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2015.09.24 : 平成 27年予算審査特別委員会 本文 

◯河野清史委員  私から２点、質問させていただきます。 

 まず、個人番号カード交付事業について質問させていただきます。 

 もうかなり質問されておりますので、私は、1月 1日に発行される個人番号カードの前の、来月か

ら一斉に送付される通知カードについて質問いたしますが、個人番号カードは、区民の利便性が

高まるということで、すごく期待はしておりますけれども、まずはこの通知カードが確実に届くことが

大切だと思っております。 

 まず、通知カードは、江東区では何世帯に送られるか、お聞きしたいと思います。 

 

 

◯区民課長  江東区では、約 25万世帯に送付される予定でございます。 

 以上でございます。 

 

 

◯河野清史委員  25万世帯ということで数が多く、10月5日からということで言われておりますけ

れども、かなり日数をかけて送付されると思います。こちらは簡易書留ということで、どなたかが判

こを押さないと受け取れないと思うのですが、受け取れない場合、かなりの数が返ってくるのでは

ないかと予想されますけれども、本区として、大体どのぐらい戻ってくるのを見込んでいるのかをお

伺いします。 

 

 

◯区民課長  約５％、1万 2,500通が返戻されると予測しているところでございます。 

 以上でございます。 
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◯河野清史委員  1万 2,500通ということは、かなり人数的には多いかとは思いますけれども、こ

れらがきちんと一人一人の手元に届くようにしていかなければいけないと思います。区としては、こ

の戻ってきたものを、どのように対応して、お一人お一人に届けるのか、それを伺いたいと思いま

す。 

 

 

◯区民課長  河野委員のおっしゃいましたように、通知カードは転送不要の簡易書留で送付され

るものでございます。そのため、区民の方々の中には、仕事の多忙等の理由から郵便局にそもそ

も受け取りに行けずに保管期間を過ぎてしまい、返戻されてくる方も多いと予想しております。区

では、返戻された方々に対し、再度、簡易書留で郵送することで、確実に受け取れる方々をふやし

てまいります。 

 以上でございます。 

 

 

◯河野清史委員  よろしくお願いします。 

 それと、通知カードですけれども、これは住民票所在地に送付されるということで、本区には東日

本大震災で被災された避難者の方も多くいらっしゃいます。特に東雲住宅を中心に避難されてい

ますけれども、この方々の中には住民票をもともと福島県のほうの市町村に置いている方もいらっ

しゃいまして、通知カードが届かない、また個人番号がわからないケースもあるのではないかと危

惧しておりますが、本区としては、この方々にどのような対応を行い、またこれから行うのか、伺い

たいと思います。 

 

 

◯危機管理課長  御質問にありましたとおり、本区には、避難前の市町村に住民登録を残され

たまま避難されている方が多くいらっしゃいます。こうした方々が江東区で通知カードを受け取るた

めには、住民登録をされている市町村へ居住情報登録申請書という書類、要は、私は今、江東区

のここに住んでいるので、こちらに送ってくださいという申請書をもとの市町村に提出していただく

必要がございます。こうしたことから、避難者への対応といたしまして、まず東京都のほうは、都内

支援担当課が毎月２回、避難者宛てに情報等を周知するために送付しております定期便の中に、

先ほど申し上げました居住情報登録申請書も含め、今回のマイナンバー制度関連の書類を同封

いたしまして、8月 19日に送付をいたしてございます。 

 また、本区におきましても、同様の御案内文書を作成いたしまして、8月 24日に東雲住宅の全避

難者世帯へポスティングを行ったほか、東雲住宅以外の世帯へは郵送させていただきました。 

 今後の対応といたしましては、東京都が都内避難者のために設置しております生活全般の相談

窓口や、本区が東雲住宅内で開設しております相談窓口などに避難された方が訪れた際には、こ
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のマイナンバー制度、あるいは先ほどの申請書につきましても申請がされているかどうかを確認

するなど、訪問活動においても話題とし、確認をしていく中で、通知カードの取得に漏れがないよう

に努めてまいるところでございます。 

 以上でございます。 

 

 

◯河野清史委員  まず、通知カードが手元に届くことが大事だと思いますので、先ほどの戻りも

含めて、１人も漏れなく、しっかりとお手元に届いて、今後の利便性、活用に資するように取り組ん

でいただきたいと思っております。 

 続きまして、２点目、衛生費の中の予防接種事業について、質問させていただきます。 

 今回、インフルエンザワクチンが、今までの３価から４価に変更されるということで、予防の範囲

が広がると思います。インフルエンザは、これから流行の時期を迎えるのですけれども、予防の考

え方が広がることを願い、質問させていただきます。先日、平成 27年版の保健衛生事業概要をい

ただきました。その中で、死亡要因の中の肺炎が前年に比べて２割以上増加して、今回初めて

300人を超えたということですが、その原因と、また 75歳以上とそれ以下の方での傾向がありまし

たら伺いたいと思います。 

 

 

◯保健予防課長  肺炎の原因でございます。高齢者の死亡原因として肺炎がかなり高い率だと

いうことは自明の理なのですが、その原因といたしまして、肺炎の原因となるもの、例えばインフル

エンザに併発する肺炎や、誤嚥性の肺炎、肺炎球菌性の肺炎、あとはベースの御病気としてがん

や糖尿病があって免疫力が非常に落ちていることによる肺炎があるというように考えられています。 

 そういった肺炎の方の場合で、若い方ですと抗生物質などによる治療が、非常に効果が見られ

るところが、高齢者の場合にはなかなか治療への反応が悪くて、そのまま肺炎を原因として亡くな

られる方が多いというように考えられているのではないかと思っております。 

 それらの肺炎、特に成人の肺炎の 25％から 40％の原因とされる肺炎球菌性肺炎につきまして

は、御承知のように、昨年の 10月以降、予防接種法による予防接種の対象ということで位置づけ

られたところでございます。 

 

 

◯河野清史委員  東京都の福祉保健局のデータを見たのですが、都内でインフルエンザが昨年

流行したときに、本区は定点あたり患者数が 3.57人ということで、23区でも高いと思うのですけれ

ども、そちらの原因等がわかりましたら伺いたいと思います。 

 

 

◯保健予防課長  3.57人というのは、定点当たりのインフルエンザ患者の報告数なのですが、ま
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ず定点ということでございますけれども、これは感染症法に基づいて、全国的に感染症の患者が

どのぐらいの数、日本において発生しているかというものを調べるための方策で、おおむね都内で

すと人口３万人から４万人に１カ所の医療機関を指定して、前の週にある感染症に罹患した方を、

その翌週の月曜日に、先週はこういう病気の方が何人報告されましたということを保健所に毎週

報告していただいて、どんな感染症の患者がいるかということを確認するといった事業で、その医

療機関１カ所を定点といいまして、定点当たりの患者の報告数をあらわすものです。 

 ちなみに、江東区では、現在、小児科定点９定点、内科定点５定点、合わせて 14の医療機関か

ら毎週感染症の患者の報告をいただいているところでございます。 

 今、河野委員の御指摘がありました 3.57人は、昨年の 11月の第５週、例年ですとインフルエン

ザの患者の最も早い報告と言われているところの数ですが、昨年の特徴といたしまして、江東区

ではインフルエンザの患者の報告が東京都全体よりも少し早く始まったために、この 11月の５週

の段階では、東京都平均よりも少し高かったというように認識しています。 

 ちなみに、昨シーズン全体で見ますと、荒川区、葛飾区、江戸川区、世田谷区に次いで、江東区

は５番目でございまして、決して江東区が、インフルエンザの定点当たりの報告数が多かったとい

うことではございません。 

 

 

◯河野清史委員  江東区は、65歳以上の方が年々増加して、今、21％になったと思いますけれ

ども、インフルエンザの予防に関しては、重度化すると肺炎などになるおそれがあると聞きます。

毎年のことで、今も進められていると思いますけれども、かかりつけ医を持つよい機会だと思って

おります。特に今回、金額も変更になって、内容も変更になりますので、今、こうとう区報でインフ

ルエンザのお知らせを出していただいて、今後、通知等で情報提供されると思いますけれども、さ

らにこれを機会に、かかりつけ医と結びつけるという意味でも、情報提供をしっかりしていく必要が

あると考えますが、この点について伺いたいと思います。 

 

 

