
 

               2016.02.17  平成 28 年 第 1回定例会（第 1日目） 

 

＜質 問＞ 

品川区議会公明党を代表し、代表質問を行います。 

初めに、区長の施政方針より、防災対策の強化について質問いたします。 

 間もなく東日本大震災から５年がたちます。この間、被災地の復興支援とともに、風化と風評被

害の２つの風への国を挙げたさまざまな支援によって、ようやく復興の足音が聞こえつつある一

方、いまだ 18 万人に及ぶ方々が避難生活を余儀なくされている現状に思いを寄せ、心の復興へ

向けた本格的な取り組みが必要と感じます。 

 品川区は、災害時の相互援助協定を結んでいる岩手県宮古市と福島県富岡町を中心に、区民

の真心の義援金や支援物資を届け、職員派遣を実施するなど、献身的な支援に敬意を表するもの

です。区長も施政方針で「震災からの教訓を決して風化させることなく、区の防災対策に着実に生

かしていかなければならない」と述べられたように、さきの大震災を自らの教訓として、近い将来

に発生が危惧される首都直下地震等に備えていくことが何より重要であり、この間、防災対策を

区政の最重点課題と位置づけ、強化を図ってきたことは高く評価いたします。 

 区議会公明党は、これまで対策が不十分であった東京湾の津波対策をいち早く具体的に提案

し、非構造部材の耐震化促進や道路下の空洞調査の実施、防災ラジオの配布、崖崩れ等の土砂災

害対策など、さまざまな提案・要望を行い、防災の強化に尽力してまいりました。しかし、油断は禁

物です。「災害は忘れたころにやってくる」は昔の話。以前にも申しましたが、「忘れる間もなくや

ってくる」のが近年の状況です。 

 そんな中、先日公明党関西青年会議主催のフォーラムで基調講演を行った関西大学教授で、人

と防災未来センター長の河田先生によると、21 年前の阪神・淡路大震災以降、人的被害が出た地

震は 140 回を超え、昨年も台風などによる豪雨災害が各地で頻発しており、近年の災害は地球温

暖化の影響で新たなステージに入ったと警告を鳴らしております。今後とも防災に終わりはない

との言葉を胸に刻みつつ、さらなる対策の強化を求めて質問いたします。 

 １点目は、津波対策の現状と課題についてです。 

 区ではこの間、津波対策として海抜標示板の設置やワークショップの実施、民間を含めた避難

施設の確保などを実施しておりますが、現状と成果について伺います。 

 また、ワークショップのモデル地区となった３地域センター管内の町会では平成 24 年度を中心

にワークショップを実施してきましたが、未実施の町会もあるようです。今後の取り組みについて

伺います。 

 ところで、現在 24 か所の区有施設と 13 か所の民間施設が津波避難施設に指定されており、建

物には避難施設を示す看板が設置されていますが、見える距離が限られており、避難所への方向

を示す夜間対応型の標示板の設置が必要と感じます。また、高台に避難する際の夜間表示を望む

高齢者等の声も多く、今後の訪日外国人等の増加も見越した夜間表示等の必要性について区の

ご所見を伺います。 

 さらに、津波の記憶の風化防止のため、３月 11 日や昨年の国連総会で世界津波の日と決定した

11 月５日を中心に意識啓発のイベント等を開催し、宮古市から被災された方を招いて体験等の講

