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１．議会報告会 開催の経緯等

【１】開催の経緯等 

品川区議会では、平成 27 年 6 月から「区民に開かれた議会」「議会の活性化」を目指

して、議会改革検討会を設置し検討を進めてきました。その取組みの一つとして、平成28

年5月31日に第１回議会報告会を開催したところ１４０名を超える参加をいただいた中

で参加した区民の皆様から継続して開催してほしいとの要望を多数いただき、区民の議会

に対する関心の高さが窺えたことから、今年度、第２回議会報告会を開催することといた

しました。 

◇ 分科会・実行委員会の実施実績注１

平成２８年 ６月 ２日  第１３回住民参加分科会 

平成２８年 ６月２１日  第１４回住民参加分科会 

平成２８年 ７月２８日  第１５回住民参加分科会 

平成２８年 ８月２５日  第１６回住民参加分科会 

平成２８年 ９月１４日  第１７回住民参加分科会 

平成２８年 ９月２８日  第１８回住民参加分科会 

平成２８年１０月１８日  第１９回住民参加分科会 

平成２９年 １月１８日  第２１回住民参加分科会 

平成２９年 ２月１７日  第 １回議会報告会実行委員会注２

平成２９年 ３月２１日  第 ２回議会報告会実行委員会 

平成２９年 ４月 ６日  第 ３回議会報告会実行委員会 

平成２９年 ４月２４日  第 ４回議会報告会実行委員会 

平成２９年 ４月２８日  リハーサル（全体打ち合わせ） 

平成２９年 ５月 ８日  第 ５回議会報告会実行委員会 

注１）議会報告会を議題とした回のみ掲載 

注２）２月より議会報告会実行委員会を新たに立ち上げ 

【２】開催の趣旨（目的） 

 「議会報告会実行委員会」では「議会報告会の実施について」において、開催の趣旨(目

的)を以下のとおり位置づけ、議会改革検討会および議会運営委員会にて確認されました。 

 『区民により身近な区議会であることを目指し、区議会のことを知っていただくため、 

議会活動の状況等を区民にお知らせするとともに、広く区民の意見を聴く機会とする。 

双方向の対話から政策の充実を図り、活力ある区政の発展につなげる。』 
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【３】開催に向けた役割分担等（平成２９年５月１３日現在） 

議会報告会は、｢全議員の参加｣を前提として、事前の準備および当日の担当を、    

以下のように割り振りました。 

◇ 事前の準備 

ポスター等作成班  ３ ◎高橋 しんじ（無） 

○石田 秀男（自） 

新妻 さえ子（公） 

備品等準備班 

（質問・ｱﾝｹｰﾄ 

用紙名札ほか） 

 ６ ◎石田 ちひろ（共） 

○新妻 さえ子（公） 

横山 由香理（自） 

あくつ 広王（公） 

いながわ 貴之（民） 

筒井 ようすけ（維）★ 

  ◇ 当日の担当 

司会係  ２ ◎南 恵子（共） 

○新妻 さえ子（公） 

進行係  ◎たけうち 忍（公） 

○石田 秀男（自） 

高橋 しんじ（無） 

つる 伸一郎（公） 

運営係 １０ ◎つる 伸一郎（公） 

○高橋 伸明（自） 

 高橋 しんじ（無） 

鈴木 ひろ子（共） 

筒井 ようすけ（維）★ 

渡辺 裕一（自） 

飯沼 雅子（共） 

あべ 祐美子（民） 

吉田 ゆみこ（ネ） 

西本 貴子（無） 

会場設営係 

（登壇者８名、 

兼務者５名 

を含む） 

１６ ◎石田 秀男（自） 

○沢田 洋和（自） 

高橋 しんじ（無） 

大沢 真一（自） 

浅野 ひろゆき（公） 

本多 健信（自） 

松澤 利行（自） 

渡辺 裕一（自） 

渡部  茂（自） 

あくつ 広王（公） 

若林 ひろき（公） 

飯沼 雅子（共） 

あべ 祐美子（民） 

石田 しんご（民） 

吉田 ゆみこ（ネ） 

西本 貴子（無） 
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受付係  ７ ◎ 伊藤 昌宏（自） 鈴木 真澄（自） 