◯保健予防課長  高齢者の肺炎予防のこともありまして、かかりつけ医による情報提供でござい

ますが、現在、高齢者対象の予防接種は、高齢者のインフルエンザと高齢者の肺炎球菌の２種類

ございますが、いずれの予防接種も、江東区医師会との連携のもと、かかりつけ医の先生でぜひ

接種していただくようにということを毎年お願いしているところでございます。その理由といたしまし

て、毎年接種をすることが推奨されている高齢者のインフルエンザはもとより、特に昨年 10月に始

まりました高齢者の肺炎球菌ワクチンにつきましては、５年以内に予防接種を再度接種してしまっ

た場合には非常に副反応が強く出ると。一方で、５年程度は十分にワクチンの効果があるというこ

とから、別の先生のところに行くと、過去の接種記録がわからないという可能性もあるために、基

本的には必ずかかりつけ医の先生で受けていただくようにということをお勧めしているところです。 

 ちょうど来週、一斉通知し、対象の区民全員に届く予定ですが、かかりつけ医の先生による接種

の勧奨とともに、個別通知をして、予防接種率の向上に努めていきたいと考えております。 
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◯河野清史委員  よろしくお願いします。また、その中で、厚生労働省のほうでホームページに

載っていましたけれども、各地のキャラクターとコラボレーションしたポスターの製作なども行って

いるようです。目につくような広報周知も必要かと思いますけれども、最後に伺います。 

 

 

◯保健予防課長  今、厚生労働省で進めている全国一律のポスターは、マメゾウくんとアズキち

ゃんという、非常に緑色がさわやかなポスターでございまして、これを各自治体のキャラクターとセ

ットにして、イメージアップに努めるようにということも通知が来ているところでございますけれども、

これまで 23区中７区は、各区の、例えば荒川区であればあら坊と一緒のポスターにするなど、そう

いった取り組みをしているということは存じているところですが、これまで江東区では、そのための

ポスターをつくったことはございません。各医療機関に、高齢者インフルエンザ予防接種実施医療

機関という札は入り口に全部張らせていただいているところでございますが、こういったコラボレー

ションポスターの製作については、今後の検討課題とさせていただきたいと思います。 

 以上、よろしくお願いします。 

 

 

◯河野清史委員  高齢者の方も今後またふえてまいります。健康で長生きしていただくために、

今後とも予防できることに力を入れていただきたいと要望し、質問を終わります。 

 

2016.03.02 : 平成 28年予算審査特別委員会 本文 

◯河野清史委員  私からは２点、質問させていただきます。 

 まず１つが、生活安全対策について伺います。 

 今、危機管理課では、区民の防災対策意識を醸成するために、江東区生活安全ガイドブックを

作成し、区民に配布しております。この冊子の内容が本当に区民に届くことが大切だと思います。

本ガイドブックは２年に１回改訂されていると聞いておりますけれども、ことしは改訂の年ということ

で、主な修正点がどのような内容か伺います。 

 

 

◯危機管理課長  江東区生活安全ガイドブックについてのお尋ねでございます。 

 現在、編集作業中でございますが、前回との主な改正点といたしましては、今般、お年寄りを狙

う犯罪が非常に多くなってございます。振り込め詐欺を初めとする特殊詐欺等については、近年、

その手口がオレオレ詐欺、還付金詐欺など巧妙かつ多様化していることから、より具体的に記述

し、注意喚起を促す内容に修正することとしておりまして、現在、警視庁の対策本部に内容の添削

を依頼しているところでございます。 
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 そのほか、青少年の犯罪に関する記述につきまして、脱法ドラッグを、最近使われております危

険ドラッグという文言に修正するなど、生活安全全般に関する相談窓口についても新たに設置さ

れたものは記述する形での修正を考えてございます。 

 

 

◯河野清史委員  先ほど質問もございましたけれども、修正点の内容、特に高齢者に対する犯

罪はしっかりと対応していかなければいけないと思っています。オレオレ詐欺などの振り込め詐欺、

特殊詐欺は、いまだに後を絶ちません。いろいろな形で行われ、悔しい思いをしている方もいると

思います。 

 先ほど答弁の中では、近年の被害状況は、速報値で 65件、約２億円の被害があると発表があり

ました。こういう状況の中で、区としてもいろいろと対策、さらには啓発を行ってきていると思います

けれども、主な取り組みを伺います。 

 

 

◯危機管理課長  こうした詐欺被害の防止に関する取り組みといたしましては、最近ではマイナ

ンバー制度や臨時給付金を利用して職員の名前を語って不審な電話をかけるやからが多いこと

や、そういった事例があることから、こうとう安全安心メールで即時、内容の配信をしたり、区のホ

ームページでも注意喚起を行っていることのほか、啓発リーフレット等の配布につきましては、通

常の配布方法のほかに、昨年度より国保だよりに同封させていただきまして、なるべく高齢者の目

に触れるように工夫しているところでございます。 

 また、平成 27年度は東京都と連携して、65歳以上を対象として、電話の自動通話録音機を無償

貸与する取り組みを実施したところでございます。 

 以上でございます。 

 

 

◯河野清史委員  区の取り組みの中で自動通話録音機の貸与は警視庁とか東京都がやってお

りまして、発表があった中では、東京都で貸与した方には被害はなかったとの報告があり、有効な

防止策ではないかと思っております。今年度だけではなく、来年度も希望する方に貸与できるよう

にしていくべきと考えますが、本区の現状と今後の取り組みを伺います。 

 

 

◯危機管理課長  この自動通話録音機の貸与につきましては、区で昨年８月までに 200台を用

意いたしまして、当初は募集により抽選、その後は順次、先着順ということで貸与してまいりまして、

本年２月末現在で188台を貸与してございます。このほか、区内の３警察署との合計で、江東区民

宛てに 350台を貸与しているところでございます。 

 また、今後といたしましては、現在、東京都に対してさらなる追加配布を要望してございまして、
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内諾ではございますが、20台から 30台程度を追加でいただけることになっております。また区内

の警察におきましても同数を確保し、平成 28年度以降も継続して配布してまいりたいと考えてござ

います。 

 

 

◯河野清史委員  よろしくお願いします。また、いろいろな防止策をやっていますけれども、被害

に遭われた方もいると思います。被害に遭われたら警察に連絡いたしますが、相談したいという方

もおりまして、昨年７月から開始された番号 188、語呂で「嫌や泣き寝入り」の消費者ホットラインや、

警視庁総合相談センター＃9110など、わかりやすく示していくことも重要と考えますが、これらを含

めて、本区の対応を伺います。 

 

 

◯危機管理課長  残念ながら特殊詐欺の被害に遭ってしまった方につきましては、直ちに警察

署への通報、連携体制をとって対応するところでございますが、被害を未然に防がれたものの、先

ほども申し上げました区の職員を名乗る不審な電話を受けた場合などにつきましては、今、河野

委員がおっしゃいました 188、プラス御自身の郵便番号を入力していただくと、御自身の住宅から

一番近い消費者センターの電話番号が案内されます。また、＃9110につきましては、警視庁本部

の警察総合相談室につながることになってございますので、こうした電話番号、相談先につきまし

ても、今後配布するチラシ等々にはきめ細かく刷り込みながら、また不審な電話勧誘などの相談

につきましては、区の消費者センターにつなげるなど連携を図りながら対応を図ってまいりたいと

考えてございます。 

 

 

◯河野清史委員  さらなる被害防止対策をよろしくお願いいたします。 

 ２つ目ですが、防災対策、特に備蓄品について伺います。 

 本区は、昨年８月に中央防災倉庫、９月に豊洲シビックセンター内に備蓄物資の保管場所を整

備し、災害への備えを充実させてきました。特に食料品については、避難生活の際には欠かせな

いものです。 

 そこで、まず初めに備蓄食糧について、本区の備蓄計画を伺います。 

 

 

◯防災課長  本区の備蓄計画の御質問でございます。 

 本区といたしましては、都と区の役割分担に基づきまして、避難所生活者の約 15万 2,000人分、

これは平成 24年 4月に被害想定が見直されて拡大された部分でございますが、その人数分に対

応した１日３食分、それから帰宅困難者約 17万 9,000人分の１食、それから災害対応従事職員分
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約 5,000人の３日分、合計で約 68万食を備蓄してございます。 

 以上です。 

 

 

◯河野清史委員  備蓄食糧については長期保管となりますが、賞味期限があると思います。そ

の場合、本区の場合はどのように入れかえているのか伺います。 

 

 

◯防災課長  食糧の備蓄物資の入れかえの御質問でございます。 

 食糧につきましては、クラッカー、アルファ化米などの賞味期限が５年となってございます。本区

では、賞味期限の１年前に備蓄計画から外しまして、そこを補充していくことになっており、先ほど

御答弁しました約 68万食を備蓄している体制をとってございます。 

 以上です。 

 

 