演を実施してはと思いますが、ご所見を伺います。 

 ２点目は、木造住宅密集地域等の初期消火体制の整備についてです。 



 品川区は、首都直下地震の被害想定を踏まえ、都内ワースト１の火災危険度を軽減するため、対

策の強化を進めております。これまで消火栓への接続で初期消火に有効となるスタンドパイプ一

式を町会等の防災区民組織に配備し、街頭消火器の拡充も戦略的に実施してきました。また、スタ

ンドパイプを使っての訓練も各町会等で精力的に実施されており、今後はさらなる対策の充実を

めざす時期に来ていると感じます。 

 そこで、以前にも提案しましたが、スタンドパイプの保管場所から離れている消火栓の近くにケ

ース入りのスタンドパイプ一式を配備し、初期消火の実効性を高めるよう改めて要望します。また、

消火栓がなく、通り抜けもできない路地等には、以前取り上げた水道の蛇口にホースを接続する

簡易水道消火装置、いわゆる街かど消火栓の設置を改めて要望いたしますが、それぞれのご所

見を伺います。 

 ３点目は、感震ブレーカーの設置助成についてです。 

 昨年の予算特別委員会の総括質疑で、国の動向を踏まえた助成の必要性について提案してき

たことから、今回助成が予算化されたことは評価いたします。そこで、対象者や対象地域、助成金

額等、助成の概要についてお知らせください。 

 また、分電盤タイプへの助成と聞いておりますが、国のガイドラインでは、強い揺れの後、安全

な避難に配慮して遮断が数分後となる機器が要求されております。そこで、助成対象機器の性能

等について併せてお知らせください。 

 また、さきの第４回定例会で要望したブレーカー遮断による停電時の避難行動や人工呼吸器等

の医療用機器への対応等について、助成の実施に当たりどのように区民へ周知されるのか伺い

ます。起震車に感震ブレーカーを設置して防災訓練等で周知啓発を実施している自治体もありま

すが、品川区でも起震車への設置やリニューアルオープンするしながわ防災体験館での効果的

な周知・啓発を提案しますが、ご所見を伺います。 

 ところで、新年度予算では助成件数が既存住宅 100 件、新築 10 件となっておりますが、昨年か

ら先行実施している足立区では、11 月１日から募集を開始したところ、12 月上旬には 50 件の枠が

いっぱいとなり、新年度は 400 件の助成を予定しているようです。そこで、万が一早い時期に申

請がいっぱいとなった場合には、補正予算での拡充を図るなど柔軟な対応を要望しますが、ご所

見を伺います。 

 ４点目は、道路下の空洞調査の促進についてです。 

 品川区は、平成 25 年度から３年計画で防災上重要な緊急啓開道路や病院、避難所周辺を中心

に空洞調査を実施しています。区議会公明党は、平成 24 年第３回定例会で提案したことから、同

調査が実効性をもって区民の安全・安心に寄与しているのか注視してまいりました。区ではこれま

で 105 キロの区道の空洞調査を実施し、すぐに補修が必要な空洞について、都との役割分担を踏

まえた補修を実施してきました。そこで、３年間の実績と成果について伺います。 

 私は、昨年の決算特別委員会で今後のオリンピック・パラリンピックを見据えてさらなる空洞調査

の実施を訴えましたが、来年度以降の調査の実施についてご所見を伺います。 

  

