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決算審査特別委員会 質問 

 

2015.09.25 : 平成 27年決算審査特別委員会（副委員長） 

2016.09.29 : 平成 28年決算審査特別委員会 P1～ 

2016.10.04 : 平成 28年決算審査特別委員会 P4～ 

2017.09.29 : 平成 29年決算審査特別委員会 P10～ 

2017.10.02 : 平成 29年決算審査特別委員会 P16～ 

 

2016.09.29 : 平成 28年決算審査特別委員会 本文 

◯河野清史委員  私からは、生活保護等について伺います。 

 第 20款諸収入の雑入の中にある生活保護費弁償金は、平成 24年度より平成 27年度まで増加

しており、平成 23年度と比べ約３倍近くにふえておりますが、この弁償金の対象者とその増加の

理由を伺います。 

 

 

◯保護第一課長  まず、生活保護費弁償金についてですが、８割から９割が生活保護法第 63条

返還金によるもので、その他は同法第 78条徴収金によるものであります。 

 第 63条返還金の対象者は、保護の開始後に資産活用等により収入を得た者で、年金を遡及し

て受給した場合などがこれに当たります。 

 また、第 78条徴収金の対象者は、不実の申請や不正な手段により収入を得た者で、第 63条に

比べ悪質度が高い場合に適用され、不正就労などがこれに当たります。 

 次に、増加した要因は、平成 24年度から資産調査員を保護第一課、保護第二課の両課に１名

ずつ配置し、年金の受給権の確認や裁定請求手続の援助により遡及年金等を受給する件数が増

加したものでございます。 

 また、平成 24年 12月からは、金融機関への本店一括照会が可能となり、隠していた資産等が

比較的容易に確認できるようになったため、不正受給等の判明件数が増加したことによるもので

ございます。 

 

 

◯河野清史委員  今、増加の理由を伺いましたが、弁償金については、第 63条の返還金よりも

第 78条の徴収金がふえないことが重要だと思いますが、各年度を見ますと、収入未済額が常に

発生をしており、平成27年度は調定額が10億円を超えておりました。生活保護者の生活のため、

返還・徴収できる額に限界はあると思いますが、この現状についての認識と取り組みについて伺

います。 
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◯保護第一課長  第 63条返還金は、遡及年金や不動産売却等による収入なので、資産調査員

等による調査で早期に判明しているため、その収入は消費されずに保有されています。そのため、

この場合については、ほぼ全額を回収することが可能でございます。 

 ただ、第 78 条徴収金は、不正就労等による収入なので、既に消費している場合が多いことから、

生活を圧迫しない範囲で分納による徴収を実施しております。 

 調定額や収入額をふやさないためには、早期に対応し、弁償金を発生させない対策が重要だと

考えております。その対策としては、さきに挙げた資産調査員による年金調査や金融機関への照

会のほか、ケースワーカーの家庭訪問による生活実態の把握、あわせて、毎年、保護受給者に対

し資産や収入の申告義務について丁寧な説明を行っています。また、通帳等の写しの徴収による

資産申告、また課税データによる突合調査などを実施して、早期に徴収金を判明できるよう努め

ております。 

 

 

◯河野清史委員  早期対応は、非常に大事だと思います。 

 回収困難な場合、不納欠損として取り扱っておりますが、平成 27年度は 6,154万 3,794円が不

納欠損として処理されておりました。これにより、区の財政にどのような影響があるのか伺いま

す。 

 

 

◯保護第一課長  弁償金は、本来支出する必要のない扶助費になります。全額回収できれば財

政負担はございませんが、生活保護受給者には資産等がございませんので、消費してしまった収

入を回収することは大変困難な状況であります。 

 また、分納による返納の途中で死亡した場合等は残額が不納欠損となりますが、不納欠損にな

った場合、不納欠損額のうち４分の３は国庫補助に申請できますが、４分の１は区の負担となって

おります。 

 

 

◯河野清史委員  このように負担が大きくならないように、今後、弁償金、特に徴収金を増加さ

せないためにも、適切な支給や自立への支援が重要だと思っております。 

 そこで、生活保護者の日常生活においては、健康管理、金銭管理などが大切だと思います。特

に、生活保護費の約半分を医療扶助が占めておりますため、これらを減らしていく努力が必要だと

考えます。 

 一般的には、家計が苦しい場合、医療費について考えて、支出を減らすために適度な受診回数

にしたり、効能が同じであればジェネリック医薬品を選択するなど、家計の負担を減らす努力をし

ていると考えます。 
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 年々増加している扶助費を考えると、本人の意思があるとはいえ、さらなる説明の実施や理解を

促していくことが必要ではないかと考えますが、伺います。 

 

 

◯保護第一課長  扶助費の約５割を占める医療扶助の削減対策において、ジェネリック医薬品

を勧奨することは大変有意義な施策であると認識しております。 

 本区でも、被保護者向けのパンフレットの全受給者世帯への送付、江東区薬剤師会の協力によ

る薬局窓口での周知、ジェネリック医薬品がある先発医薬品の大量使用者への個別通知とジェネ

リック医薬品の使用の勧奨などを実施しております。 

 これらの対策による効果としましては、平成26年4月のジェネリック医薬品の処方実績が数量割

合で 60.42％であったものが、平成 28年 4月には 68.58％と 8.16ポイント増加しております。今後

とも、周知及び勧奨に努めてまいりたいと存じます。 

 

 