鈴木  博（自） 

塚本 よしひろ（公） 

中塚  亮（共） 

木村 けんご（民） 

須貝 行宏（維）★ 

案内係  ８ ◎松永 よしひろ（民） 

○石田 ちひろ（共） 

横山 由香理（自） 

こんの 孝子（公） 

安藤 たい作（共） 

のだて 稔史（共） 

筒井 ようすけ（維） 

田中 さやか（ネ） 

記録係  2 ◎藤原 正則（維） ○いながわ 貴之（民） 

注１）◎はリーダー，○はサブリーダー、左枠内は議会報告会実行委員会のメンバー 

    ★は当日欠席いたしました 

注２）氏名横の（ ）は、会派等を示す 

自：品川区議会自民党・子ども未来  公：品川区議会公明党 

共：日本共産党品川区議団      民：民進党・無所属クラブ 

維：維新・無所属品川        ネ：品川･生活者ネットワーク 

無：会派に属さない議員 
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２．議会報告会 実施内容

【１】プログラム・内容 

 1４：５５ ≪第１部≫ 

      進行上のお願い 議会報告会実行委員 新妻 さえ子 

               ・ご参加のみなさまへのお願い 

開会あいさつ  議会報告会実行委員長 たけうち 忍 

      主催者あいさつ 品 川 区 議 会 議 長 大沢 真一 

               ・議会のしくみ 

               ・議会改革の取り組み 

      常任委員会報告 総務委員長 松澤 利行 

               ・災害復旧条例・災害復旧特別会計条例について 

              区民委員長 石田 しんご 

               ・都市型観光について 

              厚生委員長 渡部 茂 

               ・行政視察と所管事務調査について 

               ・今後の福祉施設の整備状況について 

               ・品川“くるみ”認知症ガイドについて 

              建設委員長 若林 ひろき 

               ・品川区廃棄物の処理および再利用に関する条例改正について

              文教委員長 あくつ 広王 

               ・平成２９年度の保育定員拡大について 

・私立保育園に対する開設後家賃補助および職員宿舎 

借り上げ支援事業の拡大について 

      予算特別委員会報告 予算特別委員長 本多 健信 

               ・平成２９年度予算について 

  1５：４５ 〔休憩；区議会紹介番組（１０分×2本）上映〕 

          『品川区議会の歴史』 

『委員会を知ろう！』 

  1６：１０ ≪第２部≫ 

      質問への回答（計９件） 

      意見交換会 

       ・３択クイズ 

 ・「身近な防災」について 

       ・議会、議員へのご意見 

       ・各テーブルの主な意見の発表 

発表者 鈴木ひろ子、飯沼雅子、吉田ゆみこ 

  1７：００  

閉会あいさつ 品川区議会副議長 浅野 ひろゆき 
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【２】当日配付物（受付で手渡し） 

 ①次第              ⑥委員会報告一覧（右半分はメモ用紙） 

  ②質問用紙            ⑦委員会報告レジュメ 

  ③アンケート用紙         ⑧アルファ化米 

  ④ご参加のみなさまへのお願い   ⑨我が家の防災ハンドブック 

⑤小冊子｢わたしたちと区議会｣   ⑩防災用品あっせんのご案内 

【３】当日参加者数 

  ６５人（受付における資料配付数より算出） 

【４】当日の進行 

 （１）司 会 進 行  議会報告会副委員長  南  恵子 

（２）進行上のお願い  議 会 報 告 会 委 員  新妻 さえ子

    ・配布資料等の確認と参加者へのお願い等について 

（３）開会あいさつ  議会報告会実行委員長  たけうち 忍 

   ・議会報告会実行委員会での議論の経緯と前回からの改善点等について 
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（４）主催者あいさつ  品 川 区 議 会 議 長  大沢 真一 

・議会改革の取り組み等について 

（５）常任委員会報告 

①総務委員会  委員長 松澤 利行 

・災害復旧基金条例、災害復旧特別会計条例について 
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②区民委員会  委員長 石田 しんご 