次に、子育て支援のさらなる充実についてお伺いします。 

 国では、一億総活躍社会の実現をめざし、希望出生率 1.8、介護離職者ゼロなどを掲げ、子育て

支援や介護の充実を図ろうとしております。今国会では、昨年の決算特別委員会の総括質疑で会

派が取り上げた子どもの貧困対策について、公明党の推進により、ひとり親家庭への児童扶養手

当を第２子、第３子以降の支給額の倍増が予定されており、第２子は 36年、第３子以降は 22年ぶり



の引き上げとなる予定です。 

 品川区はこれまで、子ども医療費や妊婦検診の無料化、各種ワクチン接種助成など、「子育てす

るなら品川」との呼び名にふさわしい支援を実施し、新年度予算には会派として推進してきたしな

がわネウボラネットワークや産後ケアの拡充、ロタウイルスワクチン助成が盛り込まれ、すまいるス

クールの時間延長等も低所得者支援も踏まえた内容となっており、高く評価するものです。 

 そこで、子育て支援の先進区としてその名に恥じないさらなる支援の充実を求めて質問いたし

ます。 

 １点目は、待機児童対策のさらなる充実についてです。 

 待機児童の解消や保育サービスの充実は子どもの貧困対策に直結し、子育て支援の充実を図

る上で避けて通れない喫緊の課題です。区は、これまで総合的な待機児童対策として平成 22 年

度から６年間で 3,624 名の受け入れの拡大を実施し、新年度には 300人規模のひろまち保育園の

開設をはじめ、854人の拡大を予定しています。また、来年には国家戦略特区の活用による公園で

の保育園設置を西大井広場公園内で、再来年にはしながわ区民公園で予定し、今後他の公園でも

検討していくなど、あらゆる方法で待機児童の解消に努めていることは評価いたしますが、それ

でも解消に至らない現状があります。そこで、ことし４月入園の申し込みを踏まえた待機児童解消

の今後の見通しについて伺います。 

 さて、国では昨年、2017 年までの保育の受け皿の拡充目標を 40 万人から 50 万人へ引き上げ

ることが確認され、新年度予算では認可外となる企業内保育所の５万人分の新設に向けた補助

金の支給が予定されておりますが、区ではこうした状況を注視しつつ、区内の大手企業等に積極

的に開設を働きかけていくべきと思いますが、ご所見を伺います。 

 ところで、区の直近の人口推計を踏まえた保育需要の増加により、保育園のさらなる増設を加

味しても、待機児童の解消が平成 28 年度から平成 30 年度と２年間おくれることがことし１月の文

教委員会にて報告されました。区長も施政方針で「人口増を見込む現況から、今後さらなる拡充

が必要」と述べられていますが、平成 31 年度以降に予定されている民営化への移行も踏まえた

今後の保育園の増設に向けた考え方と方向性についてご所見を伺います。 

 ２点目は、不妊治療費助成の拡充についてです。 

 区では、平成 18年から子どもを望む夫婦の支援として、人工授精などの一般不妊治療助成を実

施し、翌年には所得制限の撤廃と増額を行い、報告のあった平成 21 年度から 26 年度の６年間で

761組の夫婦が妊娠されました。区議会公明党は、平成 12年に相談窓口の設置、翌 13年には経済

的負担の軽減など、不妊治療の支援を推進してきましたが、不妊に悩む夫婦に希望と勇気を与え

る当事業のさらなる拡充が必要と考えます。現在、不妊治療助成は 23 区で 10 区が実施し、一般

不妊治療の助成は品川区のみと認識しています。区は幅広い支援策構築のため、都で実施の体

外受精や顕微授精などの特定不妊治療でなく、助成のなかった一般不妊治療に着目されたこと

は評価します。 

 一方、他区は医療保険対象外で、費用が高額な特定不妊治療への負担感を和らげるため、都に

上乗せして特定不妊治療に助成を行っており、どちらの考えも理解できます。国では公明党の強

い推進で、１月 20 日成立の平成 27 年度補正予算で特定不妊治療の助成が初回治療分 15 万円か

ら 30万円に倍増され、男性の治療にも最大 15万円を実施する大幅な拡充が図られました。今後、

都の特定不妊治療助成の増額につながるものと期待しますが、それでも高額な特定不妊治療に

対する負担の軽減を求める声には応え切れていない現状です。 

 区長は、施政方針で「出生率の向上が今後の重要ポイントと捉えている」「子どもを産み育てる



なら品川区という評価を改めて高められるよう邁進する」と述べられました。そこで、子育て先進

区品川として、１組でも多くの夫婦に品川区の応援で子宝を授かったと喜んでもらえるよう、区と

して都の特定不妊治療助成への上乗せ助成を提案いたします。併せて男性への特定不妊治療助

成も要望しますが、それぞれご所見を伺います。 

  