◯河野清史委員  先日、新聞報道で食品の記事を読みまして、その中で、備蓄物資の廃棄の課

題について載っておりました。本区の場合は、先ほどの計画から外された物資については廃棄せ

ずに有効に活用されていると思いますが、現状を伺います。 

 

 

◯防災課長  廃棄しているものはございません。江東区の消防防災訓練の中、また自主防災組

織が行います訓練、その辺の参加者等への配布、それから区民まつり等で防災クイズなどの景

品、また今年度は茨城県常総市の災害がございました。その中で御協力できる状況がありました

ので、常総市のほうにアルファ化米と深川丼のもとを御提供したということもありまして、そういう形

で防災計画から外したものについては有効に活用していると考えてございます。 

 

 

◯河野清史委員  先ほど来も、東日本大震災から今月で５年経過いたします。当時、家庭で備

蓄した非常食も５年ということで賞味期限を迎える家も少なくないと思います。その中で、本区は保

健所もリーフレットを作成し、ローリングストックを勧めております。家庭での非常食を廃棄させな

いためにも、この考え方をさらに広く普及していくことは大切だと思います。 

 その中の取り組みとして、ごちそうと防災を足して、ごちぼうという取り組みを行っているところも

あります。ごちぼうとは、当たり前の無事、安穏に感謝して、非常食をみんなでごちそうにして食べ

ることで防災意識を高め、助け合いのきずなをつくるイベントのことです。 
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 このような取り組みなど、本区でも広く区民一人一人に備蓄物資等のローリングストックを周知し、

防災を考える機会をつくることは重要と考えますが、本区の見解と今後の取り組みを伺います。 

 

 

◯防災課長  まず備蓄物資等の区民への周知、それからその機会を捉えて区民一人一人にＰＲ

していくという御質問でございます。 

 まず備蓄物資等のＰＲにつきましては、区で行っています防災訓練、それから自主防災組織の

訓練なんかでもＰＲをしていただくように、パンフレットの配布も御協力しながら、今、河野委員のお

話ありました賞味期限が切れる前に食べて補充するというローリングストック方式についても推奨

して、ＰＲしているところでございます。 

 それから、区民一人一人にきめ細かいＰＲということでございますけれども、地域へＰＲする１つ

の手段としまして、区の防災課で行っております災害協力隊のリーダーの方々を対象にしましたリ

ーダー講習会をことしも１月に開催いたしました。 

 そこで、今回のテーマとしまして、保健所から健康指導課の栄養指導の方に当たっていて、先ほ

どもお話がありました保健所から出ているリーフレットをもとに、備蓄の大切さ、それから食の備え

の安心というところのお話をしていただいて、そこの中で備蓄物資のおいしい食べ方も実演でやっ

ていただきました。そういう形で災害協力隊のリーダーの方々に、地域に戻って、この辺のお話を

広めていっていただきたいということを講習会でもお話ししたところです。 

 そんな形で、これからも備蓄の大切さについてはいろいろな機会をとらえて対応していきたいと

思ってございます。 

 

 

◯河野清史委員  いろいろな機会を通じて、この取り組み方も含めて、防災意識向上に取り組ん

でいただきたいことを要望し、質問を終わります。 

 

2016.03.03 : 平成 28年予算審査特別委員会 本文 

◯河野清史委員  私からは、３点、質問させていただきます。 

 初めに、がん検診について伺います。 

 昨年 12月、国は、がん対策推進基本計画の進捗がおくれているため、がん対策加速化プランを

策定し、がん予防を初め、柱を立てて進めております。本区でも、受診率の低い胃がん、肺がんに

ついては、受診率向上に向けて、電話による予約受付、検診場所の増加、そして平成 27年度から

は再勧奨などを行い、検診が受けやすい環境を整えていただいております。平成 27年度は、それ

らによる効果はどうだったのでしょうか、伺います。 

 

 

◯健康推進課長  受診率向上のために、平成 27年度には、御案内のとおり３つの対応を図って
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おりますけれども、現時点でのその効果についてでございます。 

 最新の集計結果であります平成 27年 12月分までの受診者数の実績でございますけれども、胃

がんについては、対前年度同期に比べて 1,183名の増、肺がんにつきましては 1,090名の増となっ

てございます。12月までの受診状況ではございますけれども、受診環境の整備や未受診者への

対応などの新たな対応によりまして、受診行動に結びつき、効果が上がっているものと認識してご

ざいます。 

 以上でございます。 

 

 

◯河野清史委員  効果があらわれてきていると思います。目標まではまだまだ遠いのかもしれま

せんけれども、確実にまた進めていただきたいと思います。 

 その中で、サービス向上もまた大事だと思います。電話の予約は、はがきのみのときより検診日

を設定しやすくなっていると思います。しかしながら、予約をとろうとして初めて電話したという方か

らお話を聞いたのですが、あきがなかったため、あいていませんと告げられるだけだったそうで、も

っと柔軟な対応をしていただきたいという思いがございます。電話による予約受付は、委託してい

ると思いますけれども、対応力の向上が必要と考えますが、伺います。 

 

 

◯健康推進課長  電話での予約の対応についてでございます。 

 電話予約につきましては、区民の利便性向上等のために、今年度よりはがきでの申し込みに加

え、導入したものでございます。御質問の電話の対応につきましては、区及び委託事業者ともに、

御質問にあったような応対は必要と考えてございまして、対応を図っているところでございます。お

客様の状況によっては、さまざまな受け答えが必要な場合もありますので、区民の方が、河野委

員の御指摘のような思いをされないよう、さらに丁寧な応対によりまして、区民の受診行動の向上

に努めてまいります。 

 以上でございます。 

 

 

◯河野清史委員  よろしくお願いします。 

 それと、予約については、さらにとりやすくする工夫が必要であると思っております。来年度は、

本区のホームページが全面リニューアルされることになっておりますが、この中で、今はインター

ネット予約や検診日について、日にちだけ指定していますけれども、カレンダーのように一目でわ

かるようにすることも必要と考えますが、見解を伺います。 

 

 

◯健康推進課長  ホームページ等での工夫でございます。 



11 

 

 現在、検診実施日等の情報は、毎月、区報等に掲載しておりますけれども、このことは、検診日

のお知らせとともに、区が区民を対象に検診を実施していることの周知、そして受診勧奨にもつな

がっているものと認識してございます。御提案のホームページでの工夫を凝らした検診日の周知

やインターネット予約につきましては、さらなる受診に結びつくものと考えてございますので、より見

やすい形での情報提供に努めるとともに、検診の委託事業者とも調整を図りまして、検討してまい

りたいと考えてございます。 

 以上でございます。 

 

 

◯河野清史委員  現在、国立がん研究センターでは、希望の虹プロジェクトとして、自治体担当

者向けのがん検診受診率向上のための取り組みを推進するホームページを立ち上げています。

いろいろな地域の取り組み、アイデアも参考にしながら、さらに受診率が向上し、助かる命がふえ

ることを強く望み、次の質問に移ります。 

 次は、自殺総合対策・メンタルヘルス事業等について伺います。 

 現在、国では、自殺対策基本法施行から 10年に当たる今年度、自治体ごとに自殺を未然に防ぐ

ための計画づくりを義務づけることを柱とした本法改正案を今国会で成立させ、本年４月からの施

行を目指しています。今後、地域ごとの取り組みがますます大事になってくると思います。 

 本区においては、ゲートキーパーの養成や相談先をまとめたリーフレットの作成などを行い、対

策を講じてきたことは高く評価しています。しかしながら、他の事業と違い、一度失われた命は戻ら

ないため、数が減ったからといって喜べないことから、事業を進めていく上で緊張感があるとも思っ

ています。 

 ３月は、東京都自殺対策強化月間です。東京都の自殺の現状は、2014年は 10代から 30代の

死因のトップが自殺で、若者の自殺の割合が高くなっています。本区においても、同じような傾向

があると感じますし、若者の自殺対策を充実することは大事だと思いますが、今後の取り組みを

伺います。 

 

 

◯保健予防課長  若者の自殺対策についてのお尋ねでございます。 

 若者の自殺については、経済的理由などによる 40代以降の年齢の方の自殺とはその理由が異

なる可能性が指摘されているところでございます。また、少ない人数ではありますが、本区の自殺

者の中にも 10代あるいは 20代の若者も含まれておりまして、これら前途ある若者の自殺を何と

か防ぐことはできなかったのかと考えますと、本当にいたたまれない思いでございます。いわゆる

引きこもりなど、社会との関係が遮断された状態の自殺者が多い可能性があるのが、この若者の

年代でございますが、この年代に対しては、青少年課の引きこもり対策も含め、全庁的な取り組み

が必要と認識しているところです。 

 区では、平成 18年の自殺対策基本法制定後、江東区地域精神保健福祉連絡協議会の基本テ
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ーマとして、自殺対策を取り上げてございまして、全庁を挙げて取り組みを進めてきています。今