◯河野清史委員  引き続き、よろしくお願いします。 

 また、金銭管理においても、生活保護受給者の方は、借金等をしますと収入から返済に当てな

ければならなかったり、働いて収入を得ている場合などは、その収入の報告漏れなどがあると思

います。特に、就労については、平成 26年からスタートいたしました就労自立給付金により、生活

保護脱却のためのインセンティブが強化されたことで自立を促進できると思いますが、これについ

ての周知徹底はどのように行われているのか伺います。 

 

 

◯保護第一課長  生活保護受給者の方が就労を開始した時点で、就労による自立を目指してい

ただくために、就労自立給付金の説明をケースワーカーより行っております。 

 そして、就労による生活保護廃止になった際に申請をいただき、就労自立給付金を給付しており

ます。 

 ただし、自立ができなければ本給付金は活用できないので、まず、就労することを第一の目標に、

これまでどおりハローワークとの連携を含めた就労支援策の充実にも努めてまいりたいと存じま

す。 

 

 

◯河野清史委員  最後に、生活保護になる手前の生活困窮者に対して、自治体の任意事業で

ある家計管理に関する相談事業を実施すれば、その方の生活再建につながるきっかけになるの

ではないかと考えますが、伺います。 
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◯保護第一課長  生活困窮者自立支援法に基づく事業について、国や東京都では、法の目的

を実現するために、任意事業を含めた全ての事業を全自治体において実施することを推奨してお

ります。 

 本区としても、家計相談事業は大変有効な事業だと考えております。現在は、主に東京都の生

活再生相談窓口を案内しておりますが、国や東京都が求める平成 30 年度までの実施を踏まえて、

現在、検討を行っている段階でございます。 

 

 

◯河野清史委員  今、国会で提出されております、我が党も推進してきました無年金対策の法

案が可決されれば、来年の 10 月から、年金加入期間が 10 年以上の方は年金が受給できると聞

いております。返還金など、さまざま対応があると思いますが、今後とも自立への支援に力を入れ

ていただきたいと要望し質問を終わります。 

 

2016.10.04 : 平成 28年決算審査特別委員会 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。 

 まず１点目は、私道整備助成事業について伺います。 

 平成 25年度から申し込み件数の増加を目的に、上限額が 600万円に変更になりましたが、平成

27年度の新規の利用件数及び利用状況をお伺いします。 

 

 

◯道路課長  平成 27年度の私道整備助成事業の実績について御説明いたします。 

 私道整備助成は大きく分けまして、道路の舗装に対する私道整備助成、道路に埋設されており

ます下水道に対する私道内下水施設整備助成等がございます。平成 27年度の実績といたしまし

ては、私道整備助成件数が 17件で、助成金額が約 4,400万円でございました。また、私道内下水

施設整備助成件数が 14件で、助成金額が約 3,400万円でございました。 

 

 

◯河野清史委員  金額が以前は一括でできたのかもしれませんし、上限が定められたことで工

期が何年にもわたるケースが多いと思います。新規件数はわかりませんでしたけれども、近年そ

ういう中で、毎年人件費の高騰や資材価格の高騰などで、当初予定していた工事費用では採算を

とることが難しいような状況もあるのではないかと推測いたしますが、現状はいかがでしょうか。 

 

 

◯道路課長  河野委員から御指摘のあったとおり、助成金額の上限を平成 25年度より 600万円

とさせていただいております。この金額につきましては、平成 19年度から平成 23年度まで５年間
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の助成金額を参考に算出してございます。 

 平成 19年度から平成 23年度までの労務単価や建設資材の単価を現在の平成 28年度の単価

と比べますと、先ほども普通作業員が 1万 5,000円台から 1万 9,800円という話もあったのですけ

れども、人件費の高騰と建設資材価格の高騰がありまして、同じ上限 600万円の範囲でやったと

しても、年々助成できる範囲が狭くなっている現状がございます。 

 

 

◯河野清史委員  そのような状況を考えますと、再度、上限金額の変更もしくは予算枠の拡大な

ども検討してはどうかと考えますが、伺います。 

 

 

◯道路課長  人件費や資材価格の高騰と同時に、将来消費税も増税が予定されていることも勘

案いたしまして、道路課内で現在上限額の見直しの検討を行っているところでございます。 

 

 

◯河野清史委員  引き続き現状に合った形でよろしくお願いします。 

 それとともに、最近、私も私道内下水施設整備について御相談を受けまして、お手伝いさせてい

ただきました。そのときはトラブルが起きてから話がスタートいたしまして、現在、私道の特に下水

管の老朽化が進んでいる状況だと思います。今、本区でも私道整備の築年数を把握しております

が、問題が起きてから住民合意をとって進めていくには時間がかかってしまいます。特に９割助成

のところは負担額の支払いが発生いたしまして、支払いの時期も考えますと、情報提供すること、

またはそういうきっかけをつくっていくことが大事だと思っております。大きなトラブルが起きないう

ちに、このような情報提供を進めるべきと考えますが、伺います。 

 

 

◯道路課長  トラブルがないように助成制度の情報提供をということにお答えいたします。 

 私道内下水施設整備助成につきましては、対象となる私道が行きどまりであっても、両端が区道

に接していて通り抜けができる私道でありましても、助成率は９割となってございます。残りの１割

を地元の私道に接している区民の方々に御負担いただくということになります。 

 本来は私道の整備や維持管理につきましては、私道の所有者が行うという大原則がございます

が、区民の生活環境の向上に資するという観点から、本助成制度がございます。私道助成につき

ましては、区ホームページで現在周知しているところでございますが、今後区報なども活用し、本

助成制度の内容や目的について、広く区民に周知することを検討してまいります。 
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◯河野清史委員  よろしくお願いします。 