次に、訪日外国人への観光施策の充実についてお伺いします。 

 報道では、昨年日本を訪れた外国人が過去最高の 1,973万人余と前年比 47.1％増になり、2020

年に 2,000 万人の達成をめざしてきた国の当初計画を大幅に前倒しする勢いとなっております。

そんな中、品川区は 2020年オリンピック・パラリンピックの競技会場を抱える自治体として、訪日外

国人をはじめとする多くの方々に訪れていただけるよう、さらなる観光施策の充実に取り組んで

おります。 

 質問の１点目は、品川区を訪れる外国人数などの基礎データの収集についてです。 

 観光施策の推進には、誰にどんなサービスを提供するかのターゲットの絞り込みが重要で、基

礎となる観光関連のデータの収集が必要となります。区が現在、ことし４月の施行に向けて策定

中の都市型観光プランにも観光統計等の整備とあるとおり、観光施策の充実には国や都の統計と

ともに、区内を訪れた外国人数や国籍等、区独自の基礎データの収集とノウハウを持った人材や

支援体制の整備が不可欠です。新年度のプレス発表には、（仮称）品川区観光振興協議会を発足し、

幅広い展開を図るとあり、同協議会にはホテル業界や鉄道事業者等も加わる予定と聞いておりま

す。そこで、協議会の参加団体等と連携した観光基礎データの収集とターゲットの絞り込みの実施

を提案いたしますが、人材確保の考え方と併せてご所見を伺います。 

 ２点目は、外国人観光客の集客に向けたリサーチ等のマーケティングについてです。 

 言うまでもなく、訪日外国人と一口に言っても、国や文化等の違いによって日本の魅力に対す

る感じ方や求めるものが違うため、集客に向けたリサーチとマーケティングが重要です。区と市

町村交流をしている山北町では、昨年 11 月とことし１月の２回にわたり、外国人を対象とした「やま

きた町歩き」を実施し、外国人でなければわからないまちの見どころについて、観光資源の発掘と

検証を行ったとのことでした。参加者は、韓国、中国、ブラジル、フィリピン、オーストラリア、台湾、

ベトナム、カザフスタンの８か国の方々で、まち歩き後の住民交流会で意見交換を行い、今後は住

民向けの講習会等を実施する予定と聞いております。 

 品川区でも昨年 12 月、青少年地域ボランティアによる外国人おもてなしの事業を実施し、青少

年のボランティアからなる役立ち隊のメンバーや区職員が事前に区内のおすすめスポットを選定

し、ブラジル、メキシコ、ベルギー、中国、韓国の方々と旧東海道や戸越銀座を歩き、人力車やせん

べい焼き等の体験もされたとのことで、「日本の伝統的なものは非常に魅力的でおもしろい、次

回も楽しみにしています」、「ぜひもう一度招待していただきたい」等の好意的な意見が多数寄せ

られたと聞いております。 

 しかし、事業目的は青少年育成のため、観光施策への直接的な連携は図られておりません。区