後も、この取り組みを鋭意進めてまいりたいと考えてございます。 

 

 

◯河野清史委員  今回の国の法改正のモデルになっているのが、足立区の取り組みと聞いてい

ます。足立区は、ＮＰＯ法人自殺対策支援センターライフリンクと提携を結び、自殺対策の事業を

行ってきました。区では、データ分析を行い、自殺リスクが高い傾向を捉え、総合相談会を開催し、

その後も寄り添う支援を継続的に行い、効果を上げてきていると聞いています。 

 本区においても、特性を把握して対策を講じていくことが大事だと感じますが、見解を伺います。 

 

 

◯保健予防課長  近年の江東区における自殺者の内訳を見てみますと、40代が最も高く、40代

以降の年齢層である高齢者の割合が全体の中でも高いということを把握してございます。毎年開

催しておりますゲートキーパー研修におきまして、区の自殺傾向についての最新の情報を基本的

な知識としてお伝えするとともに、より効果的な自殺予防対策について検討して、取り組んできて

ございます。先進的な自治体の取り組みもしっかりと参考にしながら、今後もこの取り組みを推進

してまいりたいと考えております。 

 

 

◯河野清史委員  よろしくお願いします。 

 次に、自殺予防の対策として、鬱病対策は重要だと思っております。その中で、鬱病治療で有効

と言われている認知行動療法は、来年度に診療報酬改定が行われ、医師と看護婦が共同で面接

を行うことができ、対象に不安障害も追加され、受診機会は拡大される予定です。 

 本区においても、鬱病対策として、認知行動療法の周知も進めていくべきと思いますが、見解を

伺います。 

 

 

◯保健予防課長  鬱病の治療として、一部の方に薬物療法との併用、または単独でこの認知行

動療法を実施すると治療に有効だということは認識しているところでございます。また、このたびの

診療報酬の改定で、認知行動療法の対象の緩和がなされるということも把握しているところでござ

います。 

 区内で実際に認知行動療法を提供できる医療機関については、全て公表しているかどうかは別

といたしまして、把握できているところでは、少なくとも５つの医療機関でこの診療が可能でござい

ます。しかし、薬物療法との併用ですとか、単独でこの認知行動療法を使用して、それが有効なの

かということについては、いまだ見解が分かれるというところでございますので、区として、この認

知行動療法だけを推奨するというのは難しいと思います。 
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 ただ、現状で、４保健相談所では、年齢あるいは対象別に精神保健相談事業を開催してござい

まして、その事業の中で、必要な方にこの認知行動療法という治療法の存在についてお知らせし

ていく、あるいは実際にこの認知行動療法を実施している医療機関を御紹介していくといったこと

については、可能かと考えてございます。 

 

 

◯河野清史委員  今後も、現在加盟している自殺のない社会づくり市区町村会と連携していきな

がら、誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現へ向けた取り組みの推進を要望いたします。 

 次の質問に移ります。次は、生ごみ減量について伺います。 

 本区では、平成24年度から３年間、生ごみ減量モニター事業を行い、平成27年度から全区民向

けに事業を展開されています。燃えるごみに占める割合の高い生ごみの減量は、とても有効な事

業で、さらなる普及が期待されます。我が家も微力ながら、減量に取り組ませていただいておりま

す。 

 この事業は、当初グループでの実施を推進されていましたが、現在は個人にも対象を広げてき

たと聞いています。さらなる普及に向けては、個人の取り組みを広げ、連携していくことが重要と考

えますが、これまでの経過と今後の取り組みを伺います。 

 

 

◯清掃リサイクル課長  ごみ減量推進事業につきましては、微生物の力で、比較的小さな器材

で生ごみを消滅、また堆肥化するもので、区といたしましては、各御家庭の状況に応じて選択でき

るように、４つの方法を推奨して器材を提供しているところでございます。 

 平成 24年度から３年間の区民モニター事業を経て、今年度から本格実施しているところでござ

います。区民モニター事業におきましては、個人参加で、３年間で延べ 297世帯の方に参加してい

ただき、１カ月当たり１世帯で約６キログラムの生ごみの減量効果を確認することができました。 

 今年度は、点から面への展開ということで、町会・自治会など団体で取り組んでいただくよう、事

業展開をいたしました。募集方法といたしましては、５名以上でお申し込みいただくということでスタ

ートいたしましたが、残念ながら、個人ではやってみたいけれども、団体でないと申し込めないの

かといったような御意見が多く、結果といたしまして、団体では８団体、46世帯にとどまりました。 

 一方、個人参加について再度募集したところ、123世帯の方に御参加いただき、全体としては

169世帯の参加という状況でございます。 

 今後につきましては、個人として参加していただける方は、まだまだ潜在的に多くいらっしゃると

感じておりますので、着実に参加者数をふやしていき、この事業の認知度を高めてまいりたいと考

えてございます。平成 28年度につきましては、当初から個人、団体の両者で募集いたしまして、

200世帯の参加を目指してまいりたいと考えてございます。 

 以上でございます。 
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◯河野清史委員  ぜひとも、普及、拡大をよろしくお願いいたします。 

 また、現在本区では、生ごみの取り扱いの中で、食用油については、凝固材で固めるか、紙、布

等に吸わせて捨てるように指示しております。しかし、今日、廃食用油はごみではなく、燃料等にリ

サイクルするケースも出てきています。 

 昨年、目黒川で、商店街の方々で集めた廃食用油を燃料に、冬に桜のような色でライトアップし

たイベントを行っているのを見て驚きました。現在、ＴＯＫＹＯ油田 2017 というプロジェクトが行われ

ており、家庭の天ぷら油などを回収して、再資源化しています。先ほどのイベントもその一つで、墨

田区を初めとする自治体や、本区内でも本プロジェクトに参加している店舗などがあります。 

 本区では、区民まつり、環境フェアで回収していることは承知していますが、今後、廃食用油をリ

サイクルして、ごみ減量とＣＯ２削減に寄与していくことも必要ではないかと思いますが、見解を伺

います。 

 

 

◯清掃リサイクル課長  区では、これまで蛍光管ですとか乾電池の拠点回収を初め、古着の回

収など、リサイクル事業の拡大に努めてきたところでございます。廃食用油のリサイクルにつきま

しては、本区では、御質問のとおり、環境フェアや区民まつりで食用油のリサイクル事業者の方に

出展いただきまして、回収していただいているところでございます。 

 区といたしましては、現在、廃食用油のリサイクル事業は行っておりませんけれども、他区では

拠点回収などを実施しているところもあると聞いておりますし、また、区内で御家庭から出る廃食

用油の回収を行っている民間事業者もあるやに聞いてございます。御意見を踏まえまして、民間

での取り組み状況の情報提供に努めるとともに、他区の事例なども研究いたしまして、区として取

り組める方法を検討してまいりたいと考えてございます。 

 以上でございます。 

 

 

◯河野清史委員  さらなる推進をよろしくお願いします。 

 以上で終わります。 

 

2016.03.04 : 平成 28年予算審査特別委員会 本文 

◯河野清史委員  ２点にわたって質問いたします。 

 １点目は、住宅修築資金融資あっせん事業について伺います。 

 本事業は、金融機関に 9,000万円を預託して、住宅の修繕を行おうとする区民に対して融資のあ

っせんを行い、高齢者等のためのバリアフリー工事、アスベスト除去工事、また一定の要件を満た

した耐震補強工事に対して利子の一部または全部を補給するものです。 

 まず、この事業の近年の状況を伺います。 
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◯住宅課長  住宅修築資金融資あっせん事業の近年の状況についてですけれども、平成 25年

度は、申請件数が１件で成立件数が０件でした。平成 26年度は、申請件数が２件で、そのうち成

立したのが１件ございまして、金融機関からの融資額が 500万円です。 

 今年度につきましては、申請件数が１件、成立件数が１件で、金融機関からの融資額が 300万

円という状況でございます。 

 以上でございます。 

 

 

◯河野清史委員  とても低調だと思います。 

 まず初めに、この事業の基金として 9,000万円預託しておりますけれども、この金額の根拠と目

的またその活用方法はどのようになっているのか伺います。 

 

 

