々、延期や中止があったかと思います。まず、この事業において

どのような事業が、延期、中止となったのか、判断基準があればそれも併せてお知らせください。 

 また、高齢者外出習慣化事業においてもどうであったか、こちらも判断基準などと共にお知らせくだ

さい。 

○菅野高齢者地域支援課長  高齢者社会参加促進事業の中の、健康づくり・生きがい活動事業の中で、

実施の可否などについてお答えさせていただきます。こちらは今、５つの事業が記載されておりますが、

上から、高齢者作品展、グラウンドゴルフ大会、高齢者輪投げ大会については、昨年度実施させていた

だいております。一方、いきいき健康マージャン広場、いきいきカラオケ広場につきましては、やはり

三密を避けるということもありまして、事業の中止もしくは事業を行っているにもかかわらず利用の実

績がないということが、実情となっております。 

 高齢者外出習慣化事業につきましては、４つの会場で飲食を伴って、それをきっかけに仲間づくりを

してもらうという事業の仕掛けになっております。やはり、コロナ禍の中、飲食を伴うものは難しいと
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いうところで中止とさせていただいております。 

○湯澤委員  それぞれ基準を設けて、やむを得ず中止や延期されているということで、利用者もご理

解いただいた上で、収束後に開催を待ち望んでいるかと思います。 

 一方で、大会やイベントが長期行われなかったことで、普段腕を磨きにいっている店舗などが経営難

で店をたたんでしまったということもあるようで、とても残念な事実であると思います。 

 活動が制限されてしまっている現状において、高齢者が健康を維持しながら、生きがいを持って活動

していただくためには、これまで行ってきた取組みの継続も大切ですけれども、今話したように、練習

の場所がなくなってしまうことがないような支援など、新たな取組みや、安全を確保した上で開催を可

能にする基準の見直しなども必要になってくるのかと思いますが、いかがでしょうか。 

 また、高齢者社会参加促進事業全般についても、今後どのように行っていこうと思っているのでしょ

うか。出歩くことに抵抗があり、２年近く家にこもって生活されていらっしゃる方、独居のために自宅

ではテレビを見ているだけだとおっしゃっている高齢者の方もいらっしゃいました。例えば、歌うこと

は健康にも、脳にも、そして精神的にもよいと思いますので、カラオケ大会や敬老会でよく歌われる歌

を研究されて、ケーブルテレビやＦＭしながわにて、高齢者が１人でも歌えるような番組の作成を、担

当所管と連携を図るなど、コロナに負けない新たな取組みを検討されてはいかがかと思いますが、見解

をお知らせください。 

○菅野高齢者地域支援課長  長引くコロナ禍において、外出自粛などの生活が変化しまして、活動に

制約が生じている中、高齢者の心身の機能低下が懸念されております。昨年度も自宅で取り組める運動

や食事についてのチラシを作成し、広報紙等も活用しましていろいろと周知させていただいたところで

すけれども、今年度はケーブルテレビで、品川区介護予防体操を制作し、毎日１０分間放送させていた

だいているところです。自宅でも気軽に取り組める体操となっておりますので、こういったところで

個々に活動をしていただくというか、体を動かしていただいて、長期化するコロナ禍を乗り切ってもら

えればと思っているところです。 

 今回ご質問のありました高齢者社会参加促進事業ですけれども、こちらについては、区がかなりの人

数の方たちを集めて主催するということもありまして、感染症対策を講じながらやっている事業もある

のですけれども、全てできないこともあります。私としましては、感染症対策を講じなから実施できる

イベント等は、今までも実施してきましたし、今後も工夫したいと思っております。その中で、少しで

も高齢者の方たちが、コロナが明けたときに元気でまた活躍してくれることを願っております。 

○湯澤委員  私も、品川区で独自にされております介護予防体操を、ＹｏｕＴｕｂｅのほうで見させ

ていただきました。やはり高齢者の方はＹｏｕＴｕｂｅで見る機会はなかなかないと思いまして、再生

回数も上がっていないところもありましたけれども、内容は大変すばらしいものでありますので、例え

ば広報しながわの特集号といったものを作成すると、より多くの高齢者の方が見る機会になると思いま

す。実際に、８月１日号を見て今も実践されているという方がいらっしゃいます。ぜひ、そういったと

ころも研究していただければと思います。 

 次に、生活保護費のほうに移りたいと思います。厚生労働省の調査によりますと、コロナの影響で失

業率が上がって、６４歳以下の現役世代の生活保護者の増加もあって、申請者数は今年６月時点で、前

年同月比の１３.３％増加ということでありますが、品川区における状況はいかがでしょうか。コロナ

失業により生活保護を受けられることになった方の多くは、再就職の機会があればすぐに再就職をして、

自立した生活を望まれているのかと思います。区の自立支援メニューは様々ありますが、コロナ禍で特
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に活用されているものや、強化しているものがあればお知らせください。 

○櫻木生活福祉課長  コロナ禍における品川区における申請状況でございます。令和２年度につきま

しては、年度を通じた申請件数の合計は４５７件ということで、令和元年度と比較すると２９件の増加

ということで、約６.７％程度増えているという状況でございます。 

 自立支援につきましては、就労支援員が生活保護になられた方に対して就労指導を行っていくという

メニューを、実施しているところでございます。 

○湯澤委員  雇用も、ワクチンの接種率が今どんどん伸びておりますので、経済活動も活発になるこ

とで、徐々に増加に転じていくと思います。そのときに、自立したいという受給者の後押しがしっかり

できるような体制を、引き続き図っていただきたいと思います。 

 それと、生活困窮者自立支援事業についてですけれども、予算書と比べると大分金額に差があるかな

と感じました。去年と一昨年の予算書と比べても、年々事業費が下がっているように思います。これは

どういった理由なのか、対象者が減っているのか、ほかで補填をされているのか、理由をお知らせくだ

さい。また、相談窓口への相談件数は、ここ数年どういった動向なのかも、併せてお知らせください。 

○櫻木生活福祉課長  自立支援につきましては、希望される方について就労支援員のほうが指導する

ということで、年度によって若干状況が変わってきて、今年度は若干減少ということでございます。 

 相談件数につきましては、自立支援に関しましては暮らし・しごと応援センターで、住居確保給付金

の関係の相談数が非常に増えておりまして、令和元年度３,０００件程度であったものが、令和２年度

につきましては１万何千件という形で、非常に増えている状況でございます。 

○湯澤委員  相談も大変増えているということであります。特にコロナ禍で、とてもお困りの方がた

くさんいらっしゃる、そういった不安を抱えている区民はもっとたくさんいるのかもしれない、そう

いった心積もりで、さらなる周知を図っていただきたいと思います。 

○渡部委員長  次に、あくつ委員。 

○あくつ委員  私からは２５１ページ、ひとり親家庭支援事業で、離婚の相談について、同じ

く２５１ページ、しあわせ食卓事業について、時間があれば２３７ページ、障害児者総合支援施設運営

費について、伺います。 

 品川区では、ひとり親家庭支援事業ということで、家庭相談事業というものが実施されています。令

和２年度の相談実績、特に離婚問題に関する相談数が取り出せるのであれば、教えてください。 

 また、先ほど西村委員からもありましたけれども、令和３年度からは養育費相談支援事業として、公

正証書の作成費用と、養育費立替保証契約の初回保証料補助事業を開始されました。公正証書の作成費

用については実績が１件であったと、保証契約については０件だったとお聞きしましたが、お伺いした

いのは、この本事業を開始するに当たって、人員体制の強化を行ったと伺っています。それがどういう

内容なのかということ。それと、離婚公正証書の案文というのは誰が作っているのか。ご夫婦２人で公

証役場へ行って、公証人の前でいろいろ、るる述べるということだと何時間もかかってしまうというこ

とで、通常は案文を書くということがあると思うのですが、これはどなたが行っているのか、教えてく

ださい。 

○伊東子育て応援課長  まず、離婚の相談件数ということでいいますと、令和２年度に関しまして

は７９件という相談件数がございます。 

 それと、体制でございますけれども、元家庭裁判所の調査官だった方を雇いまして配置して、個別相

談のほうに応じているところでございます。ということで、公正証書の案文というお話も今、ございま
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したけれども、相談の中で下書き的に様々なアドバイスをして、公正証書の作成は最終的には家庭裁判

所のほうになりますけれども、事前にしっかりとアドバイスをしているところでございます。 

○あくつ委員  ７９件ということで、私としてはかなり多い相談数かなと思いますが、先ほど西村委

員の質問にもあったのですが、離婚講座ということについて伺いたいと思います。 

 令和２年度、３年度で、先ほど府中市ですか、事例の紹介がありましたけれども、港区、豊島区、目

黒区、文京区、世田谷区などで、同じ名前です、「パパとママの離婚講座」という同一の名称で、講座

が実施されています。これは、突発的に起きたわけではなく、国の支援事業として、令和元年度から離

婚前後親支援モデル事業というのが行われていて、離婚協議開始前の父母に対して、離婚が子どもに与

える影響、養育費や面会交流の取り決め、離婚後の生活を考える機会を提供するために、講座の開催の

支援をする、助成をするということが行われています。それを活用して各区で行っていると。 

 先ほどもご説明があったとおり、この内容で例示しているのは、講義を行う講師の選定に当たっては

学識経験者、元家庭裁判所調査官など、離婚問題に関して知見を有する者、父母教育プログラム等を実

施している民間団体、こういう例示があります。先ほどご紹介のあったパパとママの離婚講座について

は全て同じところ、家族のためのＡＤＲセンターというところがやっています。これは法務大臣の認定

機関であって、私、以前こちらの所長からもお声をかけていただいて、２年か３年前に所管課長にご紹

介したことがあるのですけれども。 

 ここについて、先ほど課長のご答弁の中で、何か離婚を勧めているような名称のように、捉えられか

ねないというようなご答弁もあったのですけれど、相当考えてこの名称にしているわけです。国のほう

では親支援講座という例示で出ているのですけれど、そのような名称でやったところで、多分人は集ま

らない。離婚というのは身近に起こる大きな決断の一つなのですが、まだまだオープンに正しい情報を

得る機会が少ない。 

 先ほど、公正証書ができたのは１件だというお話がありました。これは少ないのか、始まったばかり

なのか、私も分からないですけれども、個別相談というのはやはり専門家にやっていただくということ

が非常に大事なのですが、離婚講座というこういうオープンな場で、悩みを抱える人に適切な知識や情

報等を得ていただいて、生活や子育てに対する不安や孤立感を解消する、そのために国のほうでこうい

う事業を始めたのですよね。ですから、名称はやはり分かりやすい名称で、離婚という言葉をしっかり

使ったものということでやっているわけなのですけれども。そこの捉え方自体が多分、申し訳ないです

が、先ほどの答弁は私も首をかしげざるを得なかったのです。 

 先ほどと同じ要望になりますが、ぜひこの制度を活用してもらって、品川区でも個別相談は個別相談

として、元家庭裁判所の調査官にしっかりやっていただくということ、また、今回、講師も例示があっ

て、この家族のためのＡＤＲセンターの方も元家庭裁判所の調査官ですね、行政書士でもありますけれ

ど。ぜひこういうことをオープンにやっていただきたいと思うのですが、改めてご答弁をお願いします。 

○伊東子育て応援課長  失礼しました。離婚講座の話を先ほど申し上げましたけれども、直感的にそ

ういうふうに思ったところで話してしまったということでございます。確かに講座ということで知識を

広めていく、正しい理解をしていただくというのは当然必要だとは思います。ですが、現状では、いろ

いろなメニューを整えて相談体制を強化してきたという中で、取りあえずは個別の相談ということには

なりますけれども、今の相談員を最大限活用して相談に応じていくということで、そういった相談員が

いるというＰＲもこれからしっかりやっていこうと思っているところです。 

 具体的な講座の開設に関しましては、もう少しその様子を、相談件数の推移等々見ながら、考えてい
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ければと思っています。 

○あくつ委員  どうぞよろしくお願いいたします。 

 ＡＤＲの活動についても質問しようと思ったのですが、時間がなくなってしまったので、しあわせ食

卓事業についてです。 

 先日の広報しながわで、今年度、ガバメントクラウドファンディングのお知らせがいよいよ始まりま

したということで、今年２月の文教委員会での報告事項を拝見したところ、令和２年度のガバメントク

ラウドファンディングの実施結果とすると、令和２年９月１０日から１２月３１日に行って、目標金額

が５００万円のところ、９７６万８,５００円、大体１,０００万円ぐらい、達成率１９５％、寄付者数

は２５１人であったと。 

 最終的に、令和２年度においては何回、食糧の配達をされたのか、また、それぞれ配送された世帯数、

また対象者はひとり親だけではないのですけれど、対象者の何％ぐらいの世帯に届いたのか、教えてく

ださい。 

○伊東子育て応援課長  しあわせ食卓事業でございます。令和２年度の実績といたしましては、令

和２年５月、６月、令和３年２月、３月ということで４回実施しているところです。それぞれ順番に、

世帯数では３２０世帯、３１０世帯、４３３世帯、４３３世帯でございます。この３００から４００世

帯という数字でございますけれども、大体ひとり親家庭ということで１,４００世帯ぐらいあると思っ

てございます。その中で申込みをされた方ということになりますので、３０数％の世帯に届けられてい

るのかなと思っているところです。 

○あくつ委員  ４回行っていただいたということ、３０％ぐらいの方に届いたということです。 

 本年２月の文教委員会で、この配送されている内容について大変厳しい質疑がありました。私も議事

録を読ませていただきましたけれども、同時期に私も同じご相談を受けて、実際に配送されたお宅とい

うか、伺って、物を見てくれということで、中を見せていただきました。段ボール箱と品物を拝見しま

した。その時の質疑で細かいやり取りがあったので、ここで詳細は申し上げませんが、私自身はその場

では言葉が出なかったです。 

 一般的に言って、これをもらって助かった思う家庭も当然あるのでしょうけれど、どちらかというと、

このしあわせ食卓事業という名前なのですけれども、この箱を開けた時、皆さんが本当に笑顔になるの

かというところは、ちょっと首をかしげざるを得ない、という表現にとどめておきます。 

 また、食品ロスについての案内も同封されていました。様々な経緯の中でこういう事業者の選定をし

て、配送事業者については食品ロスの削減に取り組む、これは立派な事業者ですけれども、この企業で

請け負っておられるということですが、現在もこちらに委託されているということでよろしいのでしょ

うか。また、これは年度契約ということなのでしょうか。契約の形態も教えてください。 

○伊東子育て応援課長  今年度に関しましては、現在まだ契約という段階には至っておりません。委

託というか、配送に関しましては、その都度、その都度の契約となってございます。 

○あくつ委員  年度契約でないということで確認させていただきましたけれども、この困難を抱える

家庭に食べ物を届けるという目的と、この食品ロスということを関連づけたことについて、支援に関

わっておられる方々から様々なご意見がありました。 

 食品ロスということでいうと、私は若い頃、余談ですけれど、上野のアメ横にあるチョコレートのた

たき売りをやるお店でアルバイトをやっていまして、あのお立ち台には立てないのですけれど、箱出し

といってひたすら段ボール箱を開けてチョコレートのお菓子を出すという。これは大手のチョコ菓子
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メーカーが、賞味期限が近づいたようなものとか、また、あまり売行きがよくないものを、格安で引き

取って、それに付加価値をつけて売るというもので。１,０００円で売るのですけれど、中は４,０００

円から５,０００円ぐらいのものを、入れちゃえ、入れちゃえ、これも入れちゃえ、あれも入れちゃえ

と、大きな袋にして配るわけです。そうすると、お客も喜ぶ、大手メーカーも食品ロスを出さない、お

店ももうかる、三方よしだった。これは数十年前からやっている、ＳＤＧｓなどという言葉がないとき

からやっている。私も２０代の頃、仕事がなかったからバイトをさせてもらっていたのですけれども。 

 食品ロスというものをビジネスに結びつける、こういう事業に結びつけるというのなら、それぐらい

やらないと、もらったほうが正直、言葉を選びながらですけれど、何か否定をされたような、その場に

行った時はもっと厳しい言葉でしたけれど、そういうふうになってしまう。常日頃、コロナ禍において、

また、ひとり親というのは非常に社会において冷遇されている、正直、そういう実態があると思います。

だからひとり親支援というのをやっているわけです。 

 私も、今年声をかけていただいて、子ども食堂がやっているフードパントリーのお手伝いなどもさせ

てもらいました。そこはふだん触れ合っているところだから、来る方、来る方に持ち切れないほどの、

その世帯の数に応じて様々な食べ物を、乾麺であるとか、お米であるとか、そういったものを持ち切れ

ないほどお渡ししている。そういうことをさらっと善意でできる。これは非常に私も勉強になりました

し、みんながハッピーになる。始終笑顔がこぼれる取組みでありました。 

 このしあわせ食卓事業についても、困難を抱える品川区のご家庭、受け取られる親子の思いに、か

なっているのかどうかということ、それと寄付をされた方の思い、今回に関していえば２５１人の思い

にかなっているのかどうか。原点に立ち戻って、何をどれぐらい配ればもらったほうが喜ぶのかという

のは、現場の方が一番よく分かっています。幸いなことに、品川区には社会福祉協議会のネットワーク

がありますから、そことよくお話をしていただいて、この事業、改めて見直していただいた上で、さら

に前進させていただきたいと思うのですけれども、改めてご答弁を伺いたいと思います。 

○伊東子育て応援課長  今後についてでございますけれども、確かに寄附者の思い、そして受け取る

側のこともしっかりと考えながら、今後展開していこうと思っています。その際、今、委員のご指摘に

もございましたけれども、やはり現場を知っている方々の意見も当然参考にしながら、取り入れながら、

進めていきたいと思っているところでございます。 

○渡部委員長  次に、おくの委員。 

○おくの委員  私からは、２４７ページ、奨学金貸付事業に関わって、大学生への給付型奨学金およ

び大学生への臨時給付金について質問いたします。 

 一般質問でもやりましたけれども、そこでは、「大学生向けの奨学金については、国や都など様々な

制度がありますので、現時点で区としての創設は考えておりません」、こういう答弁でした。これは、

国や都の制度で十分だということでしょうか。つまり、国や都の制度があるといっても、不十分な制度

なので大学生が困っているということなのですけれども、それでも区は、国や都の制度で十分だと考え

ているのかということをお伺いしたいのですが、いかがでしょうか。 

○伊東子育て応援課長  大学生向けの奨学金ということでございますけれども、品川区では、高校生

向けの奨学金ということで、昭和の時代から実施してきておるところでございます。十分かどうかとい

うところでございますけれども、委員もご存じかと思いますけれども、今、様々な種類の奨学金ができ

ておりますし、大学側でも創設していたり、他の貸付け等々もございます。 

○おくの委員  確かにいろいろな制度はございます。国や都も制度をつくっている。ただ、既存の制
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度ではまだまだ足りない、だから区にもつくっていただきたいと、大学生の方も思っているし、私自身