には水辺空間や神社仏閣などの歴史資源、また、伝統工芸やものづくり、そして商店街などの観

光資源があり、こうした資源の有効活用と効果的な情報発信を図る上で、今後は先ほどの青少年

による取り組みも踏まえ、外国人による魅力発見のまち歩き等を実施し、マーケティングの充実を

図るよう提案いたします。その際には、日ごろおつき合いのある大使館や姉妹都市、友好都市の

方々にもご協力いただいてはと思いますが、併せてご所見を伺います。 

 ３点目は、文化財の有効活用についてです。 



 品川区には、絵画・彫刻・史跡・天然記念物など 141件の区指定文化財があり、国や都指定のもの

を含めると 180 件を超えています。こうした文化財は、区民にとっては言うまでもなく、品川を訪

れる外国人にとっても貴重な歴史の産物であり、価値ある観光資源である一方、ほとんどは区の

所有でないため、ＰＲ不足等もあり、あまり知られていないのが現状です。また、管理上の課題も

あり、常時開放されていない文化財が半分以上あり、観光の視点から考えると大変にもったいな

い状況です。 

 私は昨年、元証券アナリストで現在は国宝や重要文化財の補修を手がける小西美術工藝のデ

ービッド・アトキンソン社長の著書「新・観光立国論」を拝読しました。氏は著書の中で、観光資源とし

て文化財を活用する上で展示パネル等の整備と外国人向けのガイドの重要性について指摘され、

そのための財源の１つとして、文化財への見学料を提案しております。 

 そこで、品川区が文化財を観光資源として有効活用を図る上での課題や展示パネル等の整備、

観光ガイドの導入に向けた課題について伺います。また、課題解決を図るため、創設予定の文化ス

ポーツ振興基金の活用等、財源の確保についてご所見を伺います。 

 ４点目は、観光地域づくりについてです。 

 私は、昨年 10 月に長野市で開催された第 77 回全国都市問題会議に参加し、観光地域づくりプ

ラットフォーム推進機構会長の清水愼一さんの話を伺いました。氏は「観光地域づくり」を提唱し、

観光を通じた交流から生まれた経済効果や活力、創造力によって地域課題の解決に結びつけるこ

とを呼びかけておりました。また、高齢者や障がい者が課題と感じている買い物や交通の便、バリ

アフリー、トイレなどの悩みは外国人などの観光客にとっても不満となっており、そうした視点で

まちづくりを進めることで、「住んでよし、訪れてよし」の観光地域づくりができるとのことでした。

品川区は幸い交通の便がよく、商店街も区内に遍在しており、地方と比べるとインフラ整備が進

んでおりますが、今後の外国人観光客の増加に向けた高齢者や障がい者、また外国人に優しいま

ちづくりの推進についてご所見を伺います。 

 また、観光地として素通りされるだけのまちではなく、観光の交流を通じたさまざまな効果をよ

りよい地域づくりに生かすための取り組みについて、ご所見を伺います。 

  