◯住宅課長  まず金額の根拠でございますけれども、この事業は、昭和 53年 7月に江東区住宅

修築資金融資基金条例というものが制定されまして、当時の預託金額が 1,000万円でスタートしま

した。 

 制度開始当初は、預託金額の 2.5倍以上の融資が可能な金額でしたけれども、その後、融資件

数の増加とともに段階的に預託金額をふやしていきまして、昭和 60年には預託金額が 4,500万円、

平成４年には預託額の４倍以上を融資可能金額として、現在の 9,000万円の預託金額となってご

ざいます。平成９年度は融資件数が 22件ございましたので、融資件数の増加とともに預託してい

る金額もふやして現在の金額になったというところでございます。 

 続きまして、預託金の目的と活用方法についてですけれども、目的は、融資枠を確保するためと

いうところで、御協力いただいている３つの金融機関にその 9,000万円を分けて一定金額を預けて

いるというものでございます。 

 預託金の４倍以上を目途に融資を行うという取り決めを各金融機関と行ってございまして、融資

件数が多い金融機関には預託金を多くしているという状況でございます。 

 また、活用方法についてでございますけれども、あくまでも融資枠の確保を目的として各金融機

関に預託しているものですので、何かに活用しているといったことは現時点でございません。 

 以上でございます。 

 

 

◯河野清史委員  融資枠として 3億 6,000万円を区民の方にお貸しできるということで、この活用

を促すことは大切だと思います。 

 現在、バリアフリー工事や耐震補強工事などは他の部署等も実施しており、重複するものもある
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と感じています。連携、調整が必要だと思います。 

 また、住宅リフォーム推進協議会との連携や周知も進めるべきと考えますが、あわせて伺いま

す。 

 

 

◯住宅課長  まず、他事業との連携でございますけれども、御指摘のように福祉部のほうで高齢

者や障害者に対するバリアフリー用の住宅改修の助成制度がございます。 

 本事業と特段連携しているということはありませんけれども、窓口で問い合わせがあれば、事業

の御紹介を行っているというところでございます。 

 また、耐震改修の関係につきましては、住宅修築資金融資あっせん事業を活用して融資を受け

る場合に、区の耐震化助成を必ず受けることが前提となってございますので、住宅修築資金の融

資を受けるのであれば、必ず区の耐震化助成を受けてからという御案内をしております。そういっ

た意味で連携を行ってございます。 

 今後は、耐震改修ですとか不燃化特区推進事業をより一層推し進めていくためにも、耐震化助

成の利用者に対するさらなる事業周知ですとか、不燃化相談ステーションでの周知を行って、事

業間の連携をより深めていきたいと考えてございます。 

 次に、住宅リフォーム推進協議会との連携というお尋ねでございますけれども、住宅リフォーム

推進協議会は、住宅の修築やリフォームを検討されている方がどこの業者に頼んだらいいのかわ

からないという場合に、住宅リフォーム推進協議会を通じて施工業者を紹介しているという事業で

ございます。 

 住宅リフォーム推進協議会を紹介するチラシの中に、住宅修築資金あっせん事業の紹介をあわ

せて行ってございまして、あっせん事業の周知を行っているという状況でございます。 

 以上でございます。 

 

 

◯河野清史委員  本事業は、需要増により拡大してきたと思っていますが、今後、他事業等の充

実も含め、預託金の金額など再編、見直しを最後に要望いたします。 

 最後、自転車対策について伺います。 

 今回、地域の方と事業を行うと聞いています。現在、東京都が安全利用の自覚、行動を促すこと

を目的としてセミナーを行っておりますが、この受講者に自転車安全利用宣言証を交付し、協賛企

業等の特典をつけています。本区でも、深川江戸資料館が 100円割引になると聞いています。こ

の制度の活用を東京都と連携していくべきと考えますが、最後に伺います。 

 

 

◯交通対策課長  この東京都の自転車安全利用宣言証でございますけれども、本区といたしま

しても、自転車安全利用の促進に活用し得ると考えてございますので、来年度から実施いたしま
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す高校生を対象とした自転車教室等で、一般の方の参加も得ようと思っていますけれども、こうし

た受講者の方に、この自転車安全利用宣言証を配布したいと考えておりまして、現在、詳細は東

京都と詰めているところでございます。 

 以上でございます。 

 

 

◯河野清史委員  以上で終わります。 

 

2017.02.28 : 平成 29年予算審査特別委員会 本文 

◯河野清史委員  私からも、特別区税の中の特別区民税について、伺います。 

 平成 29年度は、納税義務者の増加などにより、前年度に比べて見込み額は増加と伺いました。

しかし、そのような状況の中でも、納税はしっかりと確保していくべきだと強く思っております。先ほ

どの質問にもございましたが、収入歩合は昨年度より目標を引き上げております。その目標達成

に向けた来年度の取り組み、特に特徴、また当局の意気込みを伺いたいと思います。 

 

 

◯納税課長  収入歩合につきましては、先ほど白岩委員の御質問にお答えしましたとおり、さま

ざまなプラスの要因を踏まえまして、平成 27年度実績と同率を設定したところでございます。 

 平成 29年度の取り組みについてですが、これまで取り組んできた徴収努力、収納環境の整備が

軌道に乗り、また平成 28年度に行った組織改正により、滞納案件の早期着手、早期解決のため

の体制も整いましたので、全課を挙げて、よりスピーディーかつ丁寧に滞納案件の解決に取り組

んでまいります。 

 以上でございます。 

 

 

◯河野清史委員  滞納については、後ほど質問しますが、普通徴収とともに特別徴収も、収入

歩合をさらに引き上げていくことと思っております。平成 29年度より、事業主に対する普通徴収か

ら特別徴収への切りかえを、オール東京で推進していると聞いています。その対象数と切りかえに

よるメリット、またその切りかえへの相談支援などはどのように行われるのか、伺います。 

 

 

◯課税課長  特別徴収の推進に関する御質問にお答えいたします。 

 まず、事業主の対象件数でございますが、約 6万 1,000件でございます。この中で、正規職員に

は特別徴収を実施していますが、非常勤または臨時職員は普通徴収のままといった企業も含ま

れてございます。 

 次に、特別徴収のメリットでございます。特別徴収という制度は、地方税法上、事業主が区民税
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を給料から天引きして納付するという制度で、義務として定められているものでございます。メリッ

トといたしましては、給料から天引きになるため、利便性が高くなるということ、確実に納付ができ、

納付忘れ等がないということが挙げられると思います。 

 また、切りかえに対する支援でございますが、平成 28年度に対象事業主に指定予告通知書を

発送してございます。これは、いきなり特別徴収となると驚かれる方もいらっしゃるのではないかと

いうことから、平成 28年 9月、対象の事業主に内容や、その手続を行うに当たった注意点等を記

載したものを送ってございます。 

 そのほか、各種業界紙に周知するための記事の掲載や、年末調整等説明会を毎年 11月ぐらい

に行っているのですが、そちらで事業主の実際の事務の担当者を集めまして、準備をしてください

というお話をさせていただいているところでございます。 

 以上でございます。 

 

 

◯河野清史委員  １件でも多く、特別徴収に切りかえていただけるよう、きめ細かく推進していた

だきたいと思います。 

 現年度徴収、納期内納税を目指しているわけですが、納期内はなかなか難しく、払うべき日を過

ぎてしまい、過年度分となってしまうケースもあると思います。通常、大体 70％を目標に設定して

行っておりますが、こちらへの取り組みも重要だと思っています。国との調整等があると思います

が、滞納にならないための取り組みが必要だと思います。見解を伺います。 

 

 

◯納税課長  過年度分が課税されるケースは、過去数年分の確定申告を一度に行う場合となり

ます。過去数年分の税金を一度に納付する必要が生じるため、滞納となる割合は、通常の現年課

税分と比較して高くなることが一般的となっております。現状といたしまして、区よりも国のほうが

先に過年度申告の情報を把握できることから、国税の滞納整理が先に行われる傾向がございま

す。このため、区税まで納め切れないケースがあることから、収入歩合の見込みも 70％に設定し

ております。 

 現年に重きを置くのが納税課の基本スタンスでございますが、過年度分におきましても、過年度

課税の情報をいち早く入手することに努めまして、収納率改善を図れるよう努めてまいります。 

 以上でございます。 

 

 

◯河野清史委員  先ほど、滞納の件のお話がございました。昨年度と比べて、滞納繰越見込み

額は大体横ばいですが、先ほど答弁がありましたとおり、平成23年度より高額滞納者や中小額の

滞納者の徴収強化を図ってきて、効果が出てきていると思います。 

 小口と言っていいのかわかりませんが、これから滞納者全員と面会して徴収に当たっていくと伺
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っています。そちらへの取り組みについて、これから時間とまた忍耐を使うと思いますが、見解を

伺いたいと思います。 

 

 