・都市型観光について

③厚生委員会  委員長 渡部 茂 

・所管事務調査と行政視察について 

・直近で開設の高齢者福祉施設について 

・認知症の取り組みについて 
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④建設委員会  委員長 若林 ひろき 

・品川区廃棄物の処理および再利用に関する条例改正について 

⑤文教委員会  委員長 あくつ 広王 

・平成２９年度の保育定員拡大について 

・私立保育園に対する開設後家賃補助および職員宿舎借り上げ支援事業の拡充について
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（６）予算特別委員会報告  委員長 本多 健信 

・平成２９年度予算について 

（７）質問への回答 

・各委員長から回答した（質疑内容は後に記載） 

（８）意見交換会 

 ●３択クイズ 

  Ｑ.１  地震発生。私は、南大井３丁目に住んでいます。 

鈴ヶ森小学校へ避難しました。受付で避難者カードを記入し、教室へ避難。 

      さて、どの教室へ行けばいいでしょうか？ 

         ①住所ごとに教室へ

②町会ごとに教室へ

③到着順に自由に好きな教室へ 

  Ａ.１  ②町会ごと教室へ 

  Ｑ.２ 地震発生。我が家にはペットがいます。犬の右近くんとネコの左近ちゃん。

ペットと一緒に避難所に行かなきゃ。さて…。 

①区内には、ペットと一緒に避難する人だけの専用避難所が１ヶ所ある。  

②原則として避難所にペットを連れていけます。 

③すべての避難所でペットは、連れていけません。 

  Ａ.２ ②原則として避難所にペットを連れていけます。 
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  Ｑ.３  区には、防災行政無線（135ヶ所）があります。毎日午後5時に機器の 

状況確認も兼ねて、曲が流れています。さて、その曲名は？ 

①ふるさと   「ウサギ追いし、かの山…」 

②夕焼け小焼け 「夕焼け小焼けで日が暮れて…」 

③品川音頭   「品川よいところ、その昔…」 

  Ａ.３ ②「夕焼け小焼け」 

●「身近な防災」について ／ 議会・議員へのご意見 

各テーブルに議員が２～3名ずつ座り、参加者から、ポストイット等に意見を記入

してもらうなど、活発な意見交換を実施した 
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●各テーブルの主な意見の発表 

複数のテーブルの主な意見について、鈴木ひろ子議員、飯沼雅子議員、吉田ゆみこ

議員より発表があった 

（９）閉会のあいさつ  品川区議会副議長  浅野 ひろゆき 

・閉会に際して、参加者へのお礼 

【５】質問への回答 ＜当日回答分＞ 

 （１）総務委員会 

  Ｑ：林試の森公園近くの都有地と公務員住宅の跡地に、保育園、高齢者施設、スポー 

ツ・文化施設の建設を検討してほしい。 

  Ａ：東京都は、当該跡地を公園とし、広域避難場所である林試の森公園と一体化する 

ことで避難所機能の拡大に繋げようとしている。 

一方、区としても５,０００㎡を購入したい旨を国に申し入れをしており、活用に 

ついては、行政需要を勘案し、幼稚園や高齢者施設など様々検討する予定である。 
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 （２）区民委員会 