もそう思ったので、つくっていただきたいという質問をした次第です。 

 実際、お隣の港区あるいは大田区でもつくっていらっしゃる。これまでにも紹介してきましたけれど

も、今回改めて、例えば港区のホームページを見ますと、「国が対象とする低所得世帯に加え、区の実

態に即した所得層までを対象とする独自の給付型奨学金制度を取り入れています」と明記してあって、

細かく基準が定められ、月額で１万５,０００円程度から９万円程度までの支給額が明記してありまし

た。それから大田区では、そういう細かく分けてあるのではなく、大学、短期大学、専修学校専門課程

に進学する方で、経済的理由により就学が困難かつ学業成績が優秀な方を対象に、大学等進学応援基金

を活用して、入学前の３月に入学準備費用として１５万円を給付しますと。これは臨時給付金のよう

な、１回きりの給付なのだと思いますけれども、と書いてありました。 

 こういうふうに、国や都、その他の既存の制度では不十分だから、そしてまた大学生、あるいは大学

へ進学を予定している方が実際に困っているという実態があるから、区独自の制度を、港区や大田区で

はつくっているのだと思います。港区や大田区を参考にして、こういう制度を、品川区でも考えていた

だきたい、そしてつくっていただきたいと思います。大田区のようなやり方もあると思うのです。そう

いう意味で、コロナ禍でもありますし、臨時給付金という形も考えていただいていいのではないかと思

うのです。 

 改めて、区独自の奨学金、臨時給付金、それぞれいかがでしょうか。お伺いいたします。 

○伊東子育て応援課長  国のほうでは昨年から、高等教育の修学支援新制度ということで、内容を拡

充した形で、新しい制度もつくられてきております。それと他区の状況ということで、今ご紹介があり

ましたけれども、さらに国のほうでは、コロナ禍において家計の急変等で厳しい状況に陥ったという方

に関しても、臨時的な対応ということで、随時の奨学金受付を行うというようなこともやっております。

そういう意味では、区独自というところまではいかないのかなと思っているところです。 

○おくの委員  ということは、今の国や都の制度で十分だと、品川区としては考えられていると、結

局はそういうことですか。伺います。 

○伊東子育て応援課長  十分云々ということよりも、様々な形で支援策はできているというところで

ございます。それを、それぞれの状況に応じて皆様に活用していただきたいということでございます。 

○おくの委員  不十分だからこそ、私は大学生の方々が困っているという実態が出てくるのだと思う

のですが、それに加えて、そもそも日本の大学の学費が高いというのが、私は原因になっていると思う

のですけれども、区としては、日本の大学の学費が非常に高いのだという認識はおありになるのでしょ

うか。日本の大学の学費が高いというふうに思っていらっしゃるのか、いないのか、そのことはどうで

しょう。伺います。 

○伊東子育て応援課長  学費が高いかどうかという判断は難しいところでございますけれども、日本

が諸外国に比べて高いのかという観点で考えると、そうなのかもしれないとは思います。 

○おくの委員  認めていただけたのだと思いますけれども、それなら、それに対する対策ということ

で、奨学金なり、臨時給付金なりということを考えていただいてもいいのではないかと思うのです。改

めて区独自の奨学金なり臨時給付金を考えていただくことを求めますが、いかがでしょうか。 

○伊東子育て応援課長  先ほどのお話で、高いかどうか認めたというお話がありましたけれど、認め

たわけではございません。一般的に言われているのは、諸外国を見たら高いのかなというふうに思って

いると、言っただけでございます。 
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 ということで、様々な対策がとられている中で、独自の対策ということは考えていないということで

ございます。 

○おくの委員  認めつつ、認めないというような、なぜ認められないのですか。その点、お伺いいた

します。日本の大学の学費が高いことを、なぜ認められないのか、もう一度お伺いいたします。 

○伊東子育て応援課長  学費が高いかどうかということに関して、この場で私が話すことではないの

かなと思っているところです。 

○おくの委員  日本の学費が世界一高い、そして今の都や国の奨学金の制度では不十分で、困ってい

る学生がいるというのは、一般に認められたことだと思います。これは様々な報道や論文などでも明ら

かにされていることだと、私は認識しております。区ももう一度考え直して、学生への強い支援、これ

を求めて終わります。 

○渡部委員長  次に、せお委員。 

○せお委員  よろしくお願いいたします。私からは２２７ページ、住宅あっせん事業、２３１ページ、

日常生活用具給付事業、２３７ページ、障害児者総合支援施設運営費、お時間があれば２４３ページ、

すまいるスクール運営費について、順不同でお聞きします。 

 まずは障害児者総合支援施設ですが、その中にある品川児童学園についてお聞きします。障害児者総

合支援施設運営費の内訳は、当初予算を見てみると、やはり指定管理料が大きいというのが分かります。

その中でも、品川児童学園を担っているゆうゆうが、約３分の２を占めています。グループ内でも品川

児童学園は面積が広いですし、サービスの内容も多く、職員数も多いですので、指定管理料がほかと比

べて高くなる理由は、そこら辺の認識でよろしいでしょうか。ゆうゆうの指定管理料の主な内訳をお聞

かせください。 

○築山障害者施策推進担当課長  品川児童学園に係る指定管理料の内訳でございます。事業の中には、

児童発達支援ですとか、放課後等デイサービスのような法内のサービスがございます。こちらは給付費

の収入が直接事業者に払われているのですけれども、それだけでは配置が難しい人件費相当額を、指定

管理料として払っております。 

 また、給付費収入のない法外サービス、子ども発達相談室ですとか、日中一時支援につきましては、

人件費、事務費、事業費にかかる経費を、指定管理料としてお支払いしているところでございます。 

○せお委員  区からも持ち出しをしていただいて、子どもたちのために予算を使ってくださり、とて

もありがたいです。子どもたちが大人になってから困ることが少なくなるように、子どもたちの未来に

つながる支援はとても重要ですので、指定管理者が変わっても予算はしっかりつけていただきたいです。 

 まず、現在の品川児童学園の主な事業内容は５つで、子ども発達相談室、児童発達支援、保育所等と

訪問支援、放課後等デイサービス、日中一時支援となっています。それぞれが全て重要なのですが、子

ども発達相談室はいつも質問とか議論に上がりますけれども、待機されている方がかなりいらっしゃい

ます。通園も通いたい方が通えず、年に１回だけの方も多くいらっしゃいます。課題は多くありますが、

新しい指定者管理者にも、来年１０月からこの５つの事業内容を引き継いでいただくご予定でしょうか。

事業内容について、今後の予定をお聞かせいただければと思います。 

○築山障害者施策推進担当課長  次年度の引継ぎにつきましては、年度途中での引継ぎとなりますの

で、利用者が安心して施設を利用し続けられるよう、現在行っている事業については、そのまま引き継

ぐ予定となっております。 

○せお委員  ありがとうございます。決してサービスが減ることのないよう、拡充していただきたい
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と要望いたします。 

 続いては、細かいところなのですが、何度も取り上げています、その事業内容の中の保育所等訪問支

援です。品川区内では、取り扱う事業者がいまだに品川児童学園のみと認識しておりますが、平成３０

年度は延べ利用者数が１３名、利用日数が１３日だったのが、令和２年度は延べ利用者数１１３名、利

用日数２３７日となっており、お忙しい中、職員の方が何回も対応してくださったことには感謝いたし

ます。 

 そして、保育所等訪問支援は、保育園、幼稚園、小学校などに訪問して、職員の方にアドバイスをし

たり、そのお子さんに個別療育もできます。お子さんがいつもの場所でないと泣いてしまったり、ご家

族が様々な理由でお忙しい場合などに、いつも集団生活をしている場で家族がいない間でも支援をして

いただけて、家族としてはとてもありがたい制度です。 

 そこで、まず対象のお子さんなのですが、品川児童学園に通えていないお子さんが多くいる現状では、

できる限りその通えていないお子さんを優先的に行っていただきたいと思います。そうすることで、少

し幅広く支援ができるのではないでしょうか。 

 現在の対象のお子さんに関して、大まかで結構ですので教えていただくとともに、運営が変わること

も含めての保育所等訪問支援の方向性を教えてください。 

○築山障害者施策推進担当課長  保育所等訪問支援の対象でございますけれども、保育園、幼稚園、

小学校等に通われている方が対象となっております。 

 また、今後の方向性でございますけれども、保育所等訪問支援の利用に当たりましては、相談の中で

適切にご案内をしていきまして、必要な方に支援が届くよう、充実を図っていきたいと考えております。 

○せお委員  午前中にもお話がありましたけれど、巡回訪問とかも大事なのです。ただ、そちらのほ

うは主に職員への支援といったところが強いので、保育所等訪問支援はご家族だったり本人への支援と

いうところが大きいですので、とても重要になってきます。取り扱う事業者が増えないことも課題では

ありますが、さらに拡充されていくことを期待しています。 

 次に、放課後等デイサービスですが、ゆうゆうのご説明だと、「知的発達に遅れのない発達特性のあ

る小学校４年生までの学齢児に対し」とあります。なぜそのような対象になっているのか、経緯をお聞

かせください。 

○築山障害者施策推進担当課長  放課後等デイサービスの対象者の経緯でございます。こちらにつき

ましては、これまで区内に民間の放課後等デイサービスの事業所が少なかったということがありまして、

知的に遅れのない発達障害のある子に対する、専門的な支援があまりなかったということがありまして、

品川児童学園で専門的に実施するために、対象者を知的に遅れのない発達障害の方というふうに限定を

して、始めたものでございます。 

○せお委員  あれもこれもと、全て品川児童学園で行うのは当然無理かと思っています。特性や年齢

などで分けて、そこに特化した支援をするというのも重要です。ただ、区で唯一の児童発達支援セン

ターですので、本来であれば幅広く、多くのお子さんに通っていただくのが理想です。今は過渡期だと

思っています。そのような過渡期には、区の方向性、考え方だけはしっかり持っていただいて、その目

指しているものに向けて、少しずつ進んでいっていただければと思っています。 

 具体的に、例えばぐるっぽ内の品川児童学園は、ぐるっぽの全部がそうかもしれないですけれどキャ

パオーバーで、小山台住宅跡地の新施設建設がまだ先なのであれば、以前の戸越ルームのように、どこ

か少しでも場所を借りて、事業の１つ、２つを取り出してみてはいかがでしょうかと思っています。本
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来はぐるっぽの近辺がベストです。そして、内容でいうと放課後等デイサービスなどは取り出しやすい

かなと思っています。近くであれば、事業者内での連携もとれます。そのような検討はいかがでしょう

か。見解をお聞かせください。 

○築山障害者施策推進担当課長  障害児者総合支援施設につきましては、区内の療育支援拠点として

整備をいたしまして、条例で事業内容を定めているものでございます。そのため、現在設置してある事

業を切り出すということはちょっと難しい、直ちに変更するというのは難しいところがございますけれ

ども、事業所につきましては誘致を図っているところですので、現状の障害児者総合支援施設内の事業

に限らず、民間事業所の誘致を引き続き図っていきたいと考えているところでございます。 

○せお委員  理解いたしました。民間の誘致も積極的に行っていただいて、連携しながら、そういっ

たところで検討をお願いしたいと思っています。 

 当初の３法人が今、新しい指定管理者に替わって、最近では精神科クリニックも撤退することになり

ました。さすがに看過できない感じになっています。方向性をしっかり持った上で課題を抽出して、で

きる限りの修正もしていただいて、子どもたちの明るい未来のためにいろいろと検討をお願いいたしま

す。 

 次に、日常生活用具給付事業についてお聞きします。こちらは在宅の障害児者に対し、日常生活がよ

り円滑に行われるための用具を給付するものです。国や東京都の補助も受けて給付していると思うので

すが、何を対象品目にするかは区市町村に任せられています。 

 昨年の決算特別委員会で、私は在宅人工呼吸器使用者の災害時非常用電源装置について取り上げまし

た。人工呼吸器使用者は、災害時は命に直結しますので、自宅に非常用電源を常備しておいたほうがよ

い、その購入の補助をという提案をいたしました。その時は東京都の医療保健政策区市町村包括補助事

業の中の、在宅人工呼吸器使用者療養支援事業を提案させていただいたのですが、現在では、他の自治

体で主流なのが、非常用電源装置を日常生活用具の対象品目にすることです。２３区では足立区、中央

区で行っていると認識しております。その中でも中央区では対象者を、中央区災害時個別支援計画を作

成済みの方としています。 

 こちらも昨年の質問の際に、広島市が同じような取組みを行っているのでご紹介させていただきまし

た。もちろん今は、東京都の事業を利用している区の中でも、この条件をつけている区は多くあります。

災害時個別支援計画の作成は、今年度から区市町村の努力義務となっているので、区でも取り組んでい

らっしゃるとは思いますが、人工呼吸器使用者に関しては、ここをセットにして支援していただくのが

効果的と考えます。 

 このような取組みについて、決算特別委員会でお聞きすることではないかもしれないのですが、いつ

起こるか分からない災害に関することは、早急に取り組んでいただきたいのでお聞きします。昨年は保

健センターにお聞きしましたが、今回は日常生活用具給付でどうでしょうかという提案ですので、障害

者福祉課に見解を伺います。 

○松山障害者福祉課長  では私から、日常生活用具につきましてお答え申し上げます。 

 在宅人工呼吸器使用者の災害時非常用電源を、日常生活用具の品目に追加するか、あるいは災害時個

別支援計画を作成することという要件をそこに付すかにつきましては、毎年、行っております日常生活

用具給付等検討会というものがございますので、そこで当事者や障害者相談員の声を聞きながら、今後

検討してまいりたいと考えております。 

○せお委員  ありがとうございます。検討していただくということです。大事なことですので、ぜひ
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来年度予算に組み込んでいただきたいと要望いたします。 

 最後に、高齢者の住宅あっせん事業に関連して、障害者の住宅あっせん事業についてお聞きします。

事務事業概要によると、平成３０年度から令和２年度まで、全て利用がゼロですので決算書に載ってい

ないのですけれど、当初予算でも見当たりません。こちらはなぜ利用者がゼロなのか、理由を分析でき

ているようでしたら教えてください。 

○松山障害者福祉課長  住宅あっせんについてお答え申し上げます。委員ご指摘のとおり、ここ３年

間は実績がゼロという状態でございまして、平成２９年度に１件ございました。 

 課題といたしましては、年に数件ほど、住宅あっせんのご相談はございます。入居可能な物件を紹介

いたしますが、ご本人の希望や障害特性によって、物件とのマッチングが難しいということ、また、入

居可能な物件の選択肢を広げるためには、物件のオーナーや不動産業者の障害者理解を進めることが、

必要と認識しております。 

 なお、相談していただいた方につきましては、この住宅あっせん制度ではなくて、ほかの、例えば高

齢者住宅等へご入居いただくなどで解決はしております。 

○せお委員  理解いたしました。障害者理解のところも大きいと思うのですが、それが民間の共同住

宅となると、課題は多いと思います。地域全体で見守りながら、お互いに生活していくことも必要と

なってきます。第６期品川区障害福祉計画にも地域移行の目標を設定していますので、そのような課題

は、今後１人で地域移行していく障害者へもつながります。音ですとか、火事というところで、周りの

方の不安が大きいのかと思うのですけれど、そのような詳細な課題へ支援していくのも必要かと思いま

す。この辺の課題に取り組んでいくことも、検討していただくことを要望させていただきます。 

 そして意外と関わってくるのが、混浴制限年齢のことです。国の方針の変更に伴い、東京都が混浴制

限年齢を１０歳以上から７歳以上に引き下げました。それを受けて、品川区も同じように条例を改正し

ています。国や都、区でも議論がありましたが、介助が必要なお子さんがいらっしゃるご家庭へは配慮

が必要で、ひとり親で、親と子が異性であると銭湯に行けなくなって、自宅の風呂は狭くて環境が悪く、

介助ができない状況だと、本当に困るというお声もあります。 

 そこで、先ほどの障害者住宅あっせん事業について、今後に向けて条件を見直すことを要望いたしま

すが、そちらの見解をお聞かせください。 

○松山障害者福祉課長  まず、住宅あっせんの課題解決についてでございますけれども、委員ご指摘

の音や火事といったような配慮事項、あるいはまた別の障害特性も含めた形での障害者理解や、具体的

に住宅あっせんをどう進めるかにつきましては、住宅所管課と連携しながら検討してまいります。また、

今、個別の方へのお困りの状況をお伺いして把握いたしましたので、ただ、解決方法はこの住宅あっせ

んがよろしいのか、あるいは別な方策があるのかどうかにつきましては、相談の中で、きめ細かにお伺

いし、対応してまいりたいと考えております。 

○せお委員  こちらの住宅あっせん事業の利用者はいないですし、せっかく準備している事業ですの

で、今後改善をお願いしたいと思っています。 

 最後に、すまいるスクール運営費についてお聞きします。一般質問でもお聞きしました、医療的ケア

児のすまいるスクールでの受入れです。答弁が、「学校とも調整を行いながら、児童の安全かつ適切な

支援が提供できるかを見極めつつ、受入れを検討してまいります」という前向きなもので、インクルー

シブな環境が近づいて、そして保護者への支援も拡充されるのかなと感じて、うれしく思います。 

 私は区内小学生の医療的ケア児の人数を正確には把握していないのですが、全てのすまいるスクール
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で受入れを行う人数ではないと認識しています。ですので、例えば各地域で１か所だったり、場所を比