 ２点目、交通安全普及啓発事業について伺います。 

 先ほど御質問もございましたが、特に平成 27年度の自転車事故は前年より増加しているとお伺

いいたしました。平成 27年度の本事業で特に力を入れてきたことをまず伺いたいと思います。 

 

 

◯交通対策課長  平成27年度中の取り組みについてでございますけれども、まず普及啓発にお

きましては、平成 27年 5月に区報の一面で、「区内で重大な交通事故が多発」という記事を掲載し、

注意喚起を図っております。この中で自転車利用についても訴えているところでございます。また、

10月には改めて一面を使いまして、自転車の安全利用、ルール・マナーの啓発を行ってございま

す。 

 また、事業としましては、平成 27年度から新たにこどもまつりで自転車シミュレーターを活用して

自転車教室を開催したほか、先ほども御答弁の中で申し上げましたが、中学生を対象とした自転

車教室ですけれども、こちらは３年間に１回の受講ということを基本にしておりますので、例年五、

六校の実施なのですが、平成 27年度は 11校で開催したところでございます。 

 また、自転車事故や自転車ルール・マナー違反が顕著になってきているというのも、この平成 27

年度をピークとしてございますので、６月には副区長を座長といたしまして自転車利用環境推進方

針検討委員会を設置し、「まもる」、「はしる」、「とめる」の観点から検討を進めてきたところでござ

います。 

 この検討を踏まえまして、本年度より高校生、一般成人を対象とした自転車教室の開催でありま

すとか、自転車通行空間の整備に努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  新たにそういういろいろな事業を展開されまして、平成 28年に対象の幅を広

げてこられたということで、努力を評価したいと思いますが、交通事故を減らすためには、不断の

取り組みが本当に必要だと思っております。 

 先ほども答弁がありました江東区の自転車事故におきましては、特に違反が多いということで、

調べましたら、その中でも特に安全不確認、また交差点安全進行義務違反が突出しているように

思われます。 

 以前、私も東京都が行っておりました自転車シミュレーターを経験させていただきました。いつも

真っ直ぐ進むことばかり意識しておりますけれども、自転車シミュレーターは常に出発時に後方確

認しないと出発いたしませんで、何度も指摘されてしまいました。本区も平成 27年度はコミュニティ

サイクルでサイドミラーをつけて検証しておりますが、歩道から車道への急な飛び出しなど、車を

運転している人はヒヤッとすることは少なくありません。 

 日ごろから後方確認が習慣化できるように推進していくべきと考えますが、この点を伺います。ま
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た交差点での事故防止のために、特にトラックなどがピラーで歩行者等を確認できないことがある

ことへの注意の呼びかけや、現在警視庁が進めている交差点アイコンタクト運動をさらに徹底して

いくべきと考えますが、伺います。 

 

 

◯交通対策課長  まず、後方確認の習慣化でございますけれども、河野委員が御体験されたよ

うに、自転車シミュレーターにつきましては、後方確認をしないとスタートができないというプログラ

ムになってございまして、こちらは引き続き実施していきたいと考えてございます。また、小学生を

対象とした自転車教室におきましても、発進時の後方確認を徹底するよう、直接児童に体験をして

もらっているというところでございます。 

 コミュニティサイクルのサイドミラーですけれども、こちらにつきましては、近く利用者アンケートを

実施する予定でございまして、今後の普及啓発につなげていきたいと考えてございます。今後さま

ざまな形で後方確認の定着を図ってまいる考えでございます。 

 次に、交差点での事故防止についてでございますけれども、御指摘のトラックに対する注意の呼

びかけにつきましては、警察においては交差点でのストップ作戦というものを実施しております。ま

たトラック協会等に対しましても、助手席側に安全窓というのがございますけれども、カーテンであ

りますとか、その視界を妨げないよう荷物をどかすように指導を行っているところでございます。 

 また、アイコンタクト運動でございますけれども、先日交通対策課のある職員が交通事故に遭い

まして、幸い軽傷でしたけれども、ドライバーが全くその職員のことを見ていなかったという状況で

ございまして、身をもってアイコンタクト運動の必要性というのを痛感したところでございます。こう

した経験も生かして今後広報に努め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。 

 先日国内都市行政視察で金沢市に伺った際に、自転車施策について学んでまいりました。その

中で、地域の事故の多いところで毎年起きている場所などを検証して、事故防止のための整備を

し、さらに地域の交通安全教室などで実際に事故多発場所をお知らせしながら注意を促している

ことに感心いたしました。本区においても事故情報を検証して、事故防止の方策をとることも重要

と考えますが、見解を伺います。 

 また、本区において、実際の事故が多いところ、また地域で危ないとのお声がある場所など、地

域の方からの情報も大切と感じます。今後の交通安全対策に生かす工夫をしてはどうかと考えま

すが、あわせて伺います。 

 

 

◯交通対策課長  まず、事故多発場所を周知して注意を促すことについてでございます。 
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 警視庁におきまして、交通事故の発生場所が一目でわかります交通事故発生マップというもの