次に、商店街支援についてお伺いします。 

 このたびの第１回定例会で町会・自治会の活動支援の条例案が提出され、区の最大のパートナ

ーである町会等の活性化の一助になることが期待されておりますが、一方で町会と匹敵するよき

パートナーとして忘れてならないのが商店街です。最近拝読した「23 区格差」という書物には、品

川区は何でもあるが、突出した特徴に欠ける何もない品川と表されており、残念ながら瞬間的に

言い得て妙と思ってしまった自分を恥じました。 

 しかし、その中での光明は「カギを握るのはお節介な商店街」とあるとおり、区内を切れ目なく

覆い尽くす 105 の商店街を中心としたコミュニティの存在は、まさに品川の象徴であると感じて

おります。 

 しかし、一方で大型店の進出や、景気回復道半ば、後継者不足等で存続を迫られる店舗も少な

くない状況も見受けられ、品川区はプレミアム商品券をはじめとしてさまざまな補助金等を創設

し、商店街の支援を図っており、その中でも比較的多くの商店街にくまなく支援の手が届いてい

るのが装飾灯維持管理費補助事業です。 

 同事業はこれまで平成 21年度に補助額倍増、26年度には電気料値上げに伴い２割を増額、８割

を超える電気代がカバーされている小規模商店街もあり、26 年度は 3,700 万円余の補助実績と



なっておりますが、近年は廃業する商店が増え、補助を差し引いた電気料金さえも負担に感じて

いる商店街も少なくありません。 

 私は先日、平成 27 年２月に装飾灯のＬＥＤ化を行った原町商店会の会長からお話を伺う機会が

ありました。同商店会は会長のリーダーシップのもと、総額約 1,200 万円のうち、都の補助金を除

く 200 万円強を商店会で負担し、52 基 104 個の電球をＬＥＤ化したところ、同程度の明るさを保ち

つつ契約電力が減らせたことで、これまで月平均約７万 7,000 円かかっていた電気料金が約１万

8,000 円程度におさまり、４分の１に削減できたとのことでした。 

 また、区からの装飾灯補助で電気代が全て賄える見込みが立ち、今後の商店会活動への励み

になったと伺いました。ＬＥＤ化を実施した主な商店街では、３割～５割の電気料金の削減がなされ

ておりましたが、初期費用が高額な上、電球のみの交換では区からの補助もないため、ＬＥＤ化を

行っている商店街は 27 と少なく、全体の３割程度にとどまっている状況です。こうした状況下で、

今後水銀に関する水俣条約の発効が迫り、商店街装飾灯のＬＥＤ化が必要となる課題に対して品

川区はどのように認識されているのか伺います。 

 私は、平成 26年の決算特別委員会でこの課題を指摘し、街路灯のＬＥＤ化の促進を訴え、新年度

は街路灯に加えて区有施設や公園の照明も計画的なＬＥＤ化が促進されますが、商店街の装飾灯

はどうなるのでしょうか。区がイニシアチブをとって対応していくべきと私は考えます。 

 そこで、先ほどの原町商店会の取り組みや同条約の趣旨を幅広く商店街に説明し、啓発を促す

とともに、都が特定施設推進型商店街事業として実施している電球のＬＥＤ化助成に区が上乗せ

の助成を実施し、商店街装飾灯の早期ＬＥＤ化を促進するよう提案いたします。結果的に区の装飾

灯補助額の大幅な削減につながり、商店街の負担とリスクの軽減に役立つものと確信いたします

ので、ぜひとも前向きな答弁をお願いいたします。 

 