較的確保できるすまいるスクールを選んだりと、そのような検討も必要になると思いますが、そこら辺

の検討状況があれば、お聞かせください。 

○廣田子ども育成課長  医療的ケア児の受入れについてですけれども、今年度、もう既に医療的ケア

児で利用を希望されている児童がいらっしゃるので、何とか受け入れられないかという調整をしながら、

規定等の整備を急いでいるところです。今後どのぐらいのニーズがあるかというところを把握しながら、

今後の方向性については、また研究していきたいと思っております。 

○せお委員  ありがとうございます。ぜひ検討のほう、よろしくお願いいたします。 

○渡部委員長  芹澤委員。 

○芹澤委員  よろしくお願いします。私からは２２３ページ、福祉人材確保・定着事業、それと合わ

せて２５１ページ、しあわせ食卓事業についてお伺いします。 

 まず、福祉人材の品川介護福祉専門学校についてお伺いします。我々の会派からも、介護福祉専門学

校の定員割れについて、人材確保という観点から毎年要望させていただいておりまして、改めて現状の

人数、あと今のこの定員割れの状況に対して、区の評価をまずお聞かせください。 

○宮尾高齢者福祉課長  品川介護福祉専門学校の生徒数に関するお尋ねでございます。令和３年４月

に入学した生徒でございますが、定員４０人に対して２４人の方が入学しております。こちらの学校

は２年制となっておりまして、現在の２年生が入学時には１８人ということで、コロナ禍ではあります

が、若干入学生を増やすことができております。ただ、そうは言いましても、委員ご指摘のとおり、入

学定員に対する入学者数というところでは、やはり引き続きしっかりとＰＲ活動等して、生徒確保に向

けてやっていく必要があるというふうに認識しているところでございます。 

○芹澤委員  それぞれありがとうございました。例年いつも２０名程度だったのが、今回少し２４名

と増えたということで、様々努力をされていらっしゃるのだと思います。 

 品川介護福祉専門学校を卒業された方々に対しては、結構評価が高いと伺っています。ただ一方で、

一部だと思いますが、まだまだあまりいい人材が来ないというような声もあって、これはこちらの卒業

生だけでなく、多分この業界の人材が慢性的に不足していることで、なかなかいい人材以外の方も受入

れざるを得ないというような環境にあると思っていて、やはりこれを抜本的に解決できるように、少な

くとも定員割れが起きないようにしていくべきだろうと思っています。 

 我々の会派からも具体的に幾つか提案をしていまして、それぞれ今の進捗状況をお聞かせいただきた

いのですが。１つ目が、品川介護福祉専門学校の営業職の採用をしてみたらどうかということです。２

つ目が、学生の住居支援制度の拡充。３つ目が、平日昼間の時間が難しい方々に対して、夜間、休日、

いわゆる通信制の開設。４つ目が、関連資格の取得支援。そして５つ目が、外国人材を使ったアプロー

チ。この具体的な項目について、何か進捗があればお聞かせください。 

○宮尾高齢者福祉課長  学生の確保策に関するご提案を、何点か頂戴いたしました。 

 まず、営業職の採用というところでございますけれども、今、介護学校のスタッフ、職員が、現有の

体制の中でやれるべきことをしっかりと進めているというふうに、話を聞いております。実際には、コ

ロナ禍でなかなか高校訪問が難しいというところでございますけれども、その中でも、１校でも多くの

学校に訪問ができるよう、努力を重ねているというところでございます。 

 それから住居確保支援でございますけれども、実は社会福祉協議会には、戸数は多くないのですけれ

ども、遺贈された物件を有しております。そちらは現在、全４戸ございまして、そのうち２戸に生徒が



－45－ 

入居しているということで、残り２戸も埋まるように、今、進めているというふうに伺っております。 

 それから、夜間、休日、通信制等の導入ということでございますけれども、こちらにつきましてはい

ろいろ、話が大きく全体の経営等にも及ぶ部分がございますので、検討課題とさせていただければと思

います。学校のほうにはしっかりと伝えてまいります。 

 それから、外国人に関してですけれども、今も現に１学年に数名ですけれども、外国人の方が実際に

入学している方がいらっしゃいます。ただ、ちょっと話を聞く限りでは、語学のところでなかなか苦労

している部分があるということもございますので、どういった対策が有効か、学校と一緒に考えていき

たいと思っております。 

○芹澤委員  ありがとうございました。 

 住居支援のところで、なかなか埋まらないというお話は以前から伺っていますが、品川区や近隣に住

んでいる方にアプローチしても、そもそも自分の家があるのであまり響かないだろうと思っていまして。

例えば、品川区との友好都市、姉妹都市とか、そういった地方との連携というのをぜひ考えていただけ

ればと思います。 

 外国人についても、恐らく外国人材を求めてこられた方ではなくて、普通に募集して外国人が来てい

るのだろうと理解しているのですが、外国人にしっかりアプローチをして、語学のところも研修体制を

とって、定員割れを防いでみてはどうかという思いもありますので、ぜひあわせてご検討ください。 

 関連して、しあわせ食卓事業についてもお伺いします。先ほど、しあわせ食卓事業の配送物について

お話があって、当時私も文教委員会にいましたけれども、結構ひどいものが実際にあったというお話は

ありました。ただ、これも改善していくというお話で、もう既に改善に向かっているだろうと思うので

すが。そもそもこの事業を始めたときの資料で、品川区というか全国的に７人に１人、相対的な貧困率

があり、ひとり親の中には自分の食事を抜いてでも、子どもに３食食べさせようとしている母親がいる。

その家庭に対してアプローチをしていく。食品を配送するということ自体はいいことなのですが、現実

問題、食品を配送しただけでは多分、その家庭の根本的な貧困問題の解決というのは難しいと思ってい

て、これを通じて貧困の解決につなげていかないといけないと思うのです。 

 フット・イン・ザ・ドアという話でいいのか分からないですけれど、例えば、今回この小さなＳＯＳ

を出した家庭に対して、より大きなＳＯＳを感じ取って、職の支援といいますか、食べるほうではなく、

仕事のほうの職の支援などをして、それで本当に幸せな食卓が完成するというようなものだと思ってい

ます。先ほどの話に戻ってしまいますけれども、例えばこのしあわせ食卓事業を申し込まれた方々、 

ＳＯＳを出された方々の分析をしっかりとって、財政的な基盤をサポートするという意味で、ほかでも

何でもいいと思うのですが、例えば品川介護福祉専門学校に託児所みたいなものをつくってあげて、ひ

とり親家庭の方が、子どもを預けながらも仕事の基盤をつくっていただいて、そこで介護福祉士として

活躍をしていただければ、施設ももちろん喜ぶし、サービスを受ける側も喜ぶし、ひとり親家庭、貧困

家庭の方々も幸せになるのかなと、三方よしなのかなと思うのですけれども。それに対しても合わせて

ご見解をお聞かせください。 

○伊東子育て応援課長  食の支援といいますか、しあわせ食卓事業を通じてというところでございま

すけれども、確かに食品の配送だけということではなく、様々、ひとり親家庭に対して情報提供という

のも併せてやっておるところです。その中で、ＳＯＳといいますか、何か相談事があれば、こちらのほ

うに相談してくださいというようなアプローチはしているところです。 

 また、職の支援というところも、同じように周知をしているところですけれども、自立支援というこ



－46－ 

とでやっているところです。 

○芹澤委員  答弁に思いやりが感じられなくて。周知はしている、あちらから来ればやるよというお

話でなくて、貧困家庭に関してはＳＯＳがなかなか出しづらいというのがもともとにあって、食品の配

送という、非常に易しいきっかけのところでＳＯＳを出していただいたので、今度はこちらから入って

いかないといけないという思いで質問させていただきました。 

 介護だけでなくて結構なのですが、仕事の支援、財政的な基盤を区がしっかり面倒を見てあげようと

いうような思いを持って、活動していただければと思います。 

○渡部委員長  次に、こんの委員。 

○こんの委員  私からは２２５ページ、高齢者社会参加促進事業、２５９ページ、保育従事職員宿舎

借上支援事業、この２つをお伺いしたいと思います。 

 まず、高齢者社会参加促進事業ですけれども、この事業のうち、今年度から開始いたしました高齢者

のスマホ教室について、お聞きしたいと思います。現在、実施しておりますこの教室は、パソコン教室

などの実績のある、しながわシニアネットを中心に、運営や講師などをお願いして、開催していると認

識しております。 

 そこでお聞きいたします。まず、高齢者のスマホの保有状況をお聞きしたいと思います。また、利用

実態が分かれば教えてください。また、このスマホ教室の開催の目的、そして、実施されている現状や、

あるいは課題等が何かありましたら、それなどもお聞かせいただきたいと思います。お願いします。 

○菅野高齢者地域支援課長  それでは私から、高齢者社会参加促進事業の中のスマホ教室について、

お答えいたします。 

 まず、スマホの保有率というご質問です。令和２年度の品川区世論調査によりますと、７０歳以上

で５７.６％の方が、家庭にある情報通信機器があるということでお答えいただいております。前年度

が３０.５％ですので、２７.１ポイント上昇している状況です。 

 その方たちが実際にどのように使われているかということですけれど、今、委員も話しいただいたよ

うに、しながわシニアネットと連携しまして、今年度スマホ教室を実施しているのですが、こちらは、

ご自身がスマホを持ってきてもらう事業となっております。実際にスマホを持っている方を対象とした

事業となっているのですが、倍率が四、五倍程度となっておりまして、大変人気の事業となっていると

ころから、やはり、お持ちとはいえども、スマホをよりもっと使いこなしたいという方が多いのではな

いかと捉えております。 

 こちらの事業の目的ですけれども、スマホを高齢者の方がやはり安心して利活用できるように、そし

て、生活の質がそれによって向上するようにということで、こちらの事業を今年度から始めさせていた

だいております。 

 課題といたしましては、先ほども申し上げましたが、コロナ禍で定員を６名にしているというところ

と、コースがまだ少なめということもありまして、倍率が大変高くなっているところが課題ではないか

と認識しております。 

○こんの委員  現状、分かりました。 

 ご承知のとおり、昨日も総務費の質疑の中で申し上げましたが、国では９月１日からデジタル庁が発

足しておりまして、今後デジタル技術による生活やビジネスの変革、いわゆるデジタルトランスフォー

メーションを進めていくことになります。そのために国は、自治体で取り組む重点取組事項の１つに、

地域住民に対するきめ細やかなデジタル活用支援、いわゆるデジタルデバイド対策を挙げております。
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具体的にこの対策としては、高齢者向けのスマホ教室の実施等となっておりまして、一応、区としては

スマホ教室を開催をしておりますが、しかし、今ご答弁いただいた限りでは、定員６名、あるいは講師

が少ない、こうした課題で、何ともデジタルデバイド対策としてのスマホ教室とは、残念ながらなって

いないという感じがいたします。 

 そこで、デジタル化の基本インフラ、その一つはマイナンバーの活用ということも言われているわけ

ですが、マイナンバーカードを作成するに当たっては、便利なオンライン申請ができるようになってい

ますけれども、オンライン申請のやり方や操作が分からない方々、既にマイナンバーカードを申請する

においても、デジタルデバイドが起きているという、こうした実態があります。 

 こうした実態から、デジタルデバイド対策は喫緊の課題として捉えていただいて、スマホやパソコン

など電子端末を使える方と、使えない方の間に生じてしまうデジタル化の恩恵格差、この解消のための

スマホ教室と対策の強化が必要ではないかと考えます。 

 そこで、特に高齢者へのデジタルデバイド対策に関して、どのようなご見解をお持ちでしょうか。今

後のスマホ教室の方向性についてもお聞かせください。 

○菅野高齢者地域支援課長  高齢者のデジタルデバイド解消に関しての区としての取組について、ご

質問にお答えさせていただきます。 

 品川区では今年度より、スマホ教室等を実施させていただいておりますが、委員ご指摘のとおり倍率

が高く、なかなか教室としてまだ十分ではないというところは、私のほうも認識しております。倍率が

高いということで、今年度、例えば、平塚ゆうゆうプラザ等の指定管理者に、自主事業としてスマホ教

室のお願いなどもしまして、こちらでも実施させていただいております。また、東京都のほうではスマ

ホ教室を実施するということで、各区に意向調査を現在しております。そちらのほうにも手を挙げさせ

ていただいておりまして、１２月開催に向けて都と調整しているところです。このように、様々な手法

で多くの区民の方が、スマホ教室を受講できる機会を図ってきているところです。 

 そうは申し上げても、まだまだ、いろいろなスマホ教室に対する需要等が多いということは認識して

いるところですので、今後、教室の拡充を検討していきたいと思っております。 

○こんの委員  ご説明ありがとうございます。ご認識、分かりました。いろいろとこの先も進めてい

らっしゃるということですが、いずれにしても、この高齢者へのデジタルデバイド対策については拡充

していく、こうした動きが確認されましたので、どうか講師の方も増やす、また定員も増やすなど、二

重三重のスマホ教室の強化をお願いしたいと思います。 

 次は、保育従事職員の宿舎借上についてですけれども、こちらは私立保育園で雇用する保育士の宿舎

借上を行う民間の会社に対して、その経費を一部助成することによって、保育人材の確保、定着、離職

防止を図るための事業が実施されていると認識しております。よい保育士、幼稚園教諭があって成り立

つもので、その確保は子どもたちの保育、教育環境に直接影響するものといっても過言ではないと思っ

ております。 

 そうした意味から、待機児童解消や保護者の就業支援、この一役を担っているのも、保育士も幼稚園

教諭も同じだと思っております。私立保育園の保育士だけではなく、今申し上げた対策の一翼を担って

いる幼稚園教諭、こうした方々の家賃補助も今後必要ではないかと考えるわけですが、その点について

のご見解をお聞かせください。 

 先ほど、午前中に西村委員からのご質問もあって、答弁には私立幼稚園の給与水準、あるいは人材確

保の困難実態を調べますというお答えでしたが、早急に調査をしていただいて、こうした対策を検討い
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ただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○若生保育支援課長  宿舎借上制度を、私立の幼稚園にも拡充ということでございます。午前中の質

疑にもございましたとおり、区として実態のほうをこれから細かく調査させていただいて、どういった

ところで処遇の差が生じているのかですとか、あるいは幼稚園教諭のほうがどの程度人材確保が難しい

のかというところは、今後、丁寧に調べていきたいと考えております。 

○渡部委員長  次に、のだて委員。 

○のだて委員  私からは、２２６ページの障害者福祉費に関わって、聴覚障害者支援について伺いま

す。今年、ついに品川区手話言語条例が制定され、当事者の皆さんから大変喜ばれています。本当によ

かったと思います。今後は、この条例を実効性あるものにしていくことが重要です。そうした思いで質

問させていただきます。 

 まず、手話を含めた聴覚障害の理解促進についてです。既に条例を制定した自治体では、手話を学ぶ

機会の確保や、学校における手話の普及、手話通訳者等の確保・養成等、手話を使いやすい環境の整備、

事業者への支援など施策を行っていますが、品川区手話言語条例にも、手話を必要とする者が安心して

生活することができる地域社会を実現する、この目的のために、手話に対する理解の促進および普及を

推進すると、基本理念に書かれています。 

 品川区は、手話の理解促進・普及をどのように進めていく考えなのでしょうか。伺います。 

○松山障害者福祉課長  区の手話言語条例の理解促進を進めていく方策についてです。手話言語条例

制定に当たりまして、４つの団体、品川区聴覚障害者協会、手話サークル、品川区登録手話通訳者の会、

明晴学園、この４つの団体を中心にこれまでも進めてまいりました。現在ももちろん、その４つの団体

と意見交換しながら、丁寧に進めているところでございます。やはり当事者や支援者の意見を聞きなが

ら進めていくというところが、品川区の大きな方向性でございます。 

○のだて委員  ぜひ当事者の方々のお話を聞きながら、進めていっていただきたいと思います。今回、

この手話言語条例が画期的だったのは、これまで手話が禁止された歴史があるということなのです。昔

は日本語が身につかないという理由で、学校での手話の使用を禁止されました。耳が不自由な子に、口

話法、口でしゃべって教育をしていたため、聞こえない子どもたちは日本語の習得も十分にできず、手

話の使用も禁止されたので、自分らしくあること、アイデンティティの喪失にもつながっていきました。

こうしたもとで、ろう者は必要な情報を得ることも、コミュニケーションをとることもできず、多くの

不便や不安を感じながら生活してきました。 

 こうした差別を繰り返さないために、何が必要だと区は考えているでしょうか。伺います。 

○松山障害者福祉課長  委員ご指摘の歴史的な部分というのは把握しております。実際、今は、その

歴史的な部分というのは一切ございませんし、例えば、直近で区の職員向けに実施した手話体験講座の

中でも、聴覚障害の当事者が講師となりまして、実体験をもとに歴史的な話も交えながら、講義いただ

いたというところでございます。当事者が講師となって、区の職員に対して講義をしていただくという

ところは、職員側の心にも非常に響いたところでございますので、まずは当事者の話を聞くというとこ

ろから、理解を進めていきたいと思っております。 

○のだて委員  当事者の意見も聞きながらということで、それが障害者施策にとって重要なところで

もありますので、ぜひそうやって進めていっていただきたいと思います。やはり手話というのは、ろう

者の方にとって生活していく上で不可欠なものであります。私たちで言えば、しゃべるなと言われるよ

うなことでありますから、こうした人権侵害を繰り返してはいけないと思います。私もこの手話言語条
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例の制定に当たり、学ぶ中で、学校での手話が禁止されてきたことを知りました。ほかにも昔は結婚を

断られるとか、不妊手術をされるとか、様々な差別がありました。こうした差別されてきた歴史を伝え、

繰り返さないことが必要です。 

 また、聴覚障害者協会の方々と懇談をした際も、ろう文化についても理解をしてほしいという話があ

りました。例えば、お店で注文をしたときにうまく伝わらず、違うものが出てきたとか、携帯電話が普

及する前の話ですが、出かけるときに待ち合わせをしたけれども、相手が遅刻したときは待つしかない

とか、子育ての際にも赤ちゃんの泣き声が聞こえない、などです。こうしたろう文化やこれまでの歴史

などを踏まえた、聴覚障害全体の理解を進めていくことが必要だと考えますが、いかがでしょうか。 

 理解促進、差別克服へ、区内でどういう差別や文化があったのか。聞き取りや資料収集をして、冊子

を作ることや、講演会の開催を求めますが、いかがでしょうか。 

○松山障害者福祉課長  現在、パンフレットとか動画配信に向けて、作成しているところでございま

すが、それは区民への理解促進を進めるという大きな目的でございます。その中では、差別に特化した

歴史というのを作成しようというのは４つの団体から出ておりませんので、区民の方々にどうやって自

分たちを分かってもらうか、というところに終始したものとしたいと考えております。全体の中では何

かしら、先ほど申しましたように区職員向けに実施した手話体験講座では、ろう文化の講義もございま

す。例えば時間認識ですね。１１時１０分前とは言わずに、１０時５０分としっかり言うとか、そう

いったような手話に関わる中でのろう文化というのも、その中で伝えていただいております。 

○のだて委員  差別に特化したものではないということで、特化するということではなく、そういっ

た歴史があったことやろう文化を、先ほどもありましたけれども、ぜひ伝えていっていただきたい。そ

ういった中で様々な方面から理解が深まると思いますので、そうした歴史や文化を含めた内容での検討

をいただければと思います。 

 次に、環境整備について伺います。まず、先ほど区の職員の方に手話体験講座をしたということがあ

りましたけれども、やはり団体の皆さんからも、職員への手話講座ですとか研修をしてほしいというこ

とで要望が出ております。実際に当事者の方が窓口で相談した際に、質問に答えてもらえなかったとい

うことなのです。区民から質問されたら答えられるように、職員の手話講座はさらに進めていただきた

いと思いますし、手話ができて意思疎通ができるようにしていっていただきたいと思います。 

 それとあわせて、障害者福祉課の窓口に手話通訳者は今、月曜日と水曜日の午後、金曜日の午前中に

いらっしゃると思うのですが、行く日が限られてしまうということも言われておりますので、ぜひ手話

通訳者は毎日いるようにしていただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。 

○松山障害者福祉課長  まず区役所でのご質問に対しましては、手話というのはやはり言語なので、

一つの言語を習得するまではかなり。手話通訳者の方々は本当にプロフェッショナルな方ですので、区

の職員は挨拶程度、あるいは区の身近なことを紹介したりする程度というふうには認識しております。

そのほかにも手話通訳のタブレットですとか、筆談とか、いろいろな方法でコミュニケーションを円滑

にとれればよろしいかと思っております。 

 また、委員ご提案の手話通訳者の毎日配置ということですが、本年度から配置日数を１日増やしまし

て、現在週３日としております。増やした手話通訳の利用状況ですとか、区全体の手話通訳者派遣の状

況を考えると、今のところはすぐに日数を増やすのは難しいと考えております。 

○のだて委員  ぜひ、毎日配置できるようにしていただきたいと思いますし、一般の方が手話をでき

るようにも……。〔時間切れにより答弁なし〕 
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○渡部委員長  次に、西本委員。 