をホームページ上で公開してございます。本区のホームページからもリンクを張ってございますけ

れども、こちらを見ますと、結局事故は区内全域あらゆるところで起きているという状況でございま

す。もちろん、その中で多発地帯というものもございますけれども、啓発に当たりましては、事故は

どこでも起こり得るのだと、そういう意識を持っていただきたいと考えてございまして、注意喚起と

交通ルールの遵守をまずは訴えていきたいと考えてございます。 

 なお、事故情報のいわゆるマクロ的な活用ということにつきましては、自転車通行空間の整備優

先エリアを検討する際に、自転車事故多発エリアというのはどこかということを勘案し選定してござ

いまして、今後もさまざまな場面で事故情報は活用していきたいと考えてございます。 

 また、地域の情報の活用についてでございますけれども、それぞれの場所というのは、毎日のよ

うに交通状況は変化してございます。したがいまして、区で全てを把握するというのが困難な状況

の中で、やはり地域の方々からの情報というのが非常に重要と考えてございます。 

 区にもさまざまなこうした情報が寄せられているところでございまして、一つ一つ現場を確認し改

善しているところでございますけれども、システムとしましては、昨年度から通学路の安全点検を

継続的に実施することとしておりまして、この中ではＰＴＡや地域の方々にも参画をいただくとして

ございます。こうした形で今後も地域の方々からの情報を取り入れていきたいと考えてございます。 

 以上です。 

 

 

◯河野清史委員  引き続き交通事故ゼロに向けての取り組みをよろしくお願いします。 

 ３点目、区民住宅等について伺います。 

 平成 25年度決算審査特別委員会で、区民住宅の空き室に対する区の対応の改善について質

問してまいりましたが、平成 27年度空き室などの現状をお伺いいたします。 

 

 

◯住宅課長  区民住宅の平成 27年度の空き室の状況についてでございます。 

 亀戸四丁目にございます区民住宅ウインズパレス亀戸ですけれども、部屋数が全部で 33戸ご

ざいます。平成 27年度の空き室は、平均しまして約２戸から３戸というところで推移している状況

でございます。また直近では、平成 28年 10月 1日時点での空き室というのが２戸という状況でご

ざいまして、前回御質問いただいたときよりも空き室の状況は改善し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  改善してよかったと思います。 

 優良民間賃貸住宅借上事業ですが、契約が 20年間ということで、平成 30年 5月に契約満了と
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なります。当初の目的は、当時人口減少に伴い中間所得層の定着のために行っておりましたけれ

ども、今日人口が増加している本区においては、その役割は果たしたのではないかと思いますが、

まずこの見解を伺います。それとともに、今後契約満了に伴う再借り上げについてはどのように検

討されているのか伺います。 

 

 

◯住宅課長  河野委員の御質問の中にあるとおり、区民住宅というのはバブル期の地価の高騰

ですとか、建設価格の高騰で、中間所得者層でも区内に住むことがなかなか難しいという状況が

ございました。その影響もあって、人口がいっとき減少したというときがございました。区としては、

人口の流出を防いで定住化を図ることを目的としまして、区で中間所得者世帯向けの住宅施策の

一環として、国の特定優良賃貸住宅制度というものを活用しまして、区が民間の賃貸住宅を平成

10年から平成 30年までの 20年間借り上げて管理を行っているというものでございます。 

 河野委員が御指摘のように、現在は当時の状況と異なりまして人口が増加傾向ということもあっ

て、今後も増加が予測されているというところもあり、また区への定住化は進んでいるという状況も

勘案しまして、区民住宅の社会的な役割というものは十分達成できたのかと考えてございます。ま

た、オーナーからも平成 30年以降再借り上げをしてほしいという要望が今のところ出ていないとい

う状況でございます。 

 そういった状況から、今後再借り上げを実施するということは、現時点では考えていないという状

況でございます。また、新たに入居の契約を結ぶ際にも、契約者の方に対しては、平成 30年 5月

で借上期間が満了する旨は伝えていますし、区のホームページでもその旨は記載しているという

状況でございます。 

 以上でございます。 

 

 

◯河野清史委員  契約満了を見据えて、今後は高齢者や障害者、ひとり親家庭などへの居住支

援に力を入れていくべきと考えますが、最後に伺います。 

 

 

◯住宅課長  河野委員の御指摘のとおり、今後の高齢化の進展等もあって、高齢者、ひとり親

世帯という、いわゆる住宅確保要配慮者と我々は呼んでいますけれども、そういった方たちへの

居住支援は必要と考えてございます。 

 それは、区民住宅の契約が終了する、しないにかかわらず、区として対応しなければならない課

題であり、本区のみならず、ほかの自治体でも同様の状況と考えてございます。そのため居住支

援協議会の構成員から御意見を伺ったり、あとは他自治体の居住支援事業を参考にしながら、既

存の民間賃貸住宅ストックの効果的な活用も踏まえまして、今後の居住支援のあり方というものを
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現在検討し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  以上で質問を終わります。 

 

2017.09.29 : 平成 29年決算審査特別委員会 本文 

◯河野清史委員  おはようございます。 

 私からは、総務費の中で４点質問させていただきます。 

 まず初めに、生活安全対策事業について２点お伺いします。 

 １点目が、こうとう安全安心メールについてです。まず、平成 28年度は、事務概説を見ると、加入

者が鈍化しているような感じをうかがえますが、状況と、まず認識を伺います。 

 

 

◯危機管理課長  こうとう安全安心メールについてのお尋ねでございます。 

 防犯情報の配信からスタートいたしました、こうとう安全安心メールでございますけれども、東日

本大震災後の見直しによりまして、平成 23年 11月から防災関連情報と防災行政無線放送の内

容について、こちらの配信を始めたところでございます。 

 平成 23年度末からの加入者でございますけれども、平成 27年度末まで、年平均でおよそ 2,600

件の増となってございました。また、御指摘のとおり、27年度と 28年度の比較におきましては、800

件余の増にとどまっております。 

 こちらにつきましては、27年度までに希望する方の登録がある程度進んだことによる鈍化である

と認識し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  今現在、総数的には約２万弱と認識しておりますけれども、江東区民が 51万