 次に、空き家対策の促進についてお伺いします。 

 区では、一昨年の 11 月に空き家等の適正管理等に関する条例が制定され、昨年の４月から施行

されています。区議会公明党は、これまで多くの区民の方から空き家に関する相談をいただく中、

条例の制定を推進してきましたので、本条例が区民にとって安全・安心の一助となるよう、実効性

のある取り組みを求めて質問いたします。 

 １点目は、条例施行後の現状についてです。 

 私は一昨年、豊町六丁目に長年お住まいの方から相談を受けました。周辺に空き家が増加し、空

き地には雑草が生え放題、使用不能な小型トラックや通行人が捨てたと思われるごみも放置され、

夏に発生した多数の蚊により乳幼児が被害に遭い、治安の悪化や災害時の火災の延焼が危惧さ

れ、何とかしてほしいとの内容でした。しかし、地域住民や区からの再三に及ぶ訴えに対して、所有

者は一向に改善の気配すらなく、解決に至らない状況が続いていました。ところが、条例施行後に

地域住民による適正管理を求める署名が区長宛てに提出された状況を耳にした所有者は、これ

までの対応がうそのように、車のみを残して雑草やごみの撤去を行い、一定の改善が図られまし

た。昨年の決算特別委員会の質疑では、条例施行後の認定ケースは２件とのことですが、その後

の審議会の開催と条例の認定状況についてお知らせください。 

 また、先ほど紹介したケースのように、認定前に一定の改善が図られたケースはどれくらいある

のか。条例施行後の空き家等の改善状況と条例の効果、また、認定に向けた課題について、それ

ぞれご所見を伺います。 

 ２点目は、空き家の管理代行システムの構築についてです。 



 条例の施行により、法的な裏づけのもと対策が進められることは、区民の安全安心につながる

ものとさらなる促進を期待しますが、少子高齢社会が加速度を増す中、新たな空き家の発生防止

と適正管理の促進に向けた仕組みづくりが必要と感じます。 

 私は先日、一般社団法人街活プランナーズ主催の「空き家問題と街づくり」シンポジウム～空き

家は地域資源だに参加しました。講師の相模女子大学人間社会学部松下教授の話で、町会・自治

会や郵便局、新聞、牛乳配達等の民間事業者の協力による空き家予備軍の情報収集の仕組みづ

くりと空き家や空き地の定期巡回や清掃、定期的な換気、庭の草むしり等のいわゆる見守りを町

会等が有料で実施している地域があることを伺いました。こうした仕組みが可能となれば、空き

家の発生を一定程度食いとめ、空き家となった場合でも管理不全には至らずに適正な管理が可

能となります。もちろん、町会等の地域住民の皆様の理解と協力が不可欠ですが、条例の第５条に

区民等の役割として、「居住地域等の空き家や空き地が管理不全状態にならないよう、近隣の区

民等と相互に協力するよう努めるものとする」とあるように、行政頼みでなく、地域力を発揮した

協働のあり方が問われております。 

 区議会公明党は先日、品川区の空き家対策について事業の一環としてフィールドワークに取り

組む清泉女子大学の地球市民学科の学生の方々と懇談しました。 

 同大学は、これまで商店街での困り事インタビューやすまいるスクールへの協力、また、災害時

の学校施設の使用に関する協定など、区政に対してさまざまな視点で協力いただき、昨年３月に

は教育・文化、健康福祉、環境、まちづくりなどの施策における包括的な連携・協力に関する協定を

締結するなど、区政発展のよきパートナーとして課題解決へのさまざまな提言が期待されており

ます。懇談の際、「地域で高齢者が多いため、若い人がいるだけで励みになる」との町会等の声を

受けて、空き家の管理など何らかの形で地域に協力できないか検討したいとの決意を述べる学生

たちの意識の高さを強く感じました。その後、同大学内で１月 26 日に行われたフィールドワーク最

終報告会にも参加した際、複数の町会関係者や専門家の意見、また、私ども会派との懇談も参考

にされ、空き家の管理代行システムについて提言されておりました。そこで、こうした清泉女子大

学等の若い力や、先ほどの街活プランナー等の専門家と連携した管理不全の空き家の発生を防

ぐ官民連携の仕組みづくりを構築するよう提案いたしますが、ご所見を伺います。 

  

最後に、いじめ防止対策推進条例についてお伺いします。 

 今定例会にて、品川区いじめ防止対策推進条例が提案されました。品川区議会では平成 24 年

に区内中学生のいじめが誘因の１つとされる痛ましい出来事を受け、同年 12月、第４回定例会の最

終本会議にて、二度と同じ過ちを繰り返さないよう、「いじめ解決、豊かな心の育成に向けた取り

組みの強化に関する決議」を全会一致で可決し、品川区および品川区教育委員会に対して対策の

強化を求めてまいりした。 

 そこで、今回条例が提案されたことは、さらなる取り組みの推進を図るものと理解しますが、こ

の間、さまざまな対策が実施されている中、この時期に提案に至った経緯について概要と併せて

お伺いします。 

 私は、平成 19 年第３回定例会にて、兵庫県川西市の先行事例の調査を踏まえ、いじめ対策とし

て区長部局に第三者機関の設置を提案し、区内での痛ましい事件を受けた平成 24 年第４回定例

会では、同僚議員が改めて提案を行いました。今回条例で第三者機関が設置されることは評価し

ますが、実効性を図る上での今後の取り組みが重要となります。本条例では、教育委員会にいじ

め対策委員会、区長部局にいじめ問題調査委員会の設置が予定されておりますが、それぞれの設



置目的と事業内容、また、両委員会の関係性について伺います。併せて、実効性を持たせるため

の取り組みについて、ご所見を伺います。 

 以上で、区議会公明党の代表質問を終わります。ご清聴ありがとうございました。（拍手） 

 