○西本委員  ２５３ページ、毎年聞いております、保育園給食放射性物質検査費ですが、これはいつ

までやるのですかということ。もう当初の目的は果たされたのではないでしょうか。 

 そして、２５７ページの公設民営化ですが、これの目的は何でしょう。改めてお聞きします。 

 そして、２４１ページの児童センター、職員の確保は計画的にできていますかということです。 

 最後に、すまいるスクールの件で、お弁当の話が出ました。長期休業のときのお弁当ですが、すまい

るスクールに限らず、アレルギーの問題はあるにせよ、教育的な観点からすると、お弁当は大切な文化

だと思います。なので、長期休業のときはその思いにはせて、しっかりと親の役割を果たすための、こ

れは親教育の一つではないでしょうか。面倒くさいとか大変だというだけで、それに替わるようなもの

をしてはいけないのではないか、区がやるべきものではないのではないか。私の考え方は古いのでしょ

うか。ぜひお答えください。 

○初貝保育教育運営担当課長  今、委員からご質問がございました保育園給食放射性物質検査の件で

ございますけれども、昨年度はヨウ素とセシウムという物質に関しまして検査を行っているところでご

ざいます。今後に関しましては、また状況を鑑みまして、一旦休止という方向で検討しておりますが、

社会情勢等々を鑑みまして検討してまいりたいと考えております。 

 続いて、公設民営保育園の目的でございますけれども、今現在、公設民営保育園は期間限定の園とい

うところがございますけれども、そちらは一時的な保育需要の増加に対応するために実施しているとこ

ろでございます。 

○廣田子ども育成課長  児童センターの職員の確保ですけれども、現状は何とか、児童センターに関

しては施設管理もありますので、定数分は今のところ欠けてはいない状況なのですけれども、ただ、こ

の職種に限らず、構成が若い層とベテランというところがあって、育成の部分には課題があると思って

いるので、何らかの工夫が必要と思っております。 

 すまいるスクールの昼食のことですけれども、先ほどお話しさせていただいたとおり、区としては、

理想というか考え方といたしましては、やはり児童の食事の量であったり内容、嗜好、アレルギーなど、

子どものことを一番よく知っている保護者の方が準備していただくのが望ましいと考えております。た

だ、お弁当にしてほしいという意見も多くあるのは、就労等で負担が大きいということなので、我々と

しましては、手作りにこだわることなく、冷凍食品と手作りとか、買ったものを混ぜるとか、親御さん

が選んでいただくことがいいのではないかということは思っているので、区の推奨としては、手作りと

いうよりも「保護者に関わってほしい」ということを思っているのですが、そこを「全部手作り」とい

うふうに考えてしまいますと、苦しくなってしまうのかなと思っているところです。 

 仕出し云々に対しましては、区がやりたい、やりたくないという以前の問題で、実施に関しては現時

点では課題が多いと考えているというお話でございます。 

○西本委員  放射性物質検査は中止の方向で、ということなのですが、もう１０年以上です。オリン

ピック・パラリンピックでも、福島産であったり、いろいろな国から、お隣の国からもいろいろ言われ

ましたが、でも、風評被害ということを払拭するためにも努力されているわけですから、やはり流出し

ているものについては、責任の所在がやはり違うと思うのです。なので、今後早急に考えを改めていた

だきたいと思いますし、実行に移してください。これは継続的に、載っている以上は質問をいたします。 

 次に、民営化の話です。民営化しますよね。なぜ民営化するのですか。公立保育園の意味は何でしょ

うか、ということです。先ほどありましたけれど小規模保育事業の定員割れ、これ、いずれは定員割れ
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になりますよということを私は大分前から言って、指摘させていただいております。なので、待機児童

解消で保育園を増やすのは必要なことだけれども、いずれは子どもの取り合いになりますよと。そうい

うときに保育行政はどう考えていくのですか。民間の活力を活用するのはいいけれども、品川区として、

要は保育の質という形になりますけれども、保育行政は今後どう考えていくのですか。潰れていきます

よ、小規模保育事業は。潰れていきます。子どもが少ないのですから。それをどういうふうに運営して

いくのですかということをお聞きしています。 

 そして児童センターの件です。私は児童センターというのは、品川区の財産だと思っています。学校

に行けないお子さんとか、子どもたちの居場所、お母さんたちの居場所、いろいろな意味での役割がす

ごく詰まっているところなのです。先ほども答弁にありました、育成の問題が大変だ、そうなのです、

若い方に、すぐにできるものではないのですよね。なので、職員を育ててください、だから、計画的に

職員をとってくださいね、育ててくださいねということを、大分前から言っております。そして、児童

相談となると、ますます児童センターの役割が大きくなってまいります。なので、期待を含めて、今後

の在り方、それから老朽化もしているので、改築の計画があるのかということ、それをお答えください。 

 そしてお弁当の件ですが、別に手作りしてくれと言っていないのです。関わるということです。子ど

もに関わってくださいと。面倒くさい、大変だ、だから、税金を使っていいのですか。違うでしょう。

教育なのですから。親教育ですよ。子どもにどう向き合っていくのか。中身はいいのです、工夫すれば。

そういうことを言っているので、お答えください。 

○立木保育課長  先ほどの給食の放射性物質の検査は、これまで一定の成果があったということで、

令和３年度をめどに休止ということで考えております。 

 民営化の件に関しましては、１つは費用の面です。また様々な運営形態をとって切磋琢磨してやって

いくというところ、今後、公立保育園は地域の中でしっかり中心となって、中核的な施設としてやって

いくというところが一つございます。そうした意味も含めまして、今後の品川の保育行政、量も含めま

して、どういった形でやっていくのかという検討をしてまいりたいと思っております。 

○廣田子ども育成課長  まず、児童センターのことなのですけれども、児童センターだけではなく、

今後児童相談所もできまして、ファミーユ西品川のところにフリースペースを入れたりという形で、

様々な機能を入れた子ども未来部の分室をつくったので、それぞれの施設をどう活用していくかという

ことは、今、整理して考えていく時期になっていると思っているので、今後とも頑張りたいと思ってお

ります。 

 すまいるスクールにつきましては、お食事の関係ですけれども、保護者のお気持ちも受け止めながら、

子どもたちにとって何が望ましいかということを考えながら、努めてまいりたいと思っております。 

○西本委員  それぞれありがとうございます。児童センターは本当に私、期待しておりますし、これ

は大切なので、これからますます役割が大きくなってくると思いますので、お考えいただきたいと思い

ます。 

 お弁当については、教育というのもあります。大変だという気持ちも分かります。でも、親としての

役割、お願いいたします。 

○吉田委員  私からは、西本委員の給食の放射性物質検査について、関連質問させていただきます。

すみません、私のほうも毎回ですが。 

 東京電力は９月１３日、福島第一原子力発電所の汚染水を処理する多核種除去設備、ＡＬＰＳで、排

気中の放射性物質を吸着するフィルターが、２５か所中２４か所で破損していたことを明らかにしまし
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た。２年前の点検でも、２５か所全てで破損が見つかっていましたが、東京電力は当時公表せずに部品

を交換、再発防止も講じていなかったとのことです。その後、９月３０日には汚染水浄化設備の排気

フィルター全７６か所のうち、４割超の３２か所が破損していたと、東京電力は発表しました。この不

祥事の責任は全て、東京電力と国策として原発を推進してきた国にあります。 

 しかし、原発事故後の状況が安全からは程遠い状況にあり、そこから区内の子どもたちの食を守る責

任は、区にあると考えます。子どもたちの給食の放射性物質検査はやめるべきではないと考えますが、

見解を伺います。 

 また、以前の文教委員会で、今の検査方法は検査としてふさわしくないという趣旨の議論があったこ

とを承知しております。今は事故直後と状況が違い、継続して食品の放射性物質検査をしているいろい

ろな団体のデータの積み上げから、放射性物質を取り込みやすい食材は分かってきています。測定の継

続と併せて、放射性物質を取り込みやすい食材に絞った単品検査への転換を求めますが、あわせて見解

を伺います。 

○初貝保育教育運営担当課長  ただいま委員からご指摘ございました、放射性物質の検査でございま

すが、区では以前から、放射性物質検査を続けているところでございますけれども、今まで基準値を超

える検査結果ということはございませんで、実施体制を見直しながら続けており、本年度も一部検査を

続けてございますが、一定の成果があったというところを認識しておりますので、一旦検査のほうを来

年度は休止する予定でございます。来年度以降、また状況に変化がございましたら、その際は再度検討

しまして、再開等も考えているところでございます。 

 また、食材が安全かということでございますけれども、我々としては安全ということで、また単品検

査は実施しないということで考えております。 

○吉田委員  今、流通している食品は安全ということで、例えば福島などはすごく検査をしています。

なので、福島の食材は本当に、今、一番安全だと言われているぐらいです。風評被害のこともあります。

風評被害を起こしているのは、先ほどご紹介いたしました東京電力の無責任体質、それから今、国は汚

染水の海洋放出も検討しております。風評被害はこういう体質が生んでいると認識しております。厄介

なことに放射性物質は目に見えませんし、無味無臭のため、安全性は検査でしか確認できません。ぜひ、

それを行うためにも、区としての検査の継続を求めますが、改めて見解を伺います。 

○初貝保育教育運営担当課長  委員からご指摘いただきました放射性物質の検査に関しまして、繰り

返しの答弁になってしまいますけれども、今まで区としましては、放射性物質の検査を継続してきてお

ります。その中で、一度も基準値を超えるような放射性物質は検出されていないということを鑑みまし

て、こちらの検査は一定の役割を果たしたということで、来年度に向けて休止ということで考えており

ます。 

○吉田委員  一定の成果を果たしてきたことは認めます。ですので、今後も継続して、その責任を果

たしていただきたいと思います。 

○渡部委員長  次に、松澤委員。 

○松澤委員  私からは、成果報告書２８ページの認知症高齢者支援事業、そして時間がありましたら

ヤングケアラーの質問をしていきます。 

 まず、認知症サポーターです。今年も世界アルツハイマー月間に合わせまして、区役所は３階連絡通

路にて、発症前、認知症と気づいたとき、落ち込んだとき、うれしかったとき、現在と、５つの事項に

分け、当事者の思いを紹介するなど、認知症啓発に常にご尽力いただき、ありがとうございます。引き
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続き、ご支援とさらなる周知活動をお願いいたします。 

 この周知の部分で、何度も触れていますが、認知症サポーターについて質問いたします。 

 現在、品川区には約１万８,０００名のサポーターがいらっしゃいます。厚生労働省では２０２０年

度の１,２００万人のサポーターを養成したいと数値目標を掲げておりますが、区として、現在の１

万８,０００人、この人数というのをどのように捉えているでしょうか、教えてください。 

○宮尾高齢者福祉課長  認知症サポーターに関するお尋ねでございます。区では、認知症に関する正

しい知識を持って、地域や職域といったところで認知症の方、それからご家族を手助けする認知症サ

ポーターの養成を、推進しているところでございます。現在、区が実施する養成講座を受講いただいた

方を、サポーターとして任命させていただいておりますが、本年９月末現在で、延べ１万８,５６８人

の方に、これまで受講をいただいております。 

 こちらのサポーター養成講座は出前講座で、対面形式が基本になりますので、昨年度はやはり一昨年

までと比べますと、受講者数は苦戦をしたという１年間でございました。その後、オンライン形式でも

講座を実施すべく、委託先である在宅介護支援センターに研修を行っているところでございます。 

 引き続き、認知症の人と関わることが多いことが想定される方々に対して、しっかりと推進していき

たいと思っているところでございます。 

○松澤委員  １万８,５６８人、私は他の区等もいろいろ見ましたけれども、サポーターの人数は着

実に増えているのかなと感じております。それは行政のご努力であり、また、区民の意識の表れかと

思っています。 

 一方でこのサポーターの皆さんから、活動があまり活発に行われていないという声や、地域での自主

的な活動につながらない、認知症サポーター自体があまり知られていないなどという声も、実際に聞こ

えます。前回の答弁で、サポーターの活用についてはレベルアップ事業として、認知症の養成講座の講

師資格を持つキャラバン・メイトの講習につなげていくような取組を進めておりますが、これからこの

サポーターの皆様の方向性をどのようにしていくのか、教えてください。 

○宮尾高齢者福祉課長  認知症の正しい理解の普及啓発というのは、国の認知症施策推進大綱でも一

番最初に掲げられているように、とても大切なテーマだと認識しております。その上で、１人でも多く

の理解者、支援者として認知症サポーターになっていただくということは、本当にしっかりと推進して

いく必要があると思っています。 

 一方で、そのサポーターになっていただいた後の展開につきましては、これまでも様々、ステップ

アップ講座ですとか、今、委員からお話がありましたようにキャラバン・メイト、こういったところを

用意させていただいておりますが、こちらにつきましても引き続き、いろいろな形で、要は受けっ放し

にならないように、なりっ放しにならないような展開についても、考えていく必要があると捉えている

ところでございます。 

○松澤委員  おっしゃるとおり、私もその受けっ放しにならないような支援というのが大切だと、

思っております。 

 仮に、このキャラバン・メイトの講師をこれから普及させていこうという考えの中で、自治体独自の

研修などを開催しているところも多くある中、例えば、品川区では、特に難しいとされる認知症の 

ＢＰＳＤ対応を分かりやすく特化して教える、また、回想法というのですか、昔の経験、思い出を語る、

そういう方法を学んでいると思いますが、そういったものに限らないで、コミュニケーション技法だっ

たり、ユマニチュード、フランスから最近入ってきた介護ワードですね、簡単に言いますと、見る、話
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す、触れる、立つ、介護の中では当たり前とされて、賛否両論あるとは言われますが、このように具体

的なアプローチ、こういったことを講座内容に組み込んでいくというのは、大変有効かなと感じており

ます。様々な工夫、情報共有が有意義な講座をつくっていくと考えますが、ご見解をお聞かせください。 

○宮尾高齢者福祉課長  認知症サポーター養成講座で講師を務めていただく方を、キャラバン・メイ

トというふうに呼んでおりますが、その方たちが研修でどういったことを教えるかというのは、基本的

には全国キャラバン・メイト連絡協議会というところが作成しております標準教材、これを用いている

のですね。なので、基本的にはそれに沿って、サポーターの方はお一人おひとりが地域で何ができるか、

こういったことをテーマとして教えているところでございます。 

 サポーターの大きな特徴として、気軽にこの講座を受けていただける内容であること、これも一方で

重要な視点でございますので、委員からいただいたご提案も含めて、受講しやすさとの兼ね合いといっ

たことも考えていく必要があると思っております。 

○松澤委員  講師研修というのは、私も学びの進化と捉えます。 

 基本的に一般区民が多いこのサポーター、要はボランティア活動ですね、そういうものを中心とした、

自発的に活動を起こさない、やり方が分からない、そういった課題を解決するには、活躍できる場所づ

くりであったり、きっかけづくりが重要だと思っております。先日、若林委員からもお話がありました

ボランティア、これに関しては強制的に活動するものではない、私も全くそう思います。やはり一緒に

活動したいと思う雰囲気づくりが大切です。 

 私がこの仕事につく前から、ボランティアをやってやらせてもらっています、みんなの談義所しなが

わという団体があるのですけれども、たしか品川区ともよく一緒に作業していると認識しております。

ここでは、本人ミーティングも含めて、ファーム・エイド東五反田に協力して、当事者、職員、医療、

サポーター、ボランティア、子どもたち、町会、自治会、要はみんなが一緒になって、次はこの事業に

挑戦しよう、そういうことを日々楽しみながら、緊急時に備えた日常からの地域コミュニティの形成に

大変力を入れております。 

 このような活動をしている団体も多くありますので、行政のほうでサポーターをはじめ、しっかりと

こういった団体などを紹介していただいて、ボランティア活動のきっかけをつくる、知ってもらう、こ

のような取組みから進めていければ、認知症の人との出会いがない、活動がない、そういった課題に対

して進めていけると思いますが、ご見解をお聞かせください。 

○宮尾高齢者福祉課長  認知症サポーターの方々は、委員おっしゃるとおり広い意味でのボランティ

ア活動になるかと思います。したがいまして、我々の考え方としては、まず、本人の自発的な意思を尊

重する、こういう姿勢で取り組んでいくことが大事かと思っています。それを踏まえた上で、一方で、

やる気のある方といいますか、もっと学びたい、関わりたい、サポーターとしてしっかり活動していき

たい、こういった方がより具体的なご自身の活動イメージを持てるようにというのも、しっかりと取り

組んでいかなければいけないと認識してございます。 

 その上で今、私どものほうで進めておりますのが、認知症ご本人の方からのメッセージを発していた

だく、こういった機会を、例えば講演会ですとか、こういったところでもお話をいただいたりというこ

とで進めているところでございます。 

○松澤委員  あとは一般質問で聞きたいと思います。 

○渡部委員長  会議の運営上、暫時休憩いたします。 

○午後３時１５分休憩 
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○午後３時３５分再開 

○渡部委員長  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。たけうち委員。 

○たけうち委員  ２４５ページの児童相談所移管推進事業、２６８ページの生活保護費で伺いたいと

思います。 

 児童相談所移管のほうなのですけれども、児童虐待の報道が様々出ていまして、またこの間コロナ禍

で増えているのではないかと思うのですけれども、その辺の令和２年度と、また令和３年度の現状まで

の相談、また虐待の発生件数等の状況を教えていただきたいと思います。 

 それから、生活保護費のほうは、先ほどコロナ禍で今増えているというお話もほかの委員への答弁で

ありました。以前にも質疑で出ましたけれども、ケースワーカーが一人で面倒を見ていらっしゃる生活

保護の方は、大体品川区は１００人ぐらいと聞いているのですけれども、それがこの増えている中で、

今どのような感じになっているのかと。また、コロナ禍で家庭訪問、お宅を訪問することについて何か

支障があったりとかどうなっているのか、その辺の状況を教えてください。 

○山下子ども家庭支援センター長  ご質問いただきました品川区の児童家庭相談、虐待を含めての実

施状況でございます。令和２年度につきましては、相談総数として１,０５９件ございました。そのう

ち、虐待は６４７件ございました。令和３年度におきましては、令和３年９月下旬の段階での数字にな

りますけれども、相談件数として５４５件、うち虐待のほうが足し合わせますと３６８件ということで、

その相談件数に占める虐待の割合が若干上がっている状況がございます。 

○櫻木生活福祉課長  ケースワーカーが抱える受給者世帯数でございます。令和３年３月末の数字に

なりますが、一人当たりの世帯数は１００.２世帯ということでございます。 

 また、支障ということですが、令和２年中は緊急事態宣言等が発令された間は、なかなか家庭訪問は

緊急の場合を除いて実施しづらいという状況がございましたので、それに代わるものとして、電話等で

コミュニケーションを取っていたという状況でございます。 

○たけうち委員  児童虐待ですけれども、本当に皆様もテレビを見て、最近摂津市で３歳の男の子が

熱湯をかけられてという非常に痛ましい事件がありまして、報道等でしか分かりませんけれども、あれ

を見る限りだといろいろなところにＳＯＳを出していたと。親はもちろん、また家に住んでいる方、ま

た関係者の方々のところにもＳＯＳが出ていたのだけれども、守れなかったという状況があります。 

 これについて、もし分かる可能な範囲で結構なのですけれども、これはなぜ守れなかったのか。また

品川区にこれから児童相談所ができたときにこういったケース、またあくまで報道されているところし

か分かりませんけれども、品川区だったらどのような形でできるのかということを、難しい質問かもし

れませんけれども、お答えをいただきたいと思います。 

 それから、生活保護のほうです。緊急事態宣言等で、これが不要不急に当たるのかなと思うところは

非常にありますけれども、ただコロナ禍で感染予防とかいろいろなことを考えて、お互いのために電話

相談ということもありました。 

 そうした中で、これも報道で大変恐縮なのですけれども、今、「『みなし運用』疑問の声」という報

道がありまして、これは中野区の場合です。生活保護の場合は一定の訪問をしなければいけないという

中で、なかなか会えない方もいると。また会えない件数も多いという中で、一定会えないときにメモを
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残しておいて、向こうからケースワーカーに電話があった場合には、それは訪問したとみなして報告を