人ということで、少し数を増していったほうがいいんじゃないかと思っております。 

 あと、平成 29年 3月には水害の関係の防災関連事項を追加したり、平成 23年からはＪアラート

も発信できるようになっていると思います。どちらかというと、こうとう安全安心メールは防犯中心に

進められてきたのかと思っているんですが、防災の面も強くＰＲして、積極的加入を促していくべき

と思いますけれども、見解を伺います。 

 

 

◯危機管理課長  防犯中心から防災の面もＰＲしてはどうかということでございます。 
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 河野委員御指摘のとおり、平成 23年、Ｊアラートの情報をもとにした配信の開始、また、ことし 3

月でございますけれども、気象警報、また、津波警報の解除報の配信、また、国民保護情報の一

部の自動配信を開始するなど、配信する情報の充実を図ってきたところでございます。 

 また、今月から、国民保護情報の全項目について自動配信を開始したことや、また、11月に実

際にＪアラートと連動した訓練を行うことから、11月はこの区報でこうとう安全安心メールのＰＲを

行うことを予定してございます。今後も、積極的にＰＲしながら加入者の増加に努めてまいります。 

 以上です。 

 

 

◯河野清史委員  私は防災行政無線、よくいろんな形で放送されておりますけれども、これもこ

うとう安全安心メールで送られてきます。聞き逃したときに振り返られるので、すごく便利と感じて

います。ぜひとも、幅広い世代に普及していただきたいと思います。 

 １点確認ですけれども、緊急時ですが、今、平時は通常流れてきますけれども、2011年の東日

本大震災のときは、特にメール受信がおくれたことがありました。本メールにおきましては、この点

は大丈夫なのかどうか確認させていただきます。 

 

 

◯危機管理課長  東日本大震災発生時のメールの遅延につきましては、携帯電話の基地局、ま

た中継局のダメージであるものと確認したところでございます。先月、今月の弾道ミサイルが北海

道上空を通過した事案の際でございますけれども、12の道と県がＪアラートの対象地域となりまし

て、多くの市町村でメールによる情報配信が同時に行われてございますけれども、メールの受信

に遅延が発生したとの情報は今のところ確認してございません。 

 また、本区契約の配信会社では、これまで発災時において遅延は発生していないということでご

ざいまして、緊急時の対応に問題がないと考えておりますけれども、今後も配信業者との連携をさ

らに密にして発災時に備えてまいります。 

 以上でございます。 

 

 

◯河野清史委員  よろしくお願いします。さらなる加入促進を要望したいと思います。 

 次に２点目です。特殊詐欺についてお伺いします。本区の平成 28年度の、まず被害状況、また

特徴をお伺いしたいと思います。 

 

 

◯危機管理課長  平成 28年中ということで集計しておりますので、こちらのほうでお答えさせて

いただきますけれども、28年の特殊詐欺の発生件数は 89件でございます。被害金額は 2億 1,275

万 8,726円ということになっておりまして、27年と比べますと、件数が 24件の増、被害金額はおよ
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そ 2,000万円の減となってございます。 

 手口の特徴でございますけれども、オレオレ詐欺の被害が一番多くなっておりまして、順に架空

請求詐欺、還付金詐欺となっております。 

 以上でございます。 

 

 

◯河野清史委員  やはり被害件数がふえているということで、相手方もかなり巧妙で、被害に遭

って悲しむ方もふえているので残念でございます。 

 これを防ぐために、以前、江東区のほうでも無料貸与しております自動録音機、こちらが有効じ

ゃないかと思うんですけれども、今、配布されていますところの効果、また、今後も活用してはどう

かと思いますけれども、その見解を伺います。 

 

 

◯危機管理課長  自動通話録音機の御質問でございます。平成 27年の夏から自動通話録音機

の無償貸与を開始いたしております。これまで区や警察署での貸与がおよそ 650台ということにな

っておりますけれども、8月末現在では設置した世帯における被害はないと聞いております。 

 また、今後も警察署と連携の上、被害に遭う確率が高いと判断された 65歳以上の単身を含む世

帯に対しまして貸与を行って被害防止を図ってまいります。 

 以上でございます。 

 

 

◯河野清史委員  ぜひともよろしくお願いします。 

 それで、先日、敬老の集いとかにも参加させていただいて、警察の方、オレオレ詐欺を含めて特

殊詐欺について講演されておりましたけれども、いろんな機会で皆様お聞きはしていると思います。

何がいいかという特効薬はないと思うんですが、日ごろの取り組みが大事だと思います。 

 その中で、先ほど出ましたオレオレ詐欺、また架空請求詐欺、さらに還付金詐欺、これが多いと

言われています。特にオレオレ詐欺においては、警視庁のチラシを見ますと、親心スイッチが入っ

て、息子を助けなきゃというので、人には相談できないという心が働くと言われておりまして、それ

がオフにできるような形はないのかなと思いますし、架空請求詐欺や還付金詐欺においても、や

はりなかなか相談できない。そういうのが狙われて来ていると思います。 

 その際に、やはり日ごろの啓発が大事なので、イラスト入りなど、シミュレーションや訓練ができ

るような、イメージができるような工夫、さらにはこうとう安全安心メールの活用、促進などが必要と

思いますけれども、お伺いします。 

 

 

◯危機管理課長  これまで区では、庁舎や出張所設置の大型ディスプレイでの啓発、また、ケー
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ブルテレビを活用した防犯情報の配信、チラシ、三角ＰＯＰの作成、配布、地域での防犯講話、警