  Ｑ：平成１８年に観光アクションプランが策定され、その後の改定が平成２７年とな

っているが、１０年かかった原因は何か？ 

  Ａ：品川区都市型観光アクションプランは、計画期間を平成１８年からの１０年間と

定めていたためである。また、平成 27年の計画期間満了に伴い、計画改定が行

われ、あらたな観光プランについても計画期間は１０年間となる。 

  Ｑ：観光客の目標人数はあるか？ 

  Ａ：品川区だけの目標数を設定することは困難であることから、東京都全体で目標数

を設定するのが現実的である。 

 （３）厚生委員会 

  Ｑ：国保料引き下げへの区民税の投入、特養待機者ゼロを目指す取り組みはどうなっ 

ているか？ 

  Ａ：国民健康保険制度については、制度維持に向け取り組むことが重要であると考え

ている。また、特別養護老人ホームについても、取り組むべき喫緊の課題である

が整備にあたり財政負担、建設地の確保のほか在宅介護の充実などを含め様々な

視点から複合的に検討する必要がある。 

Ｑ：社会教育推進のため生涯学習課を設置してほしい。 

  Ａ：文化スポーツ振興部に生涯学習係を設置しており、当該係においてシルバー大学

を含め生涯学習の促進を図っている。 

 （４）建設委員会 

   Ｑ：ごみ処理有料化について、一般家庭の負担はどのようになるのか、有料袋を購入

する花や雑草、木などは無料にしてほしい。 

  Ａ：家庭廃棄物については、通常、４５ ４袋分程度までは、料金は発生しないが、

１０ｋｇ超又臨時の廃棄物が生じた際は有料であり、実費徴収となる。なお、草

花や雑草、木についても、同様の取扱いである。 

 （５）文教委員会 

  Ｑ：区議会だよりに医療的ケアの必要な子どもの保育園や幼稚園の受け入れについて

質問している議員が何名もいたが品川区にも対象の子どもが住んでいるのか？ 

  Ａ：実数の把握は困難であるが、１０名から２０名ほど在住であると区から聞いてい

る。 

  Ｑ：小学校に比べて建て替えが必要な中学校が多いと聞いているが、今後の計画等が

あれば、教えてほしい。 

  Ａ：区では現状、特定の中学校について具体的に建て替えを計画してはないが就学人

口の動向、老朽化等を勘案し、適宜、改修などを行う考えである。 
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 （６）予算特別委員会 

  Ｑ：八潮地区のまちづくり検討の具体的な内容について。 

  Ａ：今後、課題整理のため会議体（勉強会）を立ち上げる予定であり、区としては、

その中で地域等の意見を聴きながら、ニーズなどを把握するとともに都内の他地

区における団地再生の実態調査等についても実施していく予定である。 

【６】その他の主なご質問および回答 ＜後日回答分＞ 

 （１）総務委員会 

Ｑ：事業実施によるＯＵＴＰＵＴ（結果）指標値とＯＵＴＣＯＭＥ（成果効果）指標 

値を示してほしい。 

Ｑ：総合実施計画と事業評価報告も示してほしい。 

  Ａ：総合実施計画は定期的に見直されており、平成２８年4月発行の第4次総合実施

計画には指標値が掲載されている。また、事業評価報告は事務事業評価報告とし

て、不定期だが発行している。

（２）建設委員会 

 Ｑ：福祉避難所の一覧やマップがあれば教えてほしい。 

  Ａ：品川区のホームページに掲載している品川区地域防災計画本篇１９９ページに記

載されている。マップについては、今後の検討となる。

Ｑ：コミュニテイ意識が薄らいでいる中、マンションや集合住宅などの居住者に対し 

て、どうのように防災意識の向上を働きかけていこうとしているのか？ 

  Ａ：今年度からマンション防災アドバイザーを無料で派遣し、講演や訓練のサポート

を実施するなど、防災意識の向上に取り組んでいく。 

（３）文教委員会 

Ｑ：保育士への家賃補助は児童福祉施設の従業員は対象になるのか？ 

  Ａ：現状、対象としていない。 

（４）予算特別委員会 

Ｑ：一般会計歳出で平成２9年度（平成２8年度と比して）の土木費が減って教育費 

が増えた理由は何か？ 

Ａ：土木費は、主に再開発事業費の減少によるためである。一方、教育費は、主に 

学校改築事業費が増加したためである。 
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【７】その他の主な質問・ご意見 