するということを中野区でやっているそうです。これについてどうなのだという声も挙がっている。ま

た、台東区ですとか板橋区、新宿区などは実際に会えるまでそれは数に入れないというところもあるそ

うなのですけれども、大変な中、件数も多い中で、実際どうすればいいのかというのもあるのですが、

品川区の場合はどのように考えるかということを教えてください。 

○山下子ども家庭支援センター長  今、摂津市の事例を引き合いにご質問をいただきました。その以

前にも、今年度中も各種報道等では痛ましい事故といいますか事件といいますか、報道されているとこ

ろは承知してございます。 

 私どもも報道ベースでの情報にはなりますけれども、継父の方がいらっしゃることを承知していな

かったのではないかですとか、ちょうどその事件があった時期には、保育園が新型コロナウイルス感染

症の影響で休園していたというような報道等に触れております。それゆえ、もともと関係機関のほうで

依頼をしていた見守りがうまく機能しなかったのではないかというような情報を聞いております。 

 仮に品川区でというような場合ですけれども、やはりその見守りというのが、新型コロナウイルス感

染症等々の影響で、通常であればできるところができなくなるということは想定され得ますので、電話

での確認であったりまたほかの手段を用いて、しっかりと見守りをしていく体制を構築していくという

ことが何より大切だろうと考えております。 

 今現状としては、児童相談所はあくまで東京都の児童相談所になりますけれども、品川区といたしま

しては要保護児童対策地域協議会という枠組みの下で、地域分科会でありましたり、ケース会議、とい

うことで、東京都品川児童相談所と連携をしまして対応にあたっているところでございます。これがま

た（仮称）品川区立児童相談所ができた場合には、やはりその見守りでありましたり、連携という部分

でより円滑に進むものと思っておりますので、そのような体制を構築し、区内でこういった残念な事件

につながらないように努めてまいりたいと考えてございます。 

○櫻木生活福祉課長  生活保護制度における家庭訪問についてでございます。 

 生活保護受給世帯については、定期的にケースワーカーが家庭訪問をさせていただいているところな

のですが、原則として訪問回数につきましては、国や都への報告については不在の訪問は含めるという

ことで報告を上げさせていただいているのですが、実際の家庭訪問の目的としましては、世帯の実情を

把握してその世帯に応じた支援を行うということでございますので、品川区としましては不在訪問はカ

ウントせずに、実際にお会いできた、訪問できたというところで、方針を固めているところでございま

す。 

○たけうち委員  生活保護のほうは分かりました。いろいろとありますけれども、しっかり実態に合

わせてきめ細かい対応をお願いしたいと思います。 

 虐待のほうは、今日皆様も多分ご覧になっていると思いますけれども、江戸川区は既に児童相談所が

スタートしていますけれども、ＡＩを活用して電話対応している。効率化に加え、電話にチャットのよ

うに文字が出て、それで場合によってはそれを見た上司がその場で電話のアドバイスをしたりとか、ま

た事務の手続きもそこで記録されていくので、そういうのが軽減されると出ていました。 

 江戸川区は１２年前にやはり小学１年生の児童虐待があって、それを区が救えなかったということで、

いち早く児童相談所を立ち上げて、今取り組んでいる中でそのようなＡＩを活用した電話対応なども今

日報道されていましたけれども、今後品川区もこういったものも含めてまた様々な対応で、そのときの

江戸川区の反省としてはやはり救える命を救えなかったという、一歩踏み出せなかったということが
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あったようですので、そういうことがないようにぜひお願いしたいと思いますけれども、何かございま

したらよろしく。 

○加島児童相談所移管担当課長  ＡＩを活用いたしました児童虐待のリスク判定につきましては、複

数の自治体で既に実証が始まっているということは認識しております。重篤化しやすいケースを過去の

相談対応などの記録から統計・分析し、対応できるという点が一番の利点だと思っております。区立児

童相談所は開設当初、年若い職員で支えていくことになりますので、そういったツールの活用について

も区のほうで研究をしてまいりたいと考えております。 

○渡部委員長  次に、鈴木ひろ子委員。 

○鈴木（ひ）委員  ２５３ページの区立保育園運営費で、休日保育の申請手続きについて伺いたいと

思います。あと、２７１ページの生活保護費の扶養照会について伺いたいと思います。それか

ら、２３７ページの児童発達支援センターについても伺いたいと思います。 

 まず、区立保育園の休日保育の手続きについて伺いたいと思います。病院に勤務する看護師から相談

を受けました。夜勤もまた日曜・祝日勤務もある仕事で、またコロナ患者の対応もあり、現場では大変

な激務が続いている中での子育てということです。 

 休日保育を申請する手続きなのですが、保育園に夕方５時までに行って、申請書類を園長先生の前で

書いて、その場で渡さなければならないという仕組みになっているということでした。いつもお迎え

は６時過ぎになってしまって、休みの日とか夜勤明けなどのわざわざ５時に間に合うように保育園まで

申請書を書きに行かなければならないという仕組みなので、何とかこの申請書を家で書けるようにして

もらえないかということで、園長先生のほうに相談したということなのですけれども、区の決まりに

なっているので変えられないと言われたということでした。 

 私のほうからもちょっと課長のほうに相談したのですけれども、検討には時間がかかるということで

なかなか改善がされませんでした。それで今回質問させていただくことで通告をしたものです。そうし

たところ、最近手続きの改善がされたと伺いました。いつ改善がされたのか、また改善の中身はどうい

う改善になったのか、確認をさせていただきたいと思います。また、改善されたことの保護者への周知

がどのようにされたのかについても伺いたいと思います。 

○初貝保育教育運営担当課長  今、委員にご指摘いただいた休日保育の受付方法の変更に関しまして

は、区のほうでも平素からもこのコロナ禍でも利便性の向上を考えておりました。具体的な改善の中身

としては、今までは保育時間というところで、８時半から１７時という間にその場で書類を書いていた

だくというような手続きになっておりましたが、その保育園の開園時間から受付が可能ということにな

りまして、かつ書類に関しましてもその場でというよりも、一回書類をお渡しして後日持ってきていた

だければ受付が可能という形で変更をしたところでございます。 

 ただし条件がございまして、区立の在園児のみというような形でありまして、その場で予約の確定が

できるということではなくて、後日またご連絡というやり取りが必要というところはございますけれど

も、そういった形に主なところで変更しております。 

 それと、あとは周知方法に関しましては、保育園のほうで保育児を通じて周知を行うことや、今まで

よく利用されている方に対して周知をしているところでございます。 

○鈴木（ひ）委員  そうしましたら、いつ改善されたのか、その時期についても伺いたいと思います。 

 それから、そうするとその申請書は、今までは自宅で書くようにということではもらえなかったので

すけれども、もらって自宅で書いて、例えばこの方ですと６時とか７時とかに保育園に迎えに行くとき
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に出しても大丈夫だということで確認させていただいてもよいでしょうか。そのことと、改善された時

期について伺います。 

○初貝保育教育運営担当課長  改善された時期でございますけれども、保育園のほうには９月１８日

以降周知をしておりますので、それ以降、そういった形で保育園のほうでは対応を変えているところで

ございます。 

 あと、１７時以降に出していただいても構わないというような形で対応を変更しているところでござ

います。 

○鈴木（ひ）委員  改善されてよかったと思います。本当に共働き、シングルの方の子育てだったり

とか、その上に職場も大変激務になっているところも多いです。多くの保護者が大変な中での子育てを

しているという状況の中で、できる限り保護者を応援するという思いで、保護者のこういった声にも耳

を傾けていただいて、改善できるものは改善していただくということで、その姿勢で今後ともしていた

だきたいということをお願いしておきたいと思います。 

 ２つ目の生活保護の扶養照会について伺います。令和２年度の新規の申請者が何人だったのか。そし

て、そのうち何人に対して扶養照会をしたのか。援助が得られることになったのは１年間で何件だった

のか、伺います。 

○櫻木生活福祉課長  扶養照会のお尋ねでございます。令和２年度につきましては、新規の生活保護

の申請者数は４５７人となります。うち、扶養照会を行った人数はちょっと分からないのですが、件数

としましては９８２件でございます。うち、援助を得られましたのは３件でございます。 

○鈴木（ひ）委員  この扶養照会そのものも、前に比べたら大分減ったのかと思うのですけれど

も、１,０００件近くやって援助が得られたのは３件ですから、そもそもこの扶養照会そのものが必要

なのかどうなのかということを改めて見直す時期なのではないかと私は思います。 

 それで、令和３年２月２６日に厚生労働省社会・援護局保護課から出された通知「扶養義務履行が期

待できない者の判断基準の留意点等について」という通知が来ていますけれども、これが現場でどのよ

うに、窓口の相談員の方ですとかケースワーカーに徹底されているのかということを伺いたいと思いま

す。この通知では、「『扶養義務の履行が期待できない』と判断される扶養義務者には、基本的には扶

養義務者への直接の照会を行わない取扱いとしている」のです。これは改正されたわけです。「今般の

改正は、この対象者について、今の時代や実態に沿った形で運用できるよう見直したものである」とい

うふうに書かれています。「各実施機関におかれても、要保護者の相談に当たっては、丁寧に生活歴等

を聞き取り、個々の要保護者に寄り添った対応がなされるよう、より一層配慮されたい」と。扶養照会

は、「『扶養義務の履行が期待できる』と判断される者に対して行うものであることに注意する必要が

ある」と書かれているのです。 

 これが現場で徹底されていないという思いがしているので、これをどう徹底されているのか、伺いた

いと思います。 

○櫻木生活福祉課長  今委員からお話がありましたように、昨年度２月に国のほうから通知がありま

して、扶養義務が期待できない者と判断された場合には個別に慎重な検討を行った上で、真に適当でな

い場合、可能性が期待できない場合は扶養照会を行わないとして差し支えないという通知が出ておりま

す。 

 この通知が来た段階で、課内の係長会を通じて相談員およびケースワーカーに定期的に周知を行って

いるところです。今後も適切な生活保護の実施に向けて、周知を図ってまいります。 
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○鈴木（ひ）委員  私はかなり生活保護の相談が多くて、生活福祉課に一緒に相談に行く機会が多い

のですけれども、私はこれが徹底されているようには思えないのです。それで、本当にこの扶養照会が

あることで、もうそれがあるのだったらば生活保護を受けたくありませんという方が結構いらっしゃる

のです。そういう中で、これをちゃんと知っているのであれば大丈夫ですよと、断絶しているような関

係が悪いところに扶養照会はしませんよと、そのように言ってくれればいいのですけれども、そのよう

には言われないのです。 

 私はそういう場合は、扶養義務の履行が期待できる人以外は照会しませんからということを徹底して

ほしいのです。大丈夫ですよと言っていただきたいのです。そこのところを改めて徹底をしていただき

たいと思うのですが、いかがでしょうか。 

○櫻木生活福祉課長  区としましては国・都の通知に則って、それに沿って運用しているところです

ので、個々の現場の相談員等にもその旨周知して運用していきたいと思っております。 

○鈴木（ひ）委員  現場では徹底されていないというのが私の実感なので、改めてこれを徹底してい

ただくようにお願いしたいと思います。 

 生活保護のケースワーカーの方にしても、相談員の方にしても、本当に困窮したり様々な問題を抱え

ている方の相談に乗るわけですから、様々な支援の中身だったりとか、こういう変化だったりとか、そ

れから高齢者、障害者、様々な福祉の状況だったりとか、そういう制度そのものも含めて、よく分かっ

た上での相談というのがすごく大事になると思うのです。そういうところでは、そういう機会をしっか

りと持って、ケースワーカーの経験の蓄積に組織的に取り組むということをしていただきたいと私は要

望させていただきたいと思います。 

 ３つ目に、障害発達支援センターについて伺いたいと思います。２０２０年度までの第１期の障害児

福祉計画では、品川児童学園を療育拠点の児童発達支援センターとして設置して、相談機能の強化、療

育の充実、保護者支援に取り組んできたと。今後は国が推奨する基準、概ね人口１０万人規模に１か所

を考慮し、平成３２年度末、だから令和２年末までに「児童発達支援センター１カ所の増設を目指しま

す」と明記されていましたけれども、これはどこに造ることを見通していたのか、伺いたいと思います。 

 これだけはっきりと年度まで明記しているので、令和２年度決算ではこの総括が必要ではないかと思

うのですが、なぜできなかったのか、計画実行にどのような努力がされたのか、伺いたいと思います。 

 今度新しい計画が作られましたけれども、これは令和５年度末までに少なくとも１か所にということ

で、一気に３年間遅れた計画という形になってしまったのです。これがなぜなのかというのが分からな

い中身になっているので、その点についてご説明いただきたいと思います。 

○松山障害者福祉課長  来期の品川区障害児福祉計画に記載があるという児童発達支援センターの内

容ということでございます。 

 もちろん、その当時は国から１０万人に１か所というのが、国のほうでは明記されておりました。最

近ではその文言が国のほうではちょっと見当たらなくなってしまったということがありまして、ただし

品川区といたしましては、７月に制定しました第２期品川区障害児福祉計画の中で、令和５年度末まで

に２か所目ということで目標設定をさせていただいております。 

 前期についてもですけれども、今期につきましても児童発達支援センターにつきましては、東京都の

指定が必要になってきます。実際に東京都に足を運んで、候補先や候補地業者と一緒に相談に行ったの

は事実でございます。ただ、今現段階で場所がどこで、どの事業者とは申し上げられないのですが、そ

のときは東京都のほうが、やはり児童発達支援というのを３階には入れない。品川児童学園のときは大
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丈夫だったのですが、それ以降について東京都の指導で、３階については児童発達支援を入れないこと

というのが示されまして、私たちも非常に困惑してちょっと頓挫しているところでございます。ただ、

引き続き第２期の計画に基づきまして、積極的に２か所目の児童発達支援センターに取り組んでいきた

いと思っております。 

○渡部委員長  次に、高橋しんじ委員。 

○高橋（し）委員  よろしくお願いします。２５３ページ、２６３ページの保育園、幼稚園への特別

支援巡回相談について。それから時間があれば、区立保育園のネット環境をお尋ねしたいと思います。 

 まず巡回相談ですが、ほかの委員の方のご質問もありましたけれども、成果報告書にもあるように、

大変成果を上げていると。保育士、あるいは保護者の方々にも高い評価を得て安心につながっていると

いうこと。またもちろん非常にお子さん自身のためにも非常に意味のある事業であると、拡充していた

だきたいという思いで質問させていただきます。 

 先ほども少しありましたが、回数増は必要、また増やすというのが成果報告書にそれぞれ出ていまし

たが、改めて回数増の見通しについて、お尋ねします。 

○初貝保育教育運営担当課長  今、委員からお尋ねがございました、区立保育園に関しまして巡回相

談になりますけれども、今までも臨床発達心理士、学校心理士、それぞれの巡回相談は増加してござい

ます。一方で特別支援児も増加傾向がございますので、各園のニーズを聞き取りながら、来年度も様子

を確認しながら、需要を見ながら、適切な巡回をしていく形で考えております。 

○若生保育支援課長  私立保育園の巡回相談につきましても、毎年度新規園ができている、その都度

新規園もプラスして回数を増加してきているところです。来年度以降につきましても、拡充してまいり

たいと考えております。 

○高橋（し）委員  それぞれありがとうございます。そういった成果のある非常に意義のある事業で

すので、今のご答弁にありましたような形で、お子様のニーズに合わせて事業拡大していただきたいと

思います。 

 ただ、継続的で安定した事業とするためには、この事業の制度的な担保がどうなっているのかという

のを確認したいのですが、公立保育園、公立幼稚園、私立幼稚園では経常的経費という形になっていま

す。一方で、公設民営園、ぷりすくーる西五反田、私立保育園は政策的経費という形になっています。

これはちょっと款を越えるのかもしれませんが、政策的経費とこの経常的経費の違いで、例えば極端に

言うと、政策的経費だと財政的な様々な事情の中で、この事業が打ち切りになったりということがあっ

たりするのでしょうか。私立幼稚園は幸いなことに政策的経費から経常的経費となりました。そしてさ

らに、事項別明細書には、「政策経常化」という記述まで加わっています。つまり、政策の経常化が示

されたと思います。 

 ということで、一つは政策的経費と経常的経費のその違いと、それからもう一つは、今政策的経費と

なっている巡回保育を経常的経費という位置づけにしていただきたいのですが、これは保育関係の所管

のほうがそうやって働きかけて決まるものかということも含めてお願いします。 

○黒田財政課長  予算編成上の経常的経費でございますが、これは毎年度経費の額が一定程度になっ

てきているというような判断の中で毎年度考えているものでありまして、予算編成につきましては、そ

の経常的経費の経費にプラスして、全体的な歳入の状況を見ながら歳出予算を編成するということにな

りますので、経常的経費だからとか、政策的経費だからということはなくて、この予算編成上の事務上

の区分で分けているところでもありますので、必要な事業については必要な予算を編成するという考え
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で行っているものでございます。 