◯納税課長  御指摘のとおり、滞納はこれまでの徴収努力や収納環境の整備により改善され、

件数、金額とも圧縮されております。 

 今、大口と小口が大分整理されましたが、滞納者の中には、納税意思はあっても、事情により納

められない方がおります。そのような方に対しては、これまでも分納等、事実上、猶予とする対応

を行ってまいりました。本年度施行された猶予制度なども、新たな制度ということで、いろいろとＰＲ

しているところでございます。また、ホームページも刷新され、よりわかりやすくなったと思っており

ます。今後も皆様に広くＰＲに努めてまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

 

 

◯河野清史委員  猶予制度が昨年４月から施行されて、納税者は猶予の申請ができるようにな

ったと思います。しかしながら、ホームページを見たのですが、少しわかりづらいのではないかと思

っています。検索をしてもトップページに出てこず、少し残念ではあったのですが、さらにわかりや

すい工夫をし、相談につなげられるよう、対応していただきたいと思います。収納環境の整備は、

今まで我が会派も強く訴えてまいりました。これからもその啓発を推進するとともに、親身な相談

体制により、安心して生活ができるよう、これからもよろしくお願いいたします。 

 以上で終わります。 

 

2017.03.01 : 平成 29年予算審査特別委員会 本文 

◯河野清史委員  私から、総務費３点について質問させていただきます。 

 １点目は、青少年相談事業についてです。 

 私は、平成 24年第３回区議会定例会の本会議一般質問で、ひきこもりについて質問しました。

その中で、本区での若者のワンストップ総合相談窓口の設置を訴え、答弁の中では、専門の相談

員、設置場所等の解決すべき課題があると答弁されておりましたが、今回この課題を乗り越えて、

ひきこもり等相談事業であるこうとうゆーすてっぷから、今回、本庁舎と亀戸の青少年交流プラザ

に相談窓口を設置することになり、我が会派からも毎年予算要望してきたことが大きく前進したこ

とを高く評価しております。 

 そこで４点質問いたします。この相談窓口ですが、対象年齢が 15歳から 40歳未満ということで、

亀戸青少年交流プラザは、もともと青少年センターということもあり、本庁舎より集いやすい場で、

相談しやすいのではないかと期待しますが、本庁舎においては、特に若者が相談しやすい窓口の

設置が望まれると思いますけれども、伺います。 
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◯青少年課長  平成 27年度より本格的に実施してまいりましたこうとうゆーすてっぷですが、今

年度は１年間の青少年センターの改修工事に伴いまして、出張相談会という形で、総合区民セン

ターのほか、豊洲シビックセンターや、文化センターといった場所で相談会を実施してまいりました。 

 来年度からは、拠点である本庁のほかに、先ほども御答弁させていただいたとおり、青少年交流

プラザがリニューアルオープンして 4月 1日からスタートいたします。本庁、それから青少年交流プ

ラザであわせて週３回の相談窓口を開設するとともに、引き続き出張相談会も実施してまいります。 

 このような開設回数の増、それから利便性の高い場所での開設、あとは土曜日の開設といった

ことによりまして、より利用しやすい窓口になると考えてございます。 

 本庁における相談窓口ですが、入ることをためらってしまうようなフロアの奥まった場所にならな

いように、現在、設置場所の検討を進めている状況でございます。 

 以上です。 

 

 

◯河野清史委員  相談しやすい環境の整備をよろしくお願いします。 

 相談後には、相談者の相談内容を個別に検討して、必要な関係機関と連携することが求められ

ると思います。紹介だけで終わるのではなく、しっかりと前に進むようにしていくことが大切だと思

いますけれども、関係機関との連携をどのように考えているのか伺います。 

 

 

◯青少年課長  今年度も行ってまいりましたこうとうゆーすてっぷにつきましても、保護課や就労

支援センター、それから保健予防課、こうとう若者・女性しごとセンターといった場所の御担当の

方々にメンバーとなっていただく関係者連絡会議を実施いたしまして、代表的な個別事例を含め

た情報共有を行うことで、関係機関との連携を図ってまいりました。 

 こちらの関係者連絡会議につきましては、来年度以降も実施して検討を進めていくとともに、個

別のケースに関する支援方針の検討を行う場を定期的に設置していく予定でございます。 

 また、相談者が紹介支援先において相談する際、総合相談窓口の相談員もその場に立ち会うと

いった方法によりまして、より連携を図るといったことも検討してまいります。 

 以上です。 

 

 

◯河野清史委員  あらゆる関係機関をしっかりとつないでいくことは大事だと思います。 

 その関係機関の一つとして、国が進めております地域若者サポートステーションがございます。

現在、期間限定サイトでは、女優の前田敦子さんが相談役としてサポートステーションのショート

ムービーに出ていたり、相談ができるコーナーもあります。 
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 今後、社会参加に向けて地域若者サポートステーションとの連携はとても重要と考えています。

本区での地域若者サポートステーションの位置づけはどのようになっているのか伺います。 

 

 

◯青少年課長  地域若者サポートステーションにつきましては、厚生労働省が委託した若者支

援の実績やノウハウがあるＮＰＯ法人といったところが運営してございまして、23区には現在５カ

所ある状況でございます。就労への悩みを持つ 15歳から 39歳までの若者に対しまして、専門的

な相談や、あるいは職業的な訓練、就労体験といった支援を行っている場所になります。 

 長期間にわたってひきこもっているような方々に、すぐ地域若者サポートステーションに行くよう

にと言うのはなかなか難しいところもあるかとは思いますけれども、就労に向けた前向きなステッ

プを踏んでいけそうな相談者の方々に関しましては、紹介支援先の一つになると考えてございま

す。 

 以上です。 

 

 

◯河野清史委員  しっかり活用ができるといいと思っております。そして、この連携後であります

が、やはりフォローをしっかりしていくことが大事だと思います。 

 先日、こうとうゆーすてっぷで相談した方が、就職を勝ち取るまでの体験を聞く機会がありました。

その際も、相談員を通して、支えられていることを強く感じました。自信を取り戻し、自立への道を

進むために、失敗しても戻れる場づくりも大切であると思いますが、フォローアップとともに伺いま

す。 

 

 

◯青少年課長  来年度からの総合相談窓口の事業の中で、相談者に対しまして一定期間ごと

のヒアリングなどによるフォローを検討しております。こちらから相談者の方に対してアクションを

起こしていくことを通じ、相談者に対する継続的な支援につなげていくとともに、万が一、再び困難

を抱える状況に陥ってしまっても、もう一度相談しやすい環境づくりにつながるものと考えてござい

ます。 

 以上です。 

 

 

◯河野清史委員  今回、相談窓口は常設されることになります。今までどこに相談したらいいの

かわからないということもありまして、これが明らかになることで相談のしやすい環境が整っていく

と思います。 

 さらに、今回訪問相談も初めて実施するということで、今まで話ができない方との間にもきっかけ

ができて、前に進めるのではないかと感じております。 
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 ひきこもりは最近高年齢化が問題になっておりますが、今回の相談窓口を通して、さらに若者へ

の支援を推進していただくことを願って、次の質問に移ります。 

 ２点目は、無形民俗文化財について伺います。 

 本年１月に新春民俗芸能の集いをしっかり見させていただきました。改めて、人の力のすごさと、

昔から受け継がれた伝統に大変感心しました。 

 そこで、この無形民俗文化財になることで、江東区、東京都からはどのような支援が行われるの

か伺います。 

 

 

◯文化観光課長  文化財でございますけれども、有形文化財、無形文化財を問わずというところ

でございますが、適切に保存、継承していくための支援策を講ずることができるとされてございま

す。 

 具体的に申しますと、東京都の指定文化財に指定されているものにつきましては、東京都から

団体に対して保存のための補助金を助成しており、また、区の指定・登録文化財につきましては、

区から団体に対して奨励金、補助金という形で経済的支援を行ってきている状況でございます。 

 以上です。 

 

 

◯河野清史委員  経済的支援は大変に大切だと思います。 

 先日、裏方などいろいろ見させていただきまして、備品や道具などは長年の使用によりかなり年

季が入っておりました。例えば、深川の力持ちであれば、化粧俵がささくれており、砂村囃子であ

れば、獅子舞も塗りが剥げているなど、本気で演出しているからこそ、いろいろと傷んでいるのだ

と感じています。 

 これらの用具は専門的なものであり、依頼先や経費もかかります。伝統を引き継いでいく上では

大切な用具であり、財政的な支援が一層必要と感じますが、まず、これについて伺います。 

 また、団体にとっては、練習会場の確保などが必要と考えておりますが、柔軟に相談を受けてい

ろいろと対応することが大切だと思いますけれども、あわせて伺います。 

 

 