視庁の特殊詐欺根絶キャラバン隊イベントなどで劇団による被害防止啓発などを行ってきてござ

います。親心スイッチをオフにできるよう、また、不審な電話が来たら、すぐに家族や警察署、区役

所への相談につなげるよう、これまで行ってきた対策に加えまして、シミュレーションを交えた防犯

対策や実際の手口を映像により紹介するなどについて今後、検討してまいります。 

 また、こうとう安全安心メールの活用では、今年度の防犯関連のメール配信、件数 37件のうち、

特殊詐欺被害の防止に関連するものが 16件、43％となっております。これからも引き続き詐欺の

手口を速やかにお伝えするなど、メール配信による被害防止にも努めてまいります。 

 以上でございます。 

 

 

◯河野清史委員  よろしくお願いします。 

 それはそれとしても、地域のつながりはやはり大事だと思いますので、さらに声かけ、また、相談

できるような地域づくりも私も取り組んでまいりたいと思っています。 

 続きまして、コミュニティ活動情報発信事業についてお伺いします。 

 ことこみゅについてです。まず、平成 28年度のアクセス数や登録団体数など、前年比と比較して

状況をお伺いしたいと思います。 

 

 

◯区民協働推進担当課長  ことこみゅネットへの御質問にお答えいたします。 

 平成 28年度のアクセス数は月平均 5,405件、年度で 6万 4,857件でございました。前年度に比

べると、やや減少してございますが、アクセス数は他の 10の区などで設けている同様のサイトと比

べると、中位ぐらいのところにございます。登録団体は 205団体ございまして、例えば積極的に記

事を掲載されて、区内各地で活動しているおもちゃ病院江東という団体からは、イベント参加者が

ふえて非常にやりがいがあるという感想をいただいております。 

 なお、昨年度末の区の公式ホームページのリニューアルにあわせて、ことこみゅネットもよりわか

りやすい形にリニューアルにしてございます。 

 以上でございます。 

 

 

◯河野清史委員  ことこみゅネット、申しわけないですけれども、私は、まだそんなに活用させて

いただいていないんですが、いろいろチラシも更新したりとかで、工夫されて、登録しやすいように

とか、ホームページがつくりやすいような工夫をされているのは認識しています。 

 ことこみゅネットは、やはり地域でいろんな活動をされている団体を紹介しながら、また、それと

区民の方をつなげていく重要なサイトだと思っています。 

 今現在、文化観光課、また、スポーツ振興課などでは、社会教育関係団体、約 800以上あると思
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うんですけれども、さらに江東区の社会福祉協議会、こちらでは地域サロンなどを行っておりまし

て、地域サロンと、あと、子育てサロンをやっていると思います。 

 これらの団体もやはり区民の皆様と関係がある活動をされておりますので、ぜひとも加入促進、

また、加入登録のしやすい、そういう連携や工夫が必要と思いますけれども、見解を伺います。 

 

 

◯区民協働推進担当課長  御質問にお答えします。 

 現状では、文化、スポーツなどの社会教育関係団体や男女共同参画登録団体、そういった

1,000件を超える団体の各所管と連携いたしまして、団体の新規や更新登録の際に、ことこみゅネ

ットのわかりやすいチラシを郵送したり、手渡しで登録を促しているようなことをしてございます。 

 また、御質問にありました社会福祉協議会のふれあい・いきいきサロンは地域で孤立しがちな高

齢者や障害者、子育ての中の親子などを対象とした居場所づくり、仲間づくりの活動を支援する仕

組みでございます。110団体があるというふうに聞いてございますが、そうした団体にも今後、社会

福祉協議会に依頼して、他団体同様、ことこみゅネットへの登録を促してまいりたいと考えてござ

います。 

 また、ことこみゅネットの登録は、実は区民協働の担当者が団体が出された申請書に基づきまし

て、団体の基本情報を全て入力してから団体にＩＤとパスワードをお渡ししておりますので、その登

録自体は極めて簡単なこととなってございます。 

 こうしたことを今後もさらに工夫して、加入促進をしてまいりたいと考えてございます。 

 

 

◯河野清史委員  区民とそういう活動団体をつなぐサイトとして、これからさらに拡充されること

を願います。 

 ４点目です。こうとうＰＲコーナー運営事業について伺います。現在、ららぽーと豊洲にございま

すこうとうｉキューブ、また、これを質問するのに久々に見てまいりました。 

 まず、平成 28年度の広報、どのような工夫をされて発信されていたのか伺いたいと思います。 

 

 

◯広報広聴課長  こうとうｉキューブの御質問についてお答えいたします。 

 平成 28年度の広報内容ということでございますけれども、ｉキューブの展示内容は柱の４面を使

いまして、目線の高さに合わせて上段を一般向け、そして下段のほうはこども向けとして区のキャ

ラクターのほか、区の人口、それから面積、区の生い立ち、それから埋め立ての歴史など、左右に

動く、変化する写真などを使って工夫してございます。そのほか、区のＰＲビデオの放映ですとか、

区のパンフレットを配架してございます。 

 平成 28年度におきましては、これらの写真パネルの更新ですとか、ビデオ放映で区を紹介する

視点から観光などを中心としましたケーブルテレビの再編成を定期的に更新しましてＰＲに努めて
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きたところでございます。 

 以上でございます。 

 

 

◯河野清史委員  こうとうｉキューブは一番最初に置いた場所から今、移動して、２番目の場所だ

と思うんですけれども、先日伺ったときには、以前目の前にあった宝くじ売り場も、多分売れないの

か、場所を移転しておりまして、人通りが余りないのかなという感じを受けますけれども、やはり目

にとめていただける、また、足をとめていただける、せっかく広報するのであれば、それが必要だと

思っています。 

 例えば、今、区役所２階にあるようなクイズコーナーとか、また、今、区民に応募しています熱い

まちＫＯＴＯ動画アワードの映像など、やはりそういう内容の充実、また、工夫が必要と思いますけ

れども、伺います。 

 