 経常化の考え方につきましては、回数の増減があるとか、今後増やしていくということであれば、一

定程度経年推移を見るということもございますので、そういった編成の中で、必要な経費について、一

部経常化しているものもございます。 

○高橋（し）委員  今、事務的な云々というところですが、「政策経常化」という記述があるという

ことで、私立幼稚園のほうでしっかりこういった事業をやっていく、安定していく、継続的なのだなと

私は考えさせていただいたのですが、政策的と経常的というところについて今課長のご答弁がありまし

たけれども、この点はまた別の機会に伺いたいと思いますが、どちらにしても継続的で安定的な事業と

して位置づけていっていただきたいと思います。 

 次に、学校心理士の巡回相談なのですが、保育園、幼稚園のうち、私立保育園だけが行われていませ

ん。そのほかの施設では巡回相談が行われています。これは特別支援教育において、保育園、幼稚園と

小学校の円滑な接続のために、５歳児の相談体制を整備していただいています。この学校心理士による

就学のこういった指導の適切な観点から、学校心理士による私立保育園への５歳児の巡回体制を求めた

いのですが、いかがでしょうか。 

○若生保育支援課長  私立保育園への学校心理士による巡回相談のご要望ということで受け止めまし

た。 

 現在私立保育園では、ご案内のとおり臨床発達心理士による巡回相談のほうは順次拡充しているとこ

ろでございます。この間、様々特別支援児のほうの受け入れが、以前は区立中心でやっていた部分では

ございますけれども、私立園の増加とともに私立園のほうにも拡充してきた経緯がございます。さらに、

小学校への接続といったところでの学校心理士の巡回相談の必要性も区としては認識してございますの

で、今後その検討を進めてまいりたいと考えております。 

○高橋（し）委員  最後のところが聞こえなかったです。今後何々進めていきますというところを、

すみません、もう一度お願いします。 

〇若生保育支援課長  学校心理士の巡回相談に関しましても、私立保育園に関して、今後検討を進め

てまいりたいと考えております。 

○高橋（し）委員  ありがとうございます。保育園は保護者の方が区と契約をし、区が民間業者に保

育委託をしております。ということは、区立保育園と同じように、私立保育園の方も５歳児の同じサー

ビスを受けられるように、そして巡回相談というこの事業の非常に意義のあることを、私立保育園のお

子さんたち、あるいは保護者の方々にも受けられるようにしていただきたいと思います。 

 それで、もう一つの先ほどあった臨床発達心理士のほうの巡回なのですが、今度は逆に公私立の保育

園だけですね。ほかの施設では臨床発達心理士の巡回相談が行われていないのですが、いろいろ人材の

関係もあるのかもしれませんが、今後どのような見通しでしょうか。 

○初貝保育教育運営担当課長  現在臨床発達心理士のほうの巡回相談に関しましては、例えばぷりす

くーる西五反田でございますけれども、先ほどお話がありましたが、巡回相談は現在もやっておるとこ

ろでございます。 

○若生保育支援課長  臨床発達心理士による巡回相談ですが、私立幼稚園のほうは現在行っていない

ところでございます。こちらについては、幼稚園の状況をよく注視して、今後考えてまいりたいと思い

ます。 

○高橋（し）委員  臨床発達心理士の方の巡回相談が現在行われていない施設に関しては、今後巡回
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相談を行うような形で検討していっていただきたいと思います。ともに非常に重要で、意義のある事業

だと思います。 

○渡部委員長  次に、渡辺委員。 

○渡辺委員  ２２９ページ、障害者理解・普及啓発事業ということで伺います。主に、先ほど出まし

た手話言語条例の制定と併せて伺います。 

 ここでは、内訳のところで障害者作品展ですとか、福祉ショップでの啓発だとかという理解事業と

なっています。やはり障害者理解の施策は、これは多分本当に取組の啓発の一部であって、各事業ごと、

各施策ごとに普及啓発が当然ながらある。その確認をまずさせてください。ここにはもちろんとどまら

ないだろうと思っています。それは、やはり区民だけではなく、人に知ってもらうというのはどのよう

な政策でも苦労するところです。特にこの障害者施策は、理解が進むことが本当に悲願というか、代々

どの方も、当事者もそれから応援する人もみんな思っていることだと思います。 

 うってつけだったのが、やはりパラリンピックの盛り上がりだと思います。やはりこれはもう日本中

が物すごくもう理屈ではないくらい理解が上がったと。最近本当に言われた話で、品川区はすごいねと。

これは何を言っているのだろうと思ったら、オリンピック・パラリンピック教育の評価について感想を

言っていた保護者の方がいたのです。こういうために過去毎日毎日、という言い方だったのですが、学

校でやっていたのだねという、正直それまではぴんと来なかったと。ところが親子でテレビを見て、親

自身が、あ、これ学校でやっていたんだねという評価のお話を頂きました。これは本当にこの五、六年

の積み重ねで、特に障害者理解は飛躍的に上がったと。 

 これは私も実感している中で、まず自分自身がそういうスポーツの、あるいはアスリートの活躍を見

て、印象がまるっきり変わったと。やはり何かもやもやしたところ、気を使うところがあったのが、ま

るっきり格好いいもの、すごく何かに長けた、長所である。で、短所もあるという、このオリンピッ

ク・パラリンピック教育のリズムのあるようなメッセージ、これはもう本当に振り返ればすごい功績だ

と思っています。 

 そんなところで、これはこれで学校教育のところなのですが、所管として、障害者福祉が理解される

にあたって、このパラリンピック等の影響などをどのように感じ取っているか、あるいはどのように期

待しているかを教えてください。 

○松山障害者福祉課長  私からは、障害者理解についてお答え申し上げます。 

 まず障害者理解・普及啓発事業、この予算外でどの事業でも障害者理解というのを行っているのでは

ないかという委員のご指摘、そのとおりでございます。特に障害者の方の場合は、施設に通っていらっ

しゃることがあります。その各施設において施設の職員が、やはり地域になじむように、今なかなか新

型コロナウイルスの関係がありまして行えませんが、おまつりですとか、あとは地域に出ていって一緒

に防災訓練をしたりというような障害者理解を進めるということはございます。 

 また今回手話の関係では、地域のイベントとして、心身障害者福祉会館で、当事者の団体あるいは障

害者の団体、それから旗の台南町会を中心とした町会の方々と区が共同で障害者対象のイベントを行っ

たということで、これは理解・普及啓発に非常に役立ったのではないかと感じているところでございま

す。 

 ２点目、パラリンピックの影響と期待するところでございます。パラリンピックをご覧になった方々

が、特にスポーツ以外でも手話通訳のパフォーマンスの方が非常に話題になりまして、この間、手話通

訳の勉強をしたいという声がちらほら聞こえてきておりますので、非常にこれから手話通訳者の養成に
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力を入れられるのではないかと期待をしているところでございます。 

○渡辺委員  本当に今、質問の中に漏れていたなと聞きながら思ったのが、パラリンピックの開会式、

閉会式、Ｅテレなどではまたひらく者の方が通訳するのが特にほかでも取り上げられて話題になったと。

まさにタイミングですね。品川区手話言語条例も、積み重ね、積み重ねでいろいろありましたが、苦労

もあったやに見ていますし聞いていましたが、７月に制定されて、結果的にとてもいいタイミングに

なっている。当事者の方、先ほど来答弁もあった４団体中心にという中でも、それぞれの方が共通して

いるのがこれからだと、スタートだと。より多くの方に理解してほしい、知ってほしいというメッセー

ジが多分軸だと思います。 

 その中で、実は再発見というテーマで思ったのです。これまでももう本当に今まで地域でも、私が見

過ごしてきた点がいっぱいあるなと。町会の婦人部の方々がよく手話ダンスとか手話サークルを設けて

いたりとか、もうとっくに応援している、携わっているという方々が結構な割合でいらっしゃるのです。

ただその方々に聞くと、理屈ではなくて手話はきれいだよねとか、あるいは福祉のいいイメージを持っ

ているよねという、もとからそういう方がいると。これは新たに再認識できることだと思いました。も

ともとある応援団体という言い方がよいのか分からないですが、この点のやはりこれから連携するとか

の展開が必要だと思います。 

 それと、先日総務省の電話リレーサービスという仕組みを資料ベースで知りました。これは７月から

で、まだ本当にごく最近で、簡単な説明書きでは「聴覚や発話に困難がある方ときこえる方が、通話オ

ペレータが手話・文字と音声とを通訳することにより、２４時間３６５日、電話で双方向につなぐサー

ビス」とあります。 

 これは総務省がやっていることなのですが、これはやはり知られているか知られていないかで、いき

なりこのサービスで電話が来ても、多分うまく機能しないと。区のレベルで言えば、知っていただくと

いうところにつながるとは思います。ぜひこの電話リレーサービスを、この場も含めてですが、知って

いただくという意味も含めての所管としての携わり方を教えてください。 

 最後、もう時間もないのでぜひ申し上げたいことがあります。先ほど条例が手話言語のところであり

ました。別に手話言語に限らず障害者福祉全体に関わるのですが、やはり時代というのはあると思うの

です。日本全体が今多様性とか共生の理解が高まっている。これはまだまだこれからもいろいろな角度

に広がっていくだろうというタイミングという意味では、理解と普及事業、今日は決算書ですから、こ

の項目で言う大きなレベルアップのタイミングだろうと。多分それは議会だけではなく、当然ながら多

くの区民の方がうなずかれるそのようなタイミングではないかと思うので、その辺の抱負も併せてお聞

かせください。 

○松山障害者福祉課長  まず、電話リレーサービスについてお答え申し上げます。委員ご指摘のとお

り、電話リレーサービスが７月１日から、公共インフラとして開始されております。聴覚に障害がある

方などから電話リレーサービスを介した連絡についての対応ということで、区の職員に周知をしたとこ

ろでございます。やはり区の職員がまず知るということ、そして障害者福祉課としては、電話リレー

サービスがあることを積極的に広報してまいりたいと考えております。 

 それからもう一点なのですが、障害者理解の普及啓発のレベルアップというところでございます。非

常に委員ご指摘のとおり、パラリンピック、あとは手話言語条例という非常によい機会を得たというと

ころでございます。当事者の方、あとは支援者の方含めまして、今かなり詳細に打ち合わせをする機会

がございますし、現在も広報しながわの品川区手話言語条例特集号を１０月２１日号に向けて、４つの
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団体とご協力いただきながら今現在進めているところです。こういったような関係性を大事にしながら、

今後の手話の理解促進、あと手話を含めた全体の障害者理解促進というのを、一人でも多くの方に支援

者を作る、障害者を支え、障害者が逆に支えるような共生社会を目指していきたいと考えております。 

○渡部委員長  次に、若林ひろき委員。 

○若林委員  ２１９ページの認知症高齢者支援事業と、２３７ページの障害児者総合支援施設の中の、

特に子ども発達相談室について、時間の許す限り確認をさせていただきます。 

 まず認知症については、認知症サポーターについて伺ってまいります。まず端的に、ステップアップ

講座を実施しておられるということでございます。これについて令和２年度、３年度、決算年度と今年

度の実績をお聞かせいただきたいのが一つです。それから、これはいつからこのステップアップ講座を

やられているのか、教えてください。それから、その講座の内容。内容については、どういう目的とい

いますか、講座を受講した人に何を身につけていただくのか、知識を得ていただくのか、どのような活

動に携わっていただきたいのか、そこら辺の目的を確認させていただきたいと思います。 

 また併せて、端的にこのステップアップ講座の周知は今までどのようにされたのか、確認をさせてく

ださい。 

○宮尾高齢者福祉課長  認知症サポーターに関連をいたしまして、レベルアップの講座に関するお尋

ねを頂きました。 

 まず、こちらのサポーターのレベルアップ事業でございますけれども、内容といたしましては、委員

おっしゃるとおり認知症サポーター養成講座、要は認知症のいろはのい、基本を習得いただいた方の中

でより深く知りたい、勉強されたいという方を対象に、例えばひとり歩きをされていらっしゃる方に対

する模擬訓練、それから回想法、それから実際に認知症の体験をしていただく。それから実際に予防に

効果があると言われている例えば音楽療法ですとか、そういったものを在宅介護支援センターのほうに

委託をして実施しているところでございます。 

 最近の実績でございますが、こちらもやはり集まって実際に対面でいろいろやるというところが基本

になっておりますので、令和元年度は回数としては１７回実施できておったのですが、令和２年度に関

しては残念ながら１回というところで回数が大きく減っているところでございます。またコロナ禍にお

いて、あるいはコロナ後を見据えて、また再度軌道修正をさせていただければと思います。 

 いつからこの講座をやっていたかというところは、すみません、今手元にその詳しい資料がないので

何ともというところはあるのですが、いかにせよやはり周知の方法に関しては、委員お話しのとおり、

まだまだ余地があると思っておりますので、しっかり周知を図ってまいりたいと思っております。 

○若林委員  ステップアップ講座と私は言っていましたけれども、品川区ではレベルアップ講座とい

うことですね。だからなかなかヒットしてこなかったのかなというのを、すみません、お恥ずかしい話

ですが、今気づきました。 

 それで、周知については、要するにいろはのいを学ぶ養成講座の方に対して周知をするということに

なると思うのですが、そうすると個別に何か郵送等でこういうのがありますけれどもどうですかという

ふうにやられているのかどうか、そこら辺を一つお聞きしておきたいと思います。 

 続けて、今、回想法とか様々、まさにレベルアップのための内容の講座と理解をしました。私もオレ

ンジリングを持っておりますので、ぜひレベルアップ講座を受講してみたいなと。ただ、残念ながら私

の手元にはレベルアップ講座のお知らせが来たことがたしかなかったので、それも含めてどうなってい

るのかなというのを純粋にお聞きしておきたいと思います。 
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 ということで、このレベルアップ講座を受けることによって、この方々がまさに基礎講座ではなくて

いわゆる実地、外に出るとか、まさにその認知症の方と相対してというところのための様々な勉強をさ

れる、また身につけるというところを経て、実際に現場ではどのように活躍されているのかというのは

なかなか見えにくいところ。前に認知症カフェであるとか、そういうところに自発的に行っていらっ

しゃる方もいますよというお話がございましたけれども、そこら辺、レベルアップ講座を経て実際にど

のようなご活用をされているのかも、併せてお聞きしたいと思います。 

 私は、いわゆるこの福祉の関係、特に認知症の関係をやるときには、やはり一対一の関係を作らない

ほうがいいなと思っております。認知症サポーターになろうとなるまいと、やはり普通の日常生活の中

でどうしても１人の認知症の方、または認知症が疑われる方、ご近所のその認知症の方はどうしても１

人の人に頼るという傾向性を感じますので、どうしても日常生活においては一対一の関係になりやすい。 

 ですので、この認知症サポーター養成講座、レベルアップ講座を経て、いよいよ認知症の方と相対す

るときには、ぜひとも一対二、一対三、また一対チームという形でしっかり進めることが、この対人関

係の中では大事なのだろうなと主張をさせていただきたいと思います。そういうことで、先ほどの一般

質問ではチームオレンジというものがありますよ、国のほうで打ち出していますよねということで問い

かけもさせていただいたところでございます。 

 今回、先ほどの松澤委員とどうしても話がかぶりますけれども、そこら辺の今後のいわゆるボラン

ティア、組織化も大事だけれどもということで、歳入の質疑のときにありましたけれども、これはしっ

かり組織化をして、品川区という後ろ盾、お墨付きをつけてチームを作って、一対一の関係をその中で

は絶対に作らないというチームづくり、組織づくりというのがここの場面は大変に大事なのだろうなと

いう思いも込めて質問をさせていただきたいと思います。すみません、何点か重なりましたけれども、

よろしくお願いいたします。 

○宮尾高齢者福祉課長  まず、こちらの講座の周知の方法ですが、基本的には養成講座を終えて、最

後にこういうことがありますので、ご興味のある方はぜひというような周知の方法が中心になってこよ

うかと思います。ただこれですと、例えばその場にいる方には一回こっきりということにもなりかねな

いと思いますので、やはり委員のところに実際にご案内が届いていないということも含めまして、周知

の在り方については検討してまいりたいと思っております。 

 それから、実際に活動の内容というところでございますけれども、やはりサポーターの方たちに求め

られる役割としては、まずは個々の日々の生活の中で実際に認知症の方に相対したときに正しい理解を

とか、あるいはちょっとした助言をしていただくとか、こういったことをベースにしながら、よりもう

少し深く関われるような場があってもいいのかなと思っています。認知症カフェなどもそういった活動

の場所としては適切であるとは思うのですけれども、カフェはカフェでやはり実際に関わっている方と

サポーターとのマッチングというところで、そこがよりスムーズにいくようにというきっかけ、仕組み

も大事かなと思っているところでございます。 

○若林委員  それでは、チームづくりについてもぜひ前向きにご検討いただきたいと思います。 

 発達相談はちょっと間に合いませんので、引き続き最後の１問は認知症検診についてもお尋ねしまし

たが、１つだけ、これは国保医療年金課のほうにお聞きします。いわゆる認知症チェックを国保基本健

診、また後期高齢者健康診査の中でやられているということで、今回高齢福祉課のほうではこの認知症

検診をやると。いわゆる介護と保険の一体的な事業の実施という部分で言うと、これは大変に結びつき

が強いのだろうと思いますけれども、今後の考え方だけ教えてください。 
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○池田国保医療年金課長  こちらについては、来年度を見据えて活動を進めていきたいと思っている

ところでございます。 

○渡部委員長  次は、大倉委員ですが、本日欠席のため、次に進めさせていただきます。 

 質疑を続けます。 

 次に、藤原委員。 

○藤原委員  ２２３ページ、福祉人材確保について。これは介護という意味で、２０１９年のこと

が２０２０年に厚生労働省から発表されていまして、在宅で６５歳以上の、介護する人とされる人の割

合が５９.７％になったと。そして、７５歳以上の老老介護の割合も３３.１％になったというのですけ

れども、改めて、この傾向はこれから増えていくのでしょうか、減っていくのでしょうか。区としてど

のように考えているのか、教えてください。 

 それと、２３７ページ、障害児者総合支援施設なのですけれども、来年１０月から運営者が移行して

いくと思うのですけれども、これはスムーズに移行しないと、一番困ってしまうのは利用者であり、保

護者であると思うのですけれども、その辺はちゃんと実行されていっているのか、これからされるので

すけれども、その辺を教えてください。 

 それと、２４５ページ、児童相談所移管推進事業なのですけれども、これはいろいろな自治体が、今

人材確保で難儀していますね。この辺について、品川区はあともう少し、２０２４年開設予定ですけれ

ども、人材確保は一番大事なことだと私は思っているのですけれども、その辺についてはいかがでしょ

うか。 

○宮尾高齢者福祉課長  私からは、高齢者人口の今後の推移等々についてお答え申し上げます。 

 高齢者数で言いますと、今後当面増加の傾向を示すと考えております。高齢化率ということで言いま

すと、品川区の場合は６４歳未満の方の人口も増えている関係で、率といたしましては横ばい、または

最近ですとやや少しですが下がっている、こういう傾向をお示ししているところでございます。ひとり

暮らし高齢者の方、それから老老介護の方、これらにつきましても、やはりそもそもの高齢者の方の絶

対数が増えてまいりますので、減るという要素は今のところは考えにくいと捉えております。 

○築山障害者施策推進担当課長  障害児者総合支援施設の指定管理者の移行についてのご質問でござ

います。 

 現在は、現指定管理者、次期指定管理者、そして区、３者で事業の引継ぎに向けた打ち合わせを進め

ているところでございます。また、来年４月からは実際に次期指定管理者の職員が支援の中に入りまし

て、一緒に取り組んでいきますので、その中で利用者の心身の状態ですとか家庭の事情等を踏まえて、

適切な支援につながるよう、丁寧な引継ぎを行っていく予定でございます。 

○加島児童相談所移管担当課長  私からは児童相談所の人材確保についてお答え申し上げます。 

 品川区では、令和６年度中の児童相談所の開設を目指しておりますので、それに向けて児童福祉司、

児童心理司の候補者となる福祉職、心理職の計画的な採用を人事課とともに進めているところです。 

 併せまして、来年度、児童相談行政に精通いたしました管理職の下、児童相談所の具体的な運営体制

を検討していくために、児童相談所長の経験のある課長級の職員、それから区の専門職の指導・育成等

を行うため、専門的知識・経験の豊富な係長級職員の任期付採用を行っているところです。区といたし

ましては、設置区も参考にしながら、あらゆる手段を用いて必要な人材の確保に努めていく所存です。 

○藤原委員  人口動態は分かりました。ここから私のいつもの質問に移っていきますが、介護士の給

料面、私は何回も課長に質問をさせていただきましたが、何か給料面で変わったことはあるのでしょう
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か。 