※議会として、考え方が一致していない等の理由により、回答は控えさせて頂きました。 

・高層マンションが建築されているが、学校・幼稚園・駅の混雑等、生活インフラに

限界が来ているのではないか。人口増加は良いことだが、この辺で人口抑制をした

方が良いのではないか。 

  ・都市型観光として重要な資源である戸越銀座商店街を２９号線によって消滅させて

はならない。反対すべきではないか。 

・安心して観光してもらうために羽田増便による低空飛行に反対すべきではないか。 

・木密地域の整備によって整地された場所にモニュメントを建てる等を含めて歴史の 

 継承してほしい。 

  ・校庭の人工芝生化はやめてほしい。火の使用など、いろいろなことが出来なくなる

ため。 

【８】意見交換会での主なご意見・ご要望等 

 （１）災害（地震）に関して、不安に思っていること。 

   ① 避難場所、避難方法について 

・場所がわからない 

・火災、倒壊などによって避難場所まで行けるかわからない 

・避難所に何を持っていけばよいかわからない 

・どの時点で避難をすれば良いのか 

・障害がある方の避難の仕方 

・エレベーターの停止による高齢者の避難 

② 災害発生による二次災害（倒壊、火災、水害）等について 

・木密地域の火災が不安 

・消火活動ができるか不安 

・下水道の破損によるトイレの問題 

・停電時の在宅医療機器に対する電気供給 

・品川区と近隣区との災害時の連携 

・津波災害の避難先が八潮であること 

 （２）災害（地震）に備えて、ご家庭、ご自分で準備、または、心がけていることは 

   ・携帯電話用の予備バッテリーを準備している 

・家族全員の水や食料を個別にリュックに準備している 

・防災訓練にすすんで参加している 

・家族でルールを決めている 

・家具転倒防止対策をしている 

 （３）これまでの話し合いを通じて、ご自分で、または、ご家庭で実行しようと思ったこと

・家族同士で災害に備えてルールをつくりたい 
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・防災用品を確認し充実させたい 

・家族間で連絡手段を確認したい 

・家族全員で避難訓練に参加したい 

・家族の居場所確認を徹底したい 

・区外在住の家族と防災について話し合う 

・防災備蓄品を家族全員で食べ、新たに補充するサイクルを通じて防災意識の向上  

に繋げたい。また、家族で必要なものについて話し合いをしたい 

（４）その他のご意見、ご要望

・行政情報がダイレクトに入るような仕組みづくりをしてほしい 

・一時避難場所の備蓄の充実をしてほしい 

【９】アンケート集計結果 

  ≪ 回収総数 ４６枚 ≫ 以下、かっこ内は実回答数 

 （１）お住まいの地域（４３） 

区内 品 川 地 区： １  大 崎 地 区： ２  大 井 地 区：１２ 

       八 潮 地 区： ３  荏 原 地 区：１２  地区未記入：１１ 

    区外 ２ 

 （２）性別（４０） 

男性：２２  女性：１８   

 （３）年代（４４） 

１０歳代： １  ２０歳代： ２  ３０歳代： ６  ４０歳代： ９   

５０歳代： ３  ６0歳代：１２  ７０歳代： ７  ８０歳代： ３   

（４）議会報告会参加のきっかけ（５９） 

議員の紹介：１６  区議会だより：１２  ふれあい掲示板ポスター：５ 

広報しながわ： ４  街中ポスター： ４  チラシ：０  知人：８ 

区議会ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ: １  その他：５（回覧など） 

（５）各委員会の報告について

  ①総務委員会（３８） 

 わかりやすかった：２６  わかりにくい：２  どちらでもない：１０ 

②区民委員会（３７） 

わかりやすかった：２６  わかりにくい：２  どちらでもない：１０ 

  ③厚生委員会（３９） 

わかりやすかった：２９  わかりにくい：１  どちらでもない： ９ 
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④建設委員会（３９） 