 

◯広報広聴課長  ｉキューブに足をとめていただく工夫ということの質問でございますけれども、

現在、こども向けのキャラクターを集めまして、ゲーム感覚で遊べる展示を行ってございます。タッ

チパネルを使ってゲームを設置するという御提案でございますけれども、こどもたちの興味を持た

せるには効果的と考えてございますけれども、費用対効果ですとか、スペースの確保等の課題が

あると認識してございます。 

 また、ＰＲ動画コンテストの作品上映につきましては、現在の放映番組とあわせまして、効果的な

放映内容を検討してまいります。 

 また、今後のｉキューブの工夫といたしましては、2020のオリンピック・パラリンピック大会に向け

まして、壁面のパネル１面を使いまして、競技会場ですとか、実施競技を紹介するコーナーの設置

を今、予定してございます。 

 河野委員の御提案の内容を含めまして、多くの方が立ちどまって興味を持っていただけるような

こうとうｉキューブに取り組んでまいります。 

 

 

◯河野清史委員  以前、豊洲は施設的に大きいところがなく、豊洲シビックセンターができて江

東区のシンボル的なものができたと思っています。 

 また、豊洲市場などもこれから移転を予定しているところで、今後、このｉキューブもどのようにし

ていくか検討もしていかなければいけないのかと思いますけれども、その辺の御見解を伺いたい

と思います。 

 

 

◯広報広聴課長  ｉキューブの豊洲シビックセンター内のＰＲコーナーの設置についての御提案
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でございますけれども、ららぽーと豊洲以外の臨海部に訪れる方へのＰＲコーナーの情報発信と

いうことで言いますと、これまで開場予定の豊洲市場ですとか、にぎわい施設のエリア内にＰＲス

ペースを整備することを東京都へ求めてきているところでございます。 

 今後、開場の動向を注視しつつ対応してまいりたいと思ってございます。豊洲シビックセンター内

の設置はそれらのことを踏まえまして総合的に検討していきたいと思います。 

 いずれにしましても、2020東京オリンピック・パラリンピック大会に向けまして、これは絶好の大き

なチャンスと捉えておりますので、本区の魅力を多くの方に伝えるよう情報発信に努めてまいりた

いと考えてございます。 

 以上でございます。 

 

 

◯河野清史委員  さらなる魅力発信よろしくお願いいたします。 

 以上で質問を終わります。 

 

2017.10.02 : 平成 29年決算審査特別委員会 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。１点目が、福祉会館管理運営事業

等について伺います。 

 まず、平成 28年度、福祉会館の利用状況、また公設民営の千田福祉会館を含めて伺いたいと

思います。あわせて福祉会館利用者の比較的多い利用などを伺いたいと思います。 

 

 

◯長寿応援課長  福祉会館の利用状況ということで、利用人数の観点から御答弁申し上げます。 

 まず、福祉会館は、区内に７施設ございますが、平成 28年度の利用者数は７館合計で約 1万

4,900人、前年比マイナス 5,400人でございました。また、７館合計での１日の平均利用者数は 541

人でございます。 

 公設民営の千田福祉会館につきましては、直営でありました平成 25年度の年間利用者数が約

2万 5,600人です。民営後の 26年度以降は年間約 28,000人前後で推移しており、利用者の増に

つながっ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  地域の憩いの場として、福祉会館はすごく重要だと思っています。先ほどあわ

せて質問しました比較的多い利用は、いろいろ将棋とか、さらに入浴施設などもあって、これから

利用者も、さらに地域の方も利用していただきたいと強く願っています。 

 その中で、お声としてよくお聞きしますのが、入浴の利用状況ですけども、現在、本区では、通年
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で使えますけれども、７月から９月に関しては髪を洗っていいことになっております。なぜ７月から９

月だけにしているのか、通年では認めていない、その理由をお伺いします。 

 

 

◯長寿応援課長  今の御質問の御答弁の前に、先ほどの御質問の御答弁といたしまして、平成

28年度の利用者数は７館合計で 1万 4,900人と申し上げましたが、14万 9,000人の誤りでござい

ます。大変失礼いたしました。 

 それから、比較的多い利用内容ということでございますけども、福祉会館の利用者につきまして

は、受け付け後は思い思いの状況で御自身の体調や趣味に合わせた過ごし方をされているとこ

ろでございます。 

 また、入浴についてでございますけれども、準備の関係から、入浴時間については午前 11時か

ら午後３時までとさせていただいておりまして、限られた時間の中で皆様、多くの方に御利用いた

だくために、特に洗髪後に女性などはドライヤーで髪を乾かすという作業も伴うことから、利用者

間のトラブルを避ける意味でも、御猶予いただくようにお願いしているところでございます。 

 また、７月から９月の夏の時期につきましては、来館された時点で汗をかいている方も多くござい

ますので、試行的に洗髪を御利用いただいているというところでございます。 

 以上でございます。 

 

 