 それと、障害児者総合支援施設に関してなのですけれども、ここは移管するときにいろいろな思いが

保護者の皆様から出たところでございます。注目もされていますので、ぜひスムーズな移管をして、指

定管理者が代わってよかったと言われるように、本当によかったと思われるような施設に産んで育てて

いただきたいと思いますので、ここはよろしくお願いします。 

 児童相談所なのですけれども、改めてもう一回伺いますが、人材に関して、本当にその人材確保が

ちゃんとできるようにしていただきたいと思っています。そのスーパーバイザーとか、あと５年以上勤

務経験がある方とか、すごく確保するのが難しいと、マスコミ等の発表を見ると、本当にほかの自治体

で人材確保に難儀しているのですね。だから、もう２０２４年開設予定だと思うのですけれども、そこ

はしっかり区としてやっていかなくてはいけないと思うのです。できませんでしたでは、それは大変だ

と思うので、ぜひその辺についてもう一言答弁をお願いします。 

○宮尾高齢者福祉課長  私からは、介護職員の処遇に関する、主に給料面に関するお尋ねにお答え申

し上げます。 

 まず直接お給料の面で、例えば区が何か賃金アップを図るとか一律にというようなところは、ちょっ

と委員のお考えには添えないかもしれませんが、そういったことを例えば今年度の予算で対応させてい

ただいているかというと、しておりません。ただ、そこはやはり財政面でのこと、それからそもそも介

護保険制度上のことがあるというところで、どうかご理解をいただければと思います。 

 ただ一方で今年度、例えばＩＣＴを使ったセンサーを導入するですとか、そういったことに助成をし

たり、また福祉用具に対して購入費の助成をするですとか、そういった面で介護事業所をしっかりと応

援していきたい。この姿勢は揺らぐことなくしっかりと推進していきたいと思っているところでござい

ます。 

○加島児童相談所移管担当課長  児童相談所の人材確保について、私のほうから再度お答え申し上げ

ます。 

 児童相談所の人材の配置につきましては法定基準がございますので、そちらを遵守することがまず第

一だと思っております。委員のご発言の中で、児童福祉司のスーパーバイザーについて、経験年数５年

というようなご発言もございましたが、今回任期付採用を実施するにあたりまして、そういった要件も

掲げさせていただきました。現在、人事課から５名の応募があったと承っておりまして、決して楽観視

するわけではございませんが、きちんと選考を行いまして、必要な人材の確保に努めていきたいと考え

ております。 

○藤原委員  安心しました。これを見守っていきたいと思います。新しく移管される事業なので、よ

ろしくお願いいたします。 

 それと、課長、いろいろな特別委員会で、ある意味しびれるような質問答弁をしてきましたが、大丈

夫ですよ。介護士は大丈夫。なぜかというと、これは２６日の発表なのですけれども、まだ自民党の総

裁選挙前です。岸田文雄さんが中央区の特別養護老人ホームを視察し、現状の介護福祉士と意見交換を

したのです。岸田さんはこう言った。仕事の中身に比べて報酬が十分なのか。政府も処遇改善に努力し

ているが、まだまだ追いついていないと指摘。介護士や看護師、保育士の給料を思い切って引き上げる

ことをしないと現実は変わらない。民間の給与や所得を上げるための呼び水になると強調したと。強調

したのですよ。まだ総理大臣になる前ですよ。 

 そして岸田さんは総裁選挙で、社会生活維持に必要な医療・介護・保育などを担うエッセンシャル
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ワーカーの報酬引き上げに向け、公的価格評価検討委員会の設置を挙げていると言ってくれた。そして

私がもっとうれしかったのは、昨日２１時からＮＨＫを見ていました。そして岸田総理大臣がお出にな

られて、同じようなことを言ったのです。そこにお医者さんと入っていたけれども、言った。私は信じ

ますよ。 

 そして私は思いました。何を思ったかというと、そこで一生懸命私は自分なりに課長にぶつかって質

問させていただきましたけれども、やはり思いは通じるのだなと思いました。課長、その辺については

いかがでしょうか。 

○宮尾高齢者福祉課長  総理大臣のその発言は私も認識をしておりまして、大変にうれしいことであ

りますし、喜ばしいことだと思っております。そういった情報を、これからいろいろ国から来ると思わ

れますので、それをしっかりと丁寧に、それから迅速に、区内の事業所の方々にしっかりと届ける、正

しい情報を届けるというのが我々に与えられた使命だと思っております。 

 繰り返しになってしまうかもしれませんが、一律に一保険者のほうで給料をアップするといった対策

というのはなかなか難しい面がありますが、それによらずに、ではどういうことができるかというとこ

ろをこれからもしっかりと追求をしていきたいと思っております。 

○藤原委員  もしもの話で申し訳ないのですけれども、品川介護福祉専門学校に総理大臣が視察に来

たらぜひ言ってもらいたいことがあるのです。こうやって今介護人材の確保が大事だと言っているので

すよね。それで、一生懸命実務経験をして、その後介護福祉士になろうという方が来てくださっている

わけです。ただ申請するだけではないですね。きちんと勉強して受験するわけです。 

 しかし、受験料は幾らですか。どんどん上がって、今約１万８,３００円です。１万８,３００円と

言ったらヘルパーの方の２日分の給料です。これはどう考えてもおかしいと思うのです。受験して資格

を取って、もっと福祉のための誇りを持ってプロになっていこうと思う人の受験料が１万８,３００円

も取られるのです。私はただでもいいと思っている。なぜならしっかり勉強して受験してくるのだから。

いろいろ保険者によってというのは分かるのですけれども、この辺の手当というのは区で少し考えてあ

げてもいいと思うのです。いかがでしょうか。 

○宮尾高齢者福祉課長  介護福祉士の試験につきましては国家試験ということになりまして、一義的

には国が実施をしているものでございます。委員おっしゃるとおり、受験費用は今年度若干値上がりを

いたしまして、１万８,３８０円ということで捉えております。 

 そちらの受験費用に対する支援をというところでございますけれども、介護福祉士の国家試験を受け

るまでには幾つかのルートがございます。１つは品川区で言う介護学校を卒業すること。それからもう

一つ、例えば実際にもう介護現場で働いていらっしゃる方が、実務経験を積んだ上で試験を受ける。こ

のようなルートもあったりいたします。品川区は介護学校について申しますと、既にもう修学資金貸付

制度というものを実施しております。実質的に３年間区内にお勤めをいただければ、修学資金の全額返

済が免除されるという制度でございます。それから、例えば実務経験というところで申しますと、研修

費用の助成といった面でも区は支援をさせていただいているところでございますので、そういったもの

をこれからもしっかりと周知をしていってまいりたいと思っているところでございます。 

○藤原委員  最後に、岸田総理大臣がこのように言ってくださった。私もこの言葉を信じて見守って

いきますので、課長も本当にこのようになるか一緒に見守り、そして思っていただいて、介護士たちが

少しでもお給料が上がるように思っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○渡部委員長  次に、安藤委員。 
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〇安藤委員  ２６８ページ、生活保護費について伺います。 

 まず、先ほどの質疑などでも、生活保護受給世帯数がコロナで増えていると答弁がありましたけれど

も、コロナ前と直近で、新規申請数や、あと世帯数の推移について改めて伺いたいと思います。お願い

します。 

○櫻木生活福祉課長  コロナ禍における受給世帯数でございます。コロナ前の令和元年度につきまし

ては、平均世帯数としては４,６４７世帯、令和２年度の平均世帯数は４,５４７世帯で、直近の令和３

年８月の世帯数としては４,４７６世帯ということで、月によって増減はありますが、全体としては世

帯数としては減少しているという状況でございます。 

〇安藤委員  あと、新規申請数については増えているということだったと思うのですが、それについ

て後で教えてください。 

 コロナは特に非正規の方ですとか、ひとり親家庭や女性の方など、社会的に弱い立場の方に特に深刻

な影響を与えていると思うのですけれども、若年層や女性の自殺も増えているということで、生活保護

制度を必要な方が安心して利用できるようにすべきであり、そのための制度の周知の改善が必要だと思

います。 

 現在の区の周知の問題点なのですが、まず制度の内容が分からないと。２点目として、相談者に対す

るいつでも気軽に相談してくださいという姿勢が欠けていると。この２点があると思います。 

 それは例えば生活保護のしおりにも表れています。しおりをｉＰａｄで示したいのですけれども、ま

ず先進例として、小田原市のものなのですが、まず表紙にこの非常に温かみがある。イラストも入って

います。「わからないことや、相談のある方はお気軽にお声かけください」と書いています。２ページ

とかにいきますと、「プライベートな部分もあるため、できる範囲の話で構いませんので、気軽に相談

してください。相談の中で、生活保護の制度について詳しく説明を聞き、生活保護の利用が必要な場合

には申請をしてください」と大変やさしい記述です。また「来所だけでなく、電話での相談もできま

す」と明記しています。 

 次に南魚沼市。これも先進例ですけれども、表紙、これも似たようなイメージですが、非常に温かみ

があると。具体的な困窮ケースも示しながら「ご相談ください」と明記しています。裏表紙に夜間休日

の緊急連絡先も記載されております。 

 また市のホームページにこういう記述があるのです。「生活保護の申請や相談をためらっている人へ。

健康で文化的な最低限度の生活を送るのは国民の権利です。それを実現するための方法の１つが生活保

護制度であり、生活保護の申請は国民の権利です。生活保護を必要とする可能性はどなたにでもあるも

のです。もちろん恥ずかしことでも悪いことでもありませんので、ためらわずにご相談ください」と明

記しています。ホームページから申請書のダウンロードもできます。 

 この制度の内容についても、この２つの市のしおりには、最低生活費と世帯収入の差額が払われるこ

との図を使った説明ですとか、あるいはＮＨＫの受信料の減免が受けられる旨、あるいは就業収入の申

告を行えば、一定金額が手元に残ること。家を所有している場合はどうなるのか。受けられるというこ

とが書いてありますね。ＤＶなど特別な事情がある場合の扶養照会の見合わせなど、具体的に書いて

あって、しかもそれがホームページにも掲載されているのです。つまり、来所しなくても制度の中身が

分かるようになっています。 

 一方、品川区はどうかというところで、私は今まで疑問がなかったのですけれども、残念ながら比較

するとやはり遅れているなと。やはり先日吉田委員の質疑もありましたけれども、しおりの冒頭にいき
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なりまず禁止事項や罰則が並んでいます。一番右が表紙なのです。相談してくださいの一言もなく、制

度の内容もこれだけでは全く分からない内容になっています。しかも、区ホームページにもこういう不

十分なしおりではあると思うのですが、このしおりそのものもアップされておらず、制度の中身の記述

もホームページにほとんどありません。つまり、知りたかったら窓口に相談に来てという対応なのです

ね。これは相当困っている方が、まずいきなり窓口に行かなくてはいけないというのは相当ハードルが

高い現状になっています。 

 質問するのですけれども、先進自治体を参考に、「ためらわずに相談してください」、「生活保護は

国民の権利です」などの明記、また制度そのものの内容が分かるものにこのしおりを早急に改善して、

それを来所ぜずとも見られるようにホームページに掲載するよう求めますが、いかがでしょうか。 

 また、この利用を呼びかけるポスターなどを作成し掲示するということも有効だと思いますけれども、

併せていかがでしょうか。 

○櫻木生活福祉課長  生活保護制度の周知についてということでございます。 

 生活保護のしおりにつきましては、ここ数年、生活保護行政をめぐる状況は様々議論等重ねられてい

る状況でして、それを受けましてこちらのほうでもその状況を踏まえながら改訂の検討をしている状況

でございますので、そのような形で適時様々なご意見等を伺いながら改訂してまいりたいと思っており

ます。 

 それと、先ほど漏れました新規申請数でございますが、令和元年度が４２８件で、令和２年度

が４５７件という形で増えているという状況でございます。 

 あとは周知方法につきましては、生活保護の周知につきましては、困っている方が相談されるときに

どのような形が一番相談しやすいかということで、区民に身近な自治体として、相談窓口という形で

ハードルを下げるような形で周知を行ってまいりたいと考えています。 

〇安藤委員  ハードルを下げるという点では、ぜひ改訂してほしいということで、しおりの内容につ

いては検討中ということなので、先ほど言ったようなことも含めて、他区も先進例も参考にしながら改

善していただきたいということを重ねて申し上げたいのですが、ハードルを下げるという点では、さっ

き言ったように少なくとも現状不十分というとあれかもしれないので、今のものでもいいので、すぐ生

活保護の制度についてホームページからも見られるようにしたほうがいいと思います。それはすぐに

やっていただきたいのですけれども、いかがでしょうか。 

 もう一つ併せて、最後、ケースワーカーについて伺いたいのですが、職員の数は決算書に書いていま

すけれども、ケースワーカーの人数、あとそのうち有資格者の方の人数、あと正規職員と会計年度任用

職員の内訳。それと、先ほど１人が担当する平均世帯数が１００.２世帯ということだったのですが、

最も多く担当している方で最高何人を担当しているのか。その担当者の数を決める上で、会計年度任用

職員の方と正規職員の方とかで担当数に差をつけているのか、そういうことがあれば教えてください。 

○櫻木生活福祉課長  周知方法について、メディア特性等も踏まえながらどのような形で周知すれば

いいのか、考えてまいります。 

 それとケースワーカーにつきましては、令和２年度末の時点の数で申し上げますと、全体として５０

名で、うち正規職員が４５名、会計年度任用職員が５名という形になっております。うち最も多い世帯

数としては、１人当たりですと１２５世帯ということでございますが、こちらについては持っている担

当の状況によって、施設系が多かった場合は多少多くなったりとか、安定した高齢者世帯の場合は多少

持ちケースが多くなったりということがございます。 



－71－ 

 それと有資格者の割合、こちらは令和３年当初の数になりますが、３２名でおおむね７割程度という

状況でございます。 

○渡部委員長  次に、高橋伸明委員。 

○高橋（伸）委員  よろしくお願いします。２１９ページ、午前中もちょっと質疑があったと思うの

ですけれども、避難行動要支援者個別計画作成、２１９ページ、高齢者の熱中症予防対策事業、２３７

ページ、ヘルプカード作製・配布についてお尋ねしていきたいと思います。 

 まず最初に、２１９ページの避難行動要支援者個別計画作成についてお尋ねいたします。 

 これは対象者が要介護度１から５の認定を受けた高齢者で施設入所者以外の者、そして身体障害者手

帳所持者のうち肢体不自由者、聴覚障害者、視覚障害者の総合等級が１から３級に該当する者というこ

とです。これ、当初予算ですと９００万円となっていますが、決算は２１２万円ということで、昨年度

どういう取組みをしたのかということをまず最初にお聞きしたいと思います。 

○宮尾高齢者福祉課長  個別計画に関するお尋ねでございます。委員ご指摘のとおり、予算額に対し

て、ちょっと決算額に開きがあるというところでございます。一つには、コロナの対策等々の関係で、

当初は３,０００件を予定しておったのですが、結果として昨年度はケアマネージャーの方にご協力を

頂いて、７０７件の個別計画の原案を作らせていただいたところでございます。 

 それから、令和２年度の取組みというところでございますけれども、昨年度から防災課にも入ってい

ただいて、部内で災害対応検討の組織化をいたしまして、様々な角度から高齢者、障害者の方たちに対

する避難に対することもそこで議題として取り扱っているところでございます。 

○高橋（伸）委員  それで、名簿への登録を特に希望する者で避難誘導に支援が必要と区が判断する

者ということで、ご本人が登録を特に希望を持たれない方は、その名簿には当然載らないということで

私も理解していますけれども、そこで、関連している所管の連携という部分もあると思うのですけれど

も、町会・自治会も関わってきます。そうすると、特にお１人で暮らしている方に対して把握できてい

ない町会・自治会もあると思います。所管が違ったらすみません。そういう登録を希望されない方に対

してはやりようがないと思うのですが、どういう考えで区はこれから先も取り組んでいくのかというこ

とをお知らせいただきたいと思います。 

○宮尾高齢者福祉課長  個別計画を作成するにあたりまして、やはり視点として大切にしておきたい

と思っているのは、今委員ご指摘のとおり、既に品川区では町会・自治会がこういった取組みをずっと

前からやっていただいているところでございます。そこと、我々とすれば後発となるわけでございます

ので、そういったこれまでの町会・自治会の取組み内容をお互いに尊重しながら進めていくことが、ま

ず視点として大事かなと思っています。 

 今年度、実際に町会・自治会のそういった防災面に対する取組みと、あるいは我々の福祉の関係者、

具体的にはケアマネジャーになるのですが、ケアマネジャーと実際に意見交換をする場を設けたい、実

際に設ける予定で今考えています。その中で、例えば我々福祉サイドから把握できる方、主に介護保険

制度のご利用者様になると思うのですが、そういった方々と、あとは町会・自治会のほうでつかんでい

らっしゃる情報、そこがどのくらい重なるのか重ならないのか。あるいはどちらにも重なってこない方

がいるのかいないのか。どのぐらいいらっしゃるのか。こういったことも今後考えていく必要があると

思っているところでございます。 

○高橋（伸）委員  よく分かりました。ぜひよろしくお願いいたします。 

 続きまして、同じページなのですけれども、高齢者の熱中症予防対策事業についてお伺いします。 
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 これは予防への個別の支援ということで、熱中症予防の対策を講じることが困難な高齢者の方に、給