わかりやすかった：２８  わかりにくい：１  どちらでもない：１０ 

  ⑤文教委員会（３８） 

わかりやすかった：３１  わかりにくい：１  どちらでもない： ６ 

  ⑥予算特別委員会（３９） 

わかりやすかった：２８  わかりにくい：１  どちらでもない：１０ 

 （６）意見交換会について（３３） 

よかった：３０  悪かった：０  どちらでもない：３ 

 （７）開催日時の設定について 

  ①日にち（４０） 

参加しやすい：３５  参加しにくい：５ 

  ②時 間（３７） 

ちょうど良い：２６  長かった：１  短かった：１０ 

  ③要 望 

・意見交換の時間は短く、慌ただしい、もう少し長い方が良い 

   ・民間企業勤めの方が参加しやすいよう平日夜の開催を希望する 

   ・平日の１９：３０～２１：３０が良い 

   ・開催時間が中途半端、もっと長くても良い 

   ・若者を対象に開催してはどうか 

（８）報告会全体の評価について（３４） 

よかった：３１  悪かった：１  どちらでもない：２ 

 （９）自由意見欄 

・開催回数を増やしてほしい、半年に１回程の開催頻度にしてほしい 

   ・意見交換が駆け足であった 

   ・もっと区民が参加しやすいよう周知をしてほしい 

   ・若者を対象に開催してはどうか 

   ・意見交換の時間を長くしてはどうか 

   ・レジメがわかりにくいのでポイントを絞った資料の作成を 

   ・各委員会の内容を深く知りたいので、テーマをわかりやすくしてほしい 

   ・初参加で勉強になった 

   ・委員会、本会議の傍聴に行きます 

   ・その場で質問に答える仕組みがよい 

   ・保育室があって大変助かった 

   ・どの委員会もわかりやすく、区政の現状を理解できた。特に、文教委員会は役所  

    言葉の補足説明に加え、冒頭に議論の前提となる区政の現状が示されており、参

加者のことをよく考えていると感じた 
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３．開催の総括

【１】事前準備 

 （１）周知・広報 

・町会に加入していない方に対する周知方法を今後検討すべき 

    ・街場においてポスターを貼るスペースがなかったため開催の周知が十分に図れな

かった 

 （２）配付物準備 

・配付物準備担当の議員以外にも自主的に準備に参加し会派を越えて団結して作業

ができた 

【２】開催日当日 

 （１）会場設営 

・事前の綿密な打ち合わせの結果、当日はスムーズに設営を行うことができた

 （２）各委員会報告 

・資料は１冊にまとめるとともにページ番号や委員会名を記載し配布した方が     

よかった

    ・各委員長のプレゼン、資料作成とも好評でレベルアップした 

    ・事業内容にとどまらず委員会審議（質疑）の内容を報告すべき 

      ・全委員会の報告が必要かどうか、今後検討してはどうか 

    ・言葉が難しく区民には理解しにくいものもあったので補足説明などが必要 

    ・委員会報告をやめ意見交換のみにしてはどうか 

（３）意見交換 

・時間が短く消化不良だったのでもっと時間を取ってもよいのでは 

    ・テーマごとに時間指定がされていたが、時間配分は各テーブルに任せてほしい 

    ・クイズの内容、量ともに適切で、気持ちが和み、良い雰囲気の中で意見交換が行

えた 

    ・各テーブルの発表時間がもう少しあっても良いのでは 

【３】今後に向けて 

 当日、雨天にもかかわらず、議会報告会に参加していただきましてありがとうございし

た。今回は、前回のアンケート結果を踏まえ、委員長報告の際にパワーポイントで示した

ものを資料として配布するなどの見直しを行い、参加された皆様が理解しやすいよう工夫

いたしました。 

また、前回いただいた「区議会だよりの文字が小さい」などの声を反映し、「区議会だよ

り」をリニューアルいたしますので、この場を借りて報告いたします。なお今回、いただ

いた「身近な防災」に関するご意見につきましても、今後の政策立案などの参考とさせて

いただきます。

今後もより一層区民に身近な区議会を目指し、また多くの区民の皆様に関心を持ってい

ただけるように議会報告会の内容を工夫し継続的に実施して参ります。 



参 考 資 料 

【当日参加者への配付資料】

１ 議会報告会プログラム

２ 議会報告会ご参加のみなさまへ

～お願い～

３ 委員会報告項目一覧

４ 質問用紙

５ アンケート

６ 委員会報告用資料

【役員（全議員）への配付資料】

１ 会場図

２ 議会報告会進行表（避難経路図つき）

【議会報告会周知用ポスター・チラシ】
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