◯河野清史委員  23 区で高齢者のこのような入浴施設をやっているところをお伺いいたしまして、

調べましたところによりますと、15区で入浴時間でも髪を洗っていいと認めております。条件という

か、認めるとは書いていないんですが、ほかに２区もありまして、本区でも利用者の向上にぜひ通

年で利用されてもいいんではないかと思うんですけれども、ふれあいセンターも多分同じような状

況だと思います。 

 先日、ある福祉会館にお伺いしまして、現場を見せていただいて、立派なお風呂だと、すごくいい

と思いましたけれども、現場の方からお声を聞いて、実際、この７月から９月に髪を洗っています

が、トラブル等も特にはないようなお話も聞いておりまして、本区でも入浴の利用範囲の拡大、ぜ

ひ検討していただきたいと思いますけれども、見解を伺いたいと思います。 

 

 

◯長寿応援課長  各区では、洗髪を認めている施設が多いという御指摘でございました。23区、

ほかの区の施設での利用者数や、利用状況、あるいは浴室の利用時間等々について、詳細につ

きましては把握してございませんが、現状、本区では、洗髪について利用者から多くの要望が出て

いる状況であるという認識は特にございません。また、福祉会館につきましては、生活の場という

ことではなくて、憩いの場という意味からも、特に洗髪そのものを問題視しているという状況ではご

ざいませんが、今後、利用者のアンケートや懇談会などの機会を捉えまして、ニーズを把握した上
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で、洗髪については今後も検討してまいりたいと考えてございます。 

 以上です。 

 

 

◯河野清史委員  さっぱりして皆さんと仲間づくり等をしていただければと思いますので、ぜひ積

極的に御検討をよろしくお願いいたします。 

 ２点目です。生活困窮者自立支援について伺います。 

 まず、平成 28 年度、自立相談支援事業の新規相談件数、また支援計画につながった方の件数、

また、27年度からこちらはスタートしているわけですが、自立につながった件数などをお伺いした

いと思います。 

 

 

◯保護第一課長  平成 28年度の自立相談支援事業の新規相談件数、支援計画につながった

人数、それから 27年度４月以降の自立ができた方の数ということの御質問でございます。 

 生活困窮者の自立相談支援事業は、生活困窮者から相談を受けまして、その人ごとの支援計

画を策定し、自立に向けた支援を行う事業でございます。そこで、御質問の新規相談件数と支援

計画につながった件数ですが、新規相談件数は、平成 28年度は 674件、支援計画につながった

のが 367件となっております。 

 次に、平成 27年 4月以降の自立ができた方ということですが、平成 27年度が 51名、平成 28

年度が 92名の方が自立に伴い、支援計画が終結しております。したがいまして、平成 27年 4月

以降、平成 28年度までに自立できた方は、合計で 143名となっております。 

 以上です。 

 

 

◯河野清史委員  着実に自立への支援につながっていると思っています。また、江東就職サポ

ート事業などでも、就職につながったということで、約５割以上の方が就職実績を積んでいるという

ことで、こちらの支援事業は、寄り添う支援としてさらに充実していかなければいけないと思います。 

 また、支援計画を進めている方はフォローされていくと思うんですけれども、相談には来たけれ

ども支援には至っていない方、こういう方もいると思います。その後、社会的に孤立しないように地

域での支援づくりは大切だと思いますが、本区での取り組みを伺います。 

 

 

◯保護第一課長  支援計画に至らない場合の孤立させないような取り組みということの御質問

でございます。 

 支援計画に至らない場合というのは、生活保護に至るほどでもないけれども、事業の対象にも

当てはまらない、そういったケースでございます。このような場合、相談を継続するという場合もあ
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りますが、一旦終了する場合もございます。ただ、相談を終了しましても、当然、再度相談に来るこ

とを促したり、これは事情等にもよるんですけども、一定期間後にこちらのほうから再度電話を入

れるとか、あるいは社会福祉協議会であるとか、民生委員の方であるとか、その他関係機関の紹

介をしたりとか、情報連携をするというような対応をとっております。 

 我々、支援担当の窓口としては、身近な相談窓口として常にともに悩みを共有するように努めて

いきたいと、実際に努めているところでございます。 

 以上です。 

 

 

◯河野清史委員  よろしくお願いします。 

 相談に訪れる方への対応が、一歩踏み込んだ支援につながると思っています。私も何度か御相

談を受けまして、区役所の受付窓口にお連れしたことがございます。その際、受付は台が高いの

で、人がいるかどうかいつも中をのぞき込んでお声をかけさせていただきます。その際にいつも聞

かれるのは、「生活保護の相談ですか」とすぐ聞かれることが少なくありません。生活保護にならな

いために一生懸命訪れた方への自尊心を傷つけるおそれを感じました。 

 今後、受付や相談場所などの工夫、また受け付け対応の改善が必要と感じますが、伺います。 

 

 

◯保護第一課長  まず、受け付けについての御質問ですが、生活支援相談窓口は、相談業務

のワンストップサービス窓口として設置したものであります。そこで、生活保護相談業務と自立相

談支援業務とが連携し、切れ目のない支援を行うために設けたものであります。 

 したがいまして、相談に訪れる区民の方が初めに接する窓口でありまして、応対については、常

日ごろ我々は注意をしているところでございます。その意味で、今回御指摘のあったような相談に

来られた方の自尊心を結果的に傷つけてしまうというような事例があったことについては、まこと

に申しわけなく思います。 

 受け付け担当はもとより、他の相談担当に対しましても、言葉遣い、応対等について、今後も十

分に注意するように促してまいりたいと思います。 

 次に、受付の台が高いとか、相談場所等についての御質問でございます。この辺につきまして

は、セキュリティの問題だとか、執務スペース等のそういった関係がございますので、その辺の事

情を勘案しながら、どのような工夫ができるのか、その辺を十分、今後検討し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  これからも区民に寄り添った御支援をよろしくお願いいたします。 

 質問を終わります。 