水等を必要に応じて提供をしているということで、これは夏季期間というのは、昨日も一昨日も暑い日

が続いて、これも熱中症になるのかと思ったのですけれども、夏季というのは、今期に限って言うと令

和３年度はもうこの予防事業は終了しているということですか。 

○宮尾高齢者福祉課長  一義的には夏季ということで、もちろん熱中症が起きやすい時期ということ

で夏季と明記をさせていただいておりますけれども、人によってもそうですし、年によってもそうです

し、一概にいつからいつまでというふうに厳密に区切ってしまうというのは、もちろんある程度の目安

として、例えば７月、８月、９月が中心になってくるということはあるのですが、現実のように年に

よっても違いますし、人によっても感じ方は違いますので、その辺は少し柔軟に対応させていただいて

いるところでございます。 

○高橋（伸）委員  どうもありがとうございます。分かりました。 

 それと、冷却マットとか扇風機を貸し出しもしていますよということなのですけれども、令和２年度

はそういう貸出というのは、大まかでいいのですけれども、数を教えていただければと思います。 

○宮尾高齢者福祉課長  ちょっと今具体的な詳しい台数というところはあれのですけれども、必要に

応じて在宅介護支援センターと、あと高齢者福祉課にも数台貸出用というのを備えてございます。例え

ばケアマネージャーが定期訪問に行かれたときに、ちょっと気になる方がいらしたときに、緊急的にそ

ういったところで実際にお貸出しは今年も去年もしているところでございます。 

○高橋（伸）委員  ぜひ継続的にやっていただきたいと思います。よろしくお願いします。ありがと

うございました。 

 ２３７ページ、ヘルプカード作製・配布についてお尋ねします。ヘルプマークは外見からは分からな

くても、援助とか配慮を必要としている人のために作られているマークだと私も認識しております。そ

こで２点質問をさせていただきます。 

 東京都のものがあって、品川区が独自のものを作りました。私も見ましたけれども、緊急連絡先等が

入るような見やすくてとてもいいヘルプカードだと思っています。そこで幾つか地域の方からも意見を

頂いたのですけれども、配布場所が障害者福祉課、品川保健センター、大井保健センター、荏原保健セ

ンター、支え愛・ほっとステーションほかと書いてあるのですけれども、いろいろと啓発はやっていた

だいていると思うのですけれども、ほかがどこかということと、もう少し啓発の場所もいろいろとやら

れたほうがいいのかなと思うことが１点です。今のこれが２点です。 

 あともう一点が、品川区障害者差別解消法職員ハンドブックの中にもヘルプカードがあります。これ

も関連して、これは恐らく全庁的にやっていると思うのですけれども、職員に対してどの程度定期的に

そういう研修、また別の所管になるともしかしたら認識されていない方もいると思うので、それを確認

のためにお尋ねしたいと思います。 

○松山障害者福祉課長  まず私から、ヘルプカードについてお答え申し上げます。 

 配布場所につきましては、先ほど委員ご指摘の保健センター、支え愛・ほっとステーションのほかは、

区内の障害者の相談支援事業所が１８か所ありまして、合計で３５か所で配布しているところでござい

ます。今後、配布場所を広く多くして配布していきたいと思っております。 

○築山障害者施策推進担当課長  職員への研修につきまして、毎年新入職員に実施しているほか、意

識調査ということで、全職員に対しても毎年実施をしているところでございます。 

○渡部委員長  次に、塚本委員。 
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○塚本委員  私は、２３７ページ、障害児者福祉施設管理経費、これはインクルーシブひろばベルに

ついてお伺いいたします。それから２４７ページ、子どもすこやか医療費助成事業、ここについては高

校生等入院医療費助成について伺います。あともう一点、認知症高齢者支援事業、これについてはコロ

ナ禍において、今どのような状況になっているのかということでの確認的な質問をさせていただきたい

と思います。 

 はじめに、インクルーシブひろばベルについてですけれども、この令和２年度においては施設の整備

ということで予算が計上されておりまして、本格的にオープンしたのは今年７月でしたか。戸越六丁目

に開設をされたということで、開設後まだ間もない施設ではございますけれども、なぜこのような施設

を設置しようと区として決断するに至ったのか。この施設の目的と特徴についてお聞かせいただきたい

と思います。 

 それから併せて、現在の利用者の登録者数と、日々の利用状況になどについても分かれば教えていた

だきたいと思います。 

○松山障害者福祉課長  私から、インクルーシブひろばベルの、まず目的をお伝えします。 

 医療的ケアが必要な障害児と保護者の方の仲間づくり、子育てに関する情報交換、それから相談です

ね。そしてもう一つ大きな目的が、インクルーシブに地域の子どもたちと交流する場というところで、

医療的ケアが必要な障害のあるお子さんとその保護者の地域での暮らしを支援するという大きな目的が

ございます。 

 次に特徴ですけれども、障害のあるなしにかかわらず一緒に遊べる場であることと、あと医療的ケア

児コーディネーターをそちらに配置していることが特徴となっております。 

 現在の実績ですけれども、本年８月で利用登録者数は３９人となっております。日々の利用状況はオ

ンラインでの相談もあり、緊急事態宣言下でもあり、非常にばらつきがある状況になっております。 

○塚本委員  全国的にも珍しい施設というようなことで評価をされているかと思います。この医療的

ケア児のご家族というのは孤立をしがちだということで、世間からはなかなか理解されない部分がいろ

いろあると。当事者でなければ分からない部分というのはやはりこの交流する中で、地域の人とか健常

者の方がどういった方たちなのかという理解が深まるというところが、すごく有意義な価値のある施設

なのかと思います。まだ始まって間もないですし、コロナ禍でなかなか思うように当初予定していたよ

うな活動ができないというような課題もいろいろあるかとは思いますけれども、期待が大きい施設だと

思いますので、しっかりと今後もご支援をお願いしたいと思います。 

 続いて、子どもすこやか医療費助成事業のところで、高校生等入院医療費助成は令和２年度予算で

は２５０件で８００万円余ということで組まれておりました。今回決算の結果では、４７件、３００万

円余ということで、予算額と決算額の間に乖離が少しあるかなと思います。ここについてなぜかという

ことをお伺いしたいと思います。 

〇伊東子育て応援課長  予算のほうは、先ほど委員がご指摘のとおり２５０件ということで組んでい

たところがございます。これはそもそもこれを導入する際に、他区の状況ですとか様々なところを見ま

してそういう設定にしたところでございますけれども、現実的には平成３１年度が２１件で、令和２年

度が４７件という実績でございます。予算のほうが少しオーバーだったかなとは思っているところでご

ざいます。 

 なぜ乖離があるのかというところですけれども、制度がスタートして間もないということもあるかと

は思いますが、ＰＲに関しては制度開始のときに様々な形でＰＲしたところでございますので、行き届
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いているのかなとは思いますが、令和２年度に関してはコロナ禍の関係もあって、入院自粛というのは

ちょっとなかなか考えにくいところではございますけれども、多少そういうコロナ禍の関係も影響して

いるのかなと思っているところです。 

○塚本委員  なかなかどれだけ予算として組めば適切かというのは難しいのかなというのは私も思い

ますけれども、ただこれは申請ベースの下で対象者が漏れるという可能性、気がつかないとかついつい

みたいなのもあるかもしれませんが、こういう場合もあるのではないかと思います。高額療養費などと

比べるのは、向こうは全国の仕組みですからあれですけれども、高額な医療費を超えてくれば必ず病院

のほうからそういう案内があるので、そういったような、せめて品川区内の病院においてはこの制度に

ついてしっかり周知等はなされているのかどうか。もしそういったことがまだ不十分なところがあると

いうのであれば、今後しっかりと取り組んでいただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。 

〇伊東子育て応援課長  周知のところでございますけれども、病院のほうに関しましては、制度開始

のときにチラシの配布とかで制度が新しくできたという周知はしているところです。ただ、一方的に

送って情報提供しているだけというところはございますので、今後何かの機会を捉えまして、病院から

も一言アドバイスしていただけるようなことをお願いしようかなと思っているところです。 

○塚本委員  よろしくお願いしたいと思います。 

 最後に、認知症高齢者支援事業というところで、昨年の決算特別委員会の総括質疑でも少しこれを取

り上げたのですけれども、コロナ禍の中でいろいろ日常生活が制限されると、認知症の方々というのは

症状が進む懸念があると。そういう中で、今、それから１年経ちましたけれども、この認知症高齢者支

援事業等につきまして、今、実施状況というのはどのような状況になっているのか、現状を確認させて

いただきたいと思います。 

○宮尾高齢者福祉課長  認知症対策に関する現状というところでございますが、認知症の事業は委員

ご指摘のようにやはり対面によるもの、人が集まるもの、その代表的なものとしては認知症カフェです

とか、あるいは先ほども答弁させていただきましたが認知症サポーター養成講座、こういったものはや

はり対面でこそ効果を発揮するという性格のものが多うございます。ただ、そうは申しましても一部で、

例えば講演会につきましてはオンライン形式でやるですか、サポーター養成講座につきましてもオンラ

イン形式を取り入れるなどして、一部ではございますけれども、いろいろなやり方で模索をしていると

いうところでございます。いずれにしましても、そういったハイブリッドと申しますでしょうか、組み

合わせをしていきながら、しっかりと目的の達成のために推進をしていきたいと思っております。 

○塚本委員  分かりました。一応ワクチン接種が今かなり進んできている。高齢者福祉部門でどこま

でそこら辺を掌握しているか分からないのですけれども、品川区全体の高齢者の接種などでは９割を超

えてきているというところで、こういったことの進捗が、認知症の方はなかなか本人の意思が確認でき

ないというような課題はあると思うのですけれども、一方で家族の了解を得れば打てるというようなこ

ともあるので、そういったことも含めて、今後のこの事業の再開についての見解を最後に一言お願いし

ます。 

○宮尾高齢者福祉課長  高齢者の方々は確かにワクチン接種も一番最初に始めさせていただいたとい

うところもありますので、かなり早く進んでいると認識をしております。実際に、感染状況等もしっか

りと見据えつつ、できるものをできる形でしっかりと進めていきたいと思っております。 

○渡部委員長  次に、石田秀男委員。 

○石田（秀）委員  私は、２５３ページ、保育園運営費からお伺いしたいと思います。 
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 現在待機児童も実質ゼロという状況になってきたと思っております。それで保育園も新設というのは、

この辺で待機児童とか需要がありそうだというところを募集をかけてやっているというのが現状だと

思っております。２０２０年の出生数も８４万人だそうでありますが、２０２１年は７０万人台になる

とも言われていて、少子化が約１０年前倒しで進んでいるとも今言われております。 

 来年度からは総合実施計画もあるわけですけれども、私は保育園の中心的な機関を担っているのは、

やはり区立保育園だと思っておりますので、どうやってそれを建て替えていくのかとか、また児童セン

ター等とも併設している保育園等もあります。そういうところの併設の在り方というのもどのように考

えていくのかとか、あと、近接している施設などもあったりすると思っております。もちろん築年数が

違ったりするのもありますけれども、そういうことも踏まえてこれを一緒に何かやっていったほうがい

いのではないかとか、やはりこういうところをそろそろ考えて、もちろん今検討されているのだと思い

ますが、どこかでやはりこういう形でやっていく方針があるのだというようなビジョンぐらいは出して

いくべきではないかと思っているのですが、そこら辺の点をお聞きしたいと思います。 

 併せて、２４１ページの児童センターのところをお伺いしたいと思います。 

 品川区の児童センターはよくやれていると私は大変評価をしているわけでありますけれども、先日横

浜の児童センターというかそういう子育て支援施設みたいなところに行ってきました。そこへ行ったと

きになるほどと思ったのは、そこは乳幼児に特化した施設でありました。０－１歳、それから１－２歳、

きょうだいがいるときは１－２歳も来るわけだけれども、そこはもちろん授乳室があったり、はいはい

をしたときの対応、それからつかまり立ちができる状況だったらそれへの対応。そこはたまたまそうい

う乳幼児の０－１歳は畳だったのですけれども、それで１－２歳のところはしっかり遊ぶスペースが

あったりして、それがしっかり確保されているという施設でありました。 

 そこはよくよく聞くと、昼から開けるのだと言っていました。なぜかと聞いたら、午前中はやはり家

事をやったりしてどうしてもお昼、では午後一緒に出てこようかと。例えば小学生の大きい子とかが来

ても、それはまた別にそこでできるようにというので午後に特化して、それでお母さん同士も交流が持

てるような簡単なセミナーなどもやってくれたりしているので、お母さんたちも結構喜んでいるという

形でにぎわっていた。 

 ここで聞きたいのは、児童センターが今いろいろあるのはいいのだけれども、そういう特化したもの、

そこの人は２駅ぐらい電車に乗ってくるそうで、それはそこが特化しているということが分かっている

ので、そこへ子どもを連れていけば安心だという感じで行けると。今の品川区の児童センターで乳幼児

が１回行って、次にまたというのがなかなかできていないのではないのかなと思っている私がいます。 

 だから、例えば児童センターの全体の数は変えなくても、そういう特化したところを増やしてみる。

児童センターの半分でもいいのだけれども、３分の１でもいいのだけれども、そういうところを作って

いく。ここはこういうところに特化しているのだ、そういうところを私は作っていくべきではないかと

思っておりまして、併せてそれもお伺いできればと思います。 

○初貝保育教育運営担当課長  今、委員からご指摘いただきましたとおり、今後人口動向等々がどう

なるかというところと保育園に関係してまいると思います。ただ保育園のほうですが、なかなか園庭を

使って建替えというのは難しいというところもございますので、先々の建替えの計画をきっちり立てる

というのはなかなかハードルが高いところではありますが、ただ、委員からご指摘のとおり、今後併設

施設の在り方の中でどういった併設をすると、例えば保育園側から言うとどういう利点があるかとか、

そういったところを所管でも確認をしながら、あとは近接の施設の辺りも一所管ではなかなか分かりま
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せんけれども、考えていきたいと思います。今後長い目で見た保育需要のところも含めて、在り方等々

を検討すべきではないかというのは考えているところではございます。 

○廣田子ども育成課長  委員ご指摘のとおり建物が老朽化をしてまいりまして、築４０年以上、

築５０年以上というところが出てきておりますので、今後の再編、どのように使っていくのが区民に

とってよいのかを考えていかなければいけない時期に来ているところは強く認識しているところです。 

 児童センターができた頃に比べて、年少人口とか乳幼児親子の在り方というようなニーズも変わって

おります。また、多様化とか孤立化が起こっておりまして、生きづらさを抱える若者も増えているとい

うところで、区有施設、特に児童の部門の施設を新たなニーズに向けてどうしていくかというところを

考えていかなければいけないと思っておりますので、今年度中にある程度調査とか検証を進めながら、

また今後広くいろいろなご意見を聞きながら、新たな展開に進めていくことを考えようとしているとこ

ろです。今現在、ファミーユ西品川に子ども未来部の分室を作ったり、今後児童相談所もできてまいり

ますので、またそれとも併せまして、タイミングについては今後考えていきたいと思っているところで

ございます。 

○石田（秀）委員  今の児童センターのほうなのですけれども、どうしてこのようなことを聞いたか

というと、一本橋保育園が今度建替えをやるという話で、どのようにするのかなと思っていたら、前と

ほとんど同じ感じでいきますよというようなお話だったのです。だから、そこはもうそういう決定をし

たのであればそれはそれでよいのだけれども、やはりせっかくこれも併設、それでなおかつ同じように

いく。それはそういう判断をするのであれば、今検討していくというときに、ここに特化したのだみた

いなものがあってほしかったなとすごく思った私がいたので、このような質問をしました。そういう意

味では、これからそういう場面も出てくると思うので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

 それから、保育園は私立保育園もこれだけできてきているわけで、認可保育園もこれだけ増えてきた。

先ほど小規模保育事業の定員割れという話も出てきた。これはどこまで支援していくかというのもある

けれども、定員割れは必ず起こってくるのだろうし、例えば小規模保育事業、それから認証保育所も含

めてだけれども、これからどういうニーズがあるかというのも必ず出てくる話であって、これは基本的

には認可保育園をやっていくのだろうと思っている。 

 もう一点は、では区立保育園はあれだけ園庭がある。ほかの私立保育園はない部分もあったりする。

けれども、あれだけの園庭を持っているところであるならば、違った転用もできる敷地もあるわけだか

ら、そこら辺のニーズも踏まえて、敷地的に違った転用を考えていく。そういうことも踏まえてやはり

検討したほうがいいのではないかと思っていますので、ぜひそれはよろしくお願いしたい。答弁があれ

ば、後で伺います。 

 もう一個、２５９ページの区立幼稚園ですけれども、これはもう何度も私は言っているのだけれども、

これは３歳からの無償化もあって人数も減少してきているのかなと思っています。把握しているのは

約５３０名ぐらいに減少してきているのだろうと。しかし、区立幼稚園というのはいろいろなタイプが

あるので、一概に同じようには言えないと思っているのだけれども、例えば今小学校と一緒になって

やっているところが幾つかあります。 

 それは例えば台場幼稚園などは、当初１５クラスで改築しました。それで、当時は小学校も８クラス

とか９クラスぐらいあったから、１５クラスという形があったのだけれども、今は１２クラスになった。

幼稚園に４教室、待機児童があるから、隣はこども園にして、学校の中に一緒に４教室貸してやってい

る。予備があるから、１６教室使っている。そういうところもあるし、城南小学校もいっぱいだと思っ
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ている。 

 例えばこういうところがあると、教育委員会から言えるかといったら、なかなか言える話ではないの

かなと思うし、例えばこれがもし公立幼稚園というのを閉園していくという話になれば、地元からも多

分いろいろな話が出てくるのだと思う。けれども、やはりそれはどこかで判断しなくてはいけないとき

が来るのだろうと思っていて、そこら辺もぜひ頭の中に入れて、そういうところからだったら始められ

ると私は思っているので、そこら辺の点も考えて答弁をお願いします。 

〇立木保育課長  まず保育園の建替えの部分でございますけれども、やはりここは施設敷地の有効活

用等、それからあと数の供給のところを検討しながら、今後どのような形で建替えを進めていくのか、

数の供給をどのようにしていくのか、そこら辺を総合的に在り方という形で検討していく必要があると

考えております。 

 あと、区立幼稚園のほうでございますが、委員ご指摘のとおり、令和３年度５３０名程度、４月の段

階では５２７名ということで、毎年在園児数は少しずつ減っているという状況でございます。 

 そうした中、その施設の今後の在り方につきましては、委員ご指摘のとおり単独の幼稚園、それから

幼保一体施設の幼稚園等々ございます。そうしたいろいろな形態がある中で、今後どのような形が必要

になってくるのか。区は他に先駆けまして幼保一体施設を平成１４年から始めております。国のほうも

認定こども園というのを進めている中で、そういったところを視野に入れながら、今後区立幼稚園の在

り方というものを打ち出していきたいと考えてございます。 

○石田（秀）委員  ありがとうございました。ぜひよろしくお願いします。 

 最後に２１９ページ、あまりに認知症高齢者の話が多いので、少しだけ伺います。 

 認知症サポーターを私も持っておりますけれども、それを受けたときから、実際に認知症の方に会っ

たというのは、まちで会ったのは１回ぐらいです。その方も知っている方だったから、ではご自宅まで

送りましょうといって送ったけれども、その程度です。 

 けれども、現実にそれを対応するようになると結構大変です。これはもう本当に大変で、ではそこに

は例えば医者が入ったり、ケアマネージャーが入ったり、ヘルパーが入ったり、それからもちろんデイ

サービスにも行っていたりして、それはヘルパーの数も増やしたり日にちを増やしたり、いろいろなこ

とをやるのだけれども、最後に思うときはどうしたらよいのだろうと。医者は、例えばもうお一人では

生活はできないですよと。老老介護でも無理ですという話になる。これはもうこのままではあれだから、

ショートステイに少し長く入れたらどうですかと。ある人にしたら、ショートステイに入れるともっと

認知症が進んでしまうのではないですかと言う人もいる。 

 こういうときに現実に何をしたらいいのかというのは、それはもうどこかで家族が判断しなくてはい

けないのだろうけれども、それは結構難しいです。こういうときは、区もそれほど寄り添えないと思う。

けれども、その辺は家族も信じていくというような、何かそういうメッセージがあったほうがありがた

い。そこら辺を教えてください。 

○宮尾高齢者福祉課長  やはり認知症の進行の具合、度合いによって、例えばある程度症状が進んだ

方に対してサポーターの方がというのは、なかなかそれはちょっと難しいのかなと。そういうときは、

適切に介護保険サービス等にご案内するなどして対応してまいりたいと思います。 

○渡部委員長  以上で、本日予定の審査はすべ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。 

 本日はこれをもちまして閉会いたします。 
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○午後５時３０分閉会 

                                              

委 員 長  渡 部  茂  

 