◯文化観光課長  まず、用具への支援でございますけれども、基本的には奨励金、補助金の中

で対応していただいているというのが現状でございます。しかし、実際には化粧俵がぼろぼろにな

っているという涙ぐましい努力をされている部分もございます。そうしたものにつきましては、奨励

金、補助金以外のところで、例えば一般の公益財団法人等が行う補助制度がございますので、そ

うした補助制度の活用について御案内させていただいているという現状でございます。 

 また、場所の支援でございますけれども、例えば、角乗りであれば木場公園を利用していただい

ていて、ほかの団体につきましては、木場に伝統芸能の稽古場がございますので、このようなとこ
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ろを活用していると認識してございます。また、ほかのところにつきましては、身近な場所で工夫し

ながらやっていただいているということでございますけれども、今後、活動団体といろいろな意見交

換をする中で、場所について困るという御意見をいただくような場合につきましては、ともに考えて、

一緒にいいアイデアを出していきたいと考えてございます。 

 以上です。 

 

 

◯河野清史委員  有形文化財と違い、無形文化財の保護については、人がつないでいかなけれ

ば途絶えていくものだと思います。 

 現在、2020年のオリンピック・パラリンピックに向けて、文化プログラムの取り組みも進められて

います。今後はそのような機会を通じて、多くの方に江戸時代から続く民俗芸能を体験してもらえ

るような取り組みをすることも必要と思いますが、伺います。 

 そして、本区として数百年続く伝統民俗芸能の継承に、さらに力を入れていくべきと考えますが、

こちらも伺いたいと思います。 

 

 

◯文化観光課長  民俗芸能の継承についてでございますが、継承に当たり一番の課題となって

いるところが、いわゆる次世代の人材育成であると思ってございます。こうした課題を解決していく

ためには、まず民俗芸能がどのようなものであるのかを広く理解してもらうことが必要であると捉

えているところでございます。 

 現在、公開という形で行っていますものが、区民まつりでの民俗芸能大会、また正月に行われま

す新春民俗芸能の集いですが、こうした公開の機会は年に２回ということで、非常に少なくなって

ございます。 

 そうしたところで、まず広く知ってもらうために、例えば公開の機会をさらに拡充できないか、また、

実際に体験できる場を設定できないかということについて各団体と協議していきたいと考えてござ

います。 

 また、河野委員お尋ねの、江東区の文化プログラムにつきましては、オリンピック・パラリンピック

に向けて今後取り組んでいくものとしてございますので、その中で文化財についても焦点を当てて

取り組んでまいりたいと思ってございます。 

 いずれにいたしましても、昔から現在に伝わってございます民俗芸能などの文化財につきまして

は、適切に保存し、未来に継承していきたいと考えてございます。 

 以上です。 

 

 

◯河野清史委員  よろしくお願いします。 

 次に、３点目は、選挙に関連した質問です。 
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 昨年は参議院議員選挙が行われまして、18歳選挙権がスタートして初めての選挙でございまし

た。本区も全体の傾向と同様、18歳の投票率は 20歳に比べて高い傾向にあったと思っておりま

す。 

 本区では、先ほども質問がございましたけれども、高校での模擬投票などを実施しております。

これからも、昨年選挙権を得た 18歳、19歳の初めての方が引き続き投票してもらえるように、継

続的な支援が必要であると思いますが、今後の取り組みについて伺います。 

 

 

◯選挙管理委員会事務局長  昨年７月の参議院議員選挙から選挙権年齢が引き下げられて 18

歳になってございます。投票率は、マスコミの注目もございまして、全国平均が 51.17％、東京都の

平均が 62.23％、江東区の平均は 63.10％と、これまでの若年層の低投票率が大きく改善されたと

いう状況でございます。この流れをより確かなものとするため、引き続き若者世代への啓発活動に

取り組んでいきたいと考えてございます。 

 具体的には、先ほどもお答えさせていただいた選挙出前授業・模擬選挙のさらなる充実を図りな

がら着実に実施していき、未来の有権者になる児童・生徒の方々に直接接触する機会を捉えて、

啓発に努めていきたいと考えてございます。 

 また、既に今回選挙をやられた 18歳、19歳の方々につきましては、今、武蔵野大学との連携事

業も実施してございますので、そのような中で、大学の構内での展開も御提案させていただいてご

ざいます。今後、そのようなものも大学側と協議しながら進めていく形の中で、引き続き投票に行

っていただけるような環境づくり、またそのような啓発活動の取り組みをしていきたいと考えてござ

います。 

 

 

◯河野清史委員  昨年行われました参議院議員選挙のときに 18歳選挙権になりましたが、総務

省が、昨年末に 18歳から 20歳の方に対して 18歳選挙権の意識調査を行っております。この結果

を見ますと、こどものころに親と投票所に行った経験を持つ若者が投票した割合は、経験のない

方より高く、親の投票行動が影響を与えている傾向があると示されました。また、親元を離れた若

者は同居している若者より投票率が低く、その多くは引っ越し先で投票権がなかったことが理由で

投票を見送ったとの発表があり、結論として、総務省は幅広い世代への投票を呼びかけることが

重要と分析しております。 

 そこで、本区でもいろいろな方が啓発活動を行っておりますが、150名近くおります明るい選挙推

進委員の方は、選挙期間にいろいろな啓発活動を行っております。それとともに、日ごろから地域

での話し合い活動も活動の内容としてうたっております。この活動内容が話し合いの輪によって広

がり、投票率の向上につながっていくものと信じておりますけれども、その実態と、明るい選挙推

進委員と投票率の比較的低い世代との交流はどのようになっているのか。さらには、先ほどお話

がありました武蔵野大学との連携によりまして、同じような世代の方がかかわることによる影響を

お伺いしたいと思います。 
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◯選挙管理委員会事務局長  明るい選挙推進委員の方々の活動でございますけれども、先ほ

どもお答えしたように、選挙時には街頭啓発、それから期日前投票の投票管理者や投票立会人、

また通常時には知り合いの方々を対象に、政治や選挙について話し合う話し合い活動を中心に

活動していただいてございます。また、区民まつりや選挙出前授業にも御協力いただいているとこ

ろでございます。 

 このような中でも、投票率の向上に向けては、通常時からの啓発活動が大変重要でありますの

で、話し合い活動が明るい選挙推進委員の活動の中でも大切なものになっていると認識してござ

います。 

 平成 28年度は、全体で 150回ほどの活動がございまして、延べ 2,000名近くの方々にそのよう

な話し合い活動の場に参加していただいたという実績になってございます。 

 明るい選挙推進委員の方々と若年層の方とのかかわりということでございますけれども、実際、

明るい選挙推進委員の方々は、年齢層は60歳代が中心ということで、なかなか若者を集めた話し

合い活動の数は少ない状況でございます。そのような中でも、選挙出前授業への参加や、武蔵野

大学の学生との合同活動、それから意見交換会といった場にできるだけ出席していただくような形

で若者に接する機会に参加いただき、若者の選挙や政治への関心について理解していただいて、

今後の話し合い活動の参考にしていただいているという状況でございます。 

 武蔵野大学につきましては、今年度も連携事業を行ってございますけれども、今年度は高校生

が持つ選挙に関する知識及び親の関係、それから選挙啓発の影響に関する分析等をテーマに、

都立深川高校に御協力いただいてアンケート調査を行うなど、選挙前後の意識調査を実施すると

いった研究活動も実施してございます。 

 今後は、このような研究結果を踏まえて、若年層に対する意識啓発の具体的な展開につなげて

いきたいと考えてございますので、今後、武蔵野大学との連携、協議をしていきたいと考えてござ

います。 

 また、先ほどもお答えさせていただきましたけれども、同世代のかかわりということで、大学内で

選挙啓発を実施できないかということも提案させていただいてございます。その辺についても、学

生が持つ柔軟な発想を生かして展開していければと考えてございます。 

 

 

◯河野清史委員  地道な活動を続けていかなければならないとは思っております。 

 その上で、選挙に関心を持ってもらうということで、現在総務省で、秘密結社鷹の爪団というアニ

メとのコラボやダンサーのエグスプロージョンの選挙の編の動画などが作成されています。あとは、

明るい選挙推進協会のイメージキャラクターに選挙のめいすいくんというものがありますが、本区

のめいすいくんは深川の力持ちバージョンになっておりますけれども、そのようなきっかけづくりが

大事だと思います。 

 さらに、本区の選挙管理委員会のツイッターも、情報発信ツールとして日常に生かせるのではな

いかと思いますが、それらのきっかけづくりや情報発信について最後に伺います。 
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◯選挙管理委員会事務局長  キャラクターやＳＮＳを活用した啓発活動の展開ということだと理

解いたしましたが、明るい選挙推進協会のキャラクターとして、選挙のめいすいくんというキャラク

ターが全国統一のキャラクターとしてございます。 

 このめいすいくんには、基本デザインのめいすいくんのほか、全国各地で御当地めいすいくんと

いうものがございまして、本区の場合は先ほど御紹介いただいたように、深川の力持ちをモチーフ

にしためいすいくんが、御当地キャラクターという形で登録されてございます。 

 昨年の区民まつりの啓発グッズや選挙啓発でＰＲしてございますけれども、ことしの７月にござい

ます東京都議会議員選挙では、入場整理券を送付する封筒の料金後納の印のところに、深川の

力持ちのめいすいくんを使用いたしまして、ＰＲすることを予定してございます。 

 また、ＳＮＳにつきましては、先ほどありました武蔵野大学との連携事業という中で、ツイッターな

どを情報源として、選挙や政治に関心を持つ若者の回答も多かったという調査結果が出てござい

ます。 

 私ども選挙管理委員会といたしましても、ツイッターは有効な啓発ツールであると考えてございま

す。 

 ことしの成人式では、新成人を対象に模擬選挙を実施する中で、ツイッターのフォロワー数の拡

大を図ったところでございますけれども、今後も情報発信とフォロワー数の増に積極的に取り組ん

で、効果的な啓発活動につなげていきたいと考えてございます。 

 

 

◯河野清史委員  よろしくお願いします。 

 若者の声が政治の場に届き形になることが、若者投票率向上に一番寄与することだと思ってお

ります。今後も政治参加が進むよう、私自身も頑張ってまいりたいと思います。 

 以上で質問を終わります。 

 

2017.03.02 : 平成 29年予算審査特別委員会 本文 

◯河野清史委員  私のほうからは、産業経済費について２点質問させていただきます。 

 まず、観光推進事業について伺います。今回、平成 29年度から観光案内板を新たに設置すると

うたわれておりました。今までに設置されているものとの違い、また、外国人の方への対応などに

ついて伺いたいと思います。 

 

 

◯文化観光課長  現在、区内に点在している観光案内板でございますけれども、これらは、いわ

ゆる史跡などの文化財に設置し、その由来等について専門的見地からかなり詳細に記載されて

おりまして、文化財保護、公開の観点から設置しているものでございます。 

 今回予定している新たな観光案内板につきましては、観光のためのガイドルートを新たにつくる
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ことや、また、ガイドの質を担保していくといった観光推進の観点から設置するものでございまして、

よりわかりやすく、若干、簡易なものを想定しているところでございます。 

 以上です。 

 

 

◯河野清史委員  地域の史跡などの文化財については、今、観光の観点から、観光案内板を設

置されていることを伺いました。 

 今後、観光関係、特にまちあるきでいろいろなところを回っていただきたいと思いますが、特に訪

日外国人は、日本の文化や伝統にすごく関心があるとセミナーでも伺っております。 

 その中で、まちあるきの施策の１つとして、港区では「港区まち歩きナビ」を作成し、ＡＲと連動さ

せて、スマートフォンでまちあるきを楽しめるように取り組んでおります。 

 本区においても、まちあるきについて、いろいろな点在しているものをしっかりとつなげていき、江

東区観光協会とも連携して取り組んでいくことが必要だと思いますが、見解を伺います。 

 あわせて、富岡のほうでは古地図も富岡区民館の横に掲示してありますけれども、先日、皇居

の観光においては、スマートフォンをかざすと江戸城があらわれるなど、現在と昔をつなぐ工夫が

されておりました。 

 このような工夫は、今後の観光推進にとって、有効だと思いますけれども、あわせて伺います。 

 

 

◯文化観光課長  先ほどの観光案内板について、外国人への対応についての説明が漏れてい

ましたので御答弁申し上げます。 

 どれぐらいの大きさの観光案内板を設置できるかということが鍵を握っていると思ってございまし

て、現在、想定している観光案内板の大きさでは、外国語まで網羅できるかということについては

非常に微妙だと思ってございます。ただ、今後、インバウンド対応ということも考えますと、できる限

りの工夫をして外国人にも対応できるような形で取り組んでまいりたいと思ってございます。 

 次に、ＡＲでございます。昨年でございますけれども、「ＡＲまちあるきツアー」と題しまして、タブレ

ット端末を利用したツアーを江東区観光協会が企画して、前回の東京オリンピック当時の門前仲

町の風景と、現在の門前仲町の風景を重ね合わせてまちあるきを行ってもらうツアーを企画し、大

変好評を得たところでございます。平成 28年度につきましては、残念ながら１回でございましたけ

れども、来年度につきましては拡充して取り組んでいきたいと考えてございます。 

 次に、古地図でございます。現在、スマートフォンのアプリケーションなどで、現在いる場所を古

地図上にあらわせるようなものも開発されておりまして、例えば地図が好きな方や歴史に興味が

ある方には、大変好評を博しているところでございます。 

 このような古地図につきましては、単なる観光資源にとどまらず、これが区の歴史を学んでいくき

っかけにもなると考えてございますので、古地図などの活用についてもあわせて検討してまいりた

いと考えてございます。 

 以上です。 
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◯河野清史委員  江東区に観光で訪れていただいて、江東区の魅力を多く感じていただけるよ

う、さらなる推進をよろしくお願いします。 

 ２つ目は、商店街施策について伺います。 

 初めに、商店街の装飾灯への事業について伺います。現在、商店街にはアーケードや装飾灯が

数多くございます。そこで、装飾灯などのＬＥＤ化はどのぐらい進んでいるのか、現状を伺います。 

 

 

◯経済課長  商店街のアーケードや装飾灯のＬＥＤ化の現状でございますが、現在、そのような

設備がある 42商店街のうち約 79％の 33商店街でＬＥＤ化されておりまして、９商店街ではＬＥＤ化

されていない状況です。 

 以上です。 

 

 

◯河野清史委員  ＬＥＤ化ですけれども、本区からはＬＥＤ化に対する補助金もありますし、商店

街の電気代などのコスト削減にもつながると思います。かつ、商店街の電球等の交換回数も減っ

て、管理コストも大幅に削減できると思っております。 

 最近はお店をやめ、マンションなどの住宅になるところもふえており、商店街の運営については、

大変御苦労されていると聞いております。地域コミュニティの核である商店街がさらによくなるよう

に、さらなるＬＥＤ化の推進に向けて細やかな支援をしていただきたいと思いますけれども、今後

の展開を伺います。 

 

 

◯経済課長  ＬＥＤ化の工事費については、東京都からの補助に加えて、区で上乗せ補助をして

おります。平成27年度より、地元負担が５％ということで95％を補助しており、なるべく負担が少な

くなるようにすることでＬＥＤ化の推進を図っているところであります。 

 今、３商店街において、ＬＥＤ化等も含めて検討中であることを伺っております。東京都の補助制

度もございますので、個々に御相談を受けながら、ＬＥＤ化を推進していきたいと考えてございます。 

 以上でございます。 

 

 

◯河野清史委員  よろしくお願いします。 

 次に、商店街では、特に生鮮三品のお店がなくなると、商店街の減少につながるのではないかと

も言われておりまして、本区も生鮮三品小売店における設備改修の一部補助を推進していただい

ております。 
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 今後、商店街の努力が前提であるとは思いますけれども、身近な商店街で日ごろの買い物がで

きるように、生鮮三品のお店への誘導支援や、商店街と人をつなぐために商店街にどのようなお

店があるのかがわかるホームページ作成などの推進や、空き店舗活用へのさらなる工夫によって、

商店街を盛り上げていただきたいと思っておりますが、この内容についても伺いたいと思います。 

 

 

◯経済課長  生鮮三品小売店への支援につきましては、２年目でございますけれども、９店に拡

大して３業種全てに支援したところでございまして、商店街の核となるこのような店舗を引き続き支

援していきたいと考えております。 

 また、商店街空き店舗活用支援事業につきましても、今、３年目となっておりますが、かなり利用

がふえております。 

 それから、商店街の空き店舗の有効活用ということで、創業支援のほうでも、本区で創業して新

たに店舗を活用するものも毎年２件ぐらいございますので、このようなものについても推進してい

きたいと考えてございます。 

 あとは、商店街支援として、アドバイザー派遣やいろいろなイベントへの支援も行っておりますが、

個々の商店街の御意向をお聞きしながら、いろいろな補助メニューを組み合わせて対応できるよう

に、商店街と協議してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

 

 

◯河野清史委員  さらなる魅力ある商店街の創出に向けて、私も買い物者の１人としてしっかり

応援していきたいと思っております。 

 以上で終わります。 

 

 