＜答 弁＞ 

○区長 （濱野健君） 

私からは、防災対策の強化についてお答えいたします。 

 まず、津波対策の現状でありますが、区民が日ごろから地盤の高さを認識し、津波に対する意

識を高めていただけるよう、海抜標示板を区内低地部の 632か所に設置しております。また、津波

への対応力の向上のため、浸水被害が想定される低地部の町会や小学校を対象としたワークショ

ップや勉強会を順次開催しております。対象の９町会、６小学校のうち、これまでに８町会、３小学校

での開催を終えており、平成 30 年度までには残りの町会、小学校で実施してまいります。 

 津波避難施設につきましては、区有施設を 24 施設、民間施設を 13 施設指定しており、引き続き

さらなる津波避難施設の確保に努めてまいります。 

 次に、津波対策の成果でありますが、ワークショップ等への参加者はこれまでに延べ 1,228 人に

のぼっております。終了後のアンケートでは、「毎日歩いているまちですが、改めて危険箇所が多

くあることに気がついた」との意見や、「いざというときにパニックに陥らないように、ふだんから

しっかりと考えておきたい」との意見をいただいており、津波への対応力の向上や意識啓発とし

ての効果を確認しております。 

 次に、避難所への方向を示す標示についてですが、区におきましては、災害時の避難行動は災

害の種類にかかわらず、状況に応じて適切な経路を判断し、避難されるよう啓発しております。特

に津波は浸水した水量によって避難経路も変わる場合もありますので、特定の避難経路や方向を

示す標示板については設置しておりませんが、６か国語を併記した蓄光式の津波避難施設の看板

や英語を併記した海抜標示板を区内各所に設置してまいりました。今後もＬアラートやデジタルサ

イネージの活用、万国共通のピクトグラムの採用などにより、視覚・聴覚、多言語対応や夜間表示

等を考慮して、さまざまな手段による災害時の情報伝達の強化について検討してまいります。 

 次に、意識啓発イベントの実施についてですが、ご提案の講演を含め、防災意識の高揚を目的

としたさまざまな方策を検討してまいります。 

 次に、木造住宅密集地域等の初期消火体制の整備についてですが、区では以前のご提案も踏

まえ、木密地域を中心に、初期消火体制の強化に取り組んでいるところであります。スタンドパイ

プにつきましては、平成 26 年度に全ての防災区民組織を対象としてセット一式を 137 組、ホース

などの部品を 32 組追加配備いたしました。その際、複数の消火栓を使用しやすいように、区と防

災区民組織が相談をいたしまして保管場所を決めました。したがいまして、必ずしもある特定の

消火栓の近くに設置できないのが現状であります。 

 また、簡易水道消火装置「街かど消火栓」につきましては、高額でもあり、また、街頭消火器で代

替できることから、区で設置する予定はございませんが、今後ともスタンドパイプや街頭消火器、

防災区民組織に配備した消火ポンプなど、さまざまな方法により初期消火体制の充実、強化に取

り組んでまいります。 

 次に、感震ブレーカーの設置助成ですが、平成 28年度より木密地域不燃化 10年プロジェクトの

不燃化推進特定整備地区における木造住宅に感震性と通電遮断機能の高い分電盤タイプの感震

ブレーカーを設置する際には、既存住宅に対して５万円を上限に費用の２分の１を、新築住宅に対し



て１万円の助成を考えております。また、周知・啓発につきましては、電気火災に対する効果や特性、

医療機器を使用している場合などの留意事項等をまとめたリーフレットを作成し、対象住宅に配付

するとともに、区のホームページなどでお知らせする予定です。併せて、ご提案のようにしながわ

防災体験館におきましてもパネル展示により啓発してまいります。 

 なお、助成予定件数を超えた場合には、事業の実績状況によって判断をしてまいります。 

 最後に、道路下の空洞調査の促進でありますが、３年間の実績として、すぐに補修が必要な空洞

を 28 か所発見し、補修を完了しております。いずれも事故につながる規模ではなく、早期発見に

より一定の成果を収めたところであります。来年度からは緊急啓開道路であるオリンピック・パラリ

ンピック競技場の周辺区道も含め、既に調査した路線も改めて実施をしてまいります。 

 その他のご質問等につきましては、教育長等よりお答えを申し上げます。 

 

○教育長（中島豊君） 

私からは、いじめ防止対策推進条例についてお答えいたします。 

 本区においては、平成 24年の事案を二度と繰り返さぬよう、翌年にはいじめ根絶宣言を制定し、

学校支援チームＨＥＡＲＴＳや目安箱の設置等、さまざまないじめ防止対策に取り組みました。しか

し、いじめ問題は社会全体において一層複雑化・顕在化しており、区としての教育理念を明らかに

し、学校・保護者・地域住民等の役割を明確にして解決に向けて取り組むことが必要であると考え、

いじめ防止対策推進条例制定の検討を進めてまいりました。 

 そのような中、昨年４月、教育委員会と区長が相互の連携をさらに強化し、教育行政の推進を図

ることを目的とした総合教育会議の設置を契機にさらに検討を重ね、今回の提案に至りました。 

 次に、第三者機関の２つの委員会についてのお尋ねですが、教育委員会の附属機関であるいじ

め対策委員会は、定例の会議において学校の実態を踏まえた意見を述べるほか、重大事態発生

時に事実関係を明確にするための調査等を行います。そして、区長の附属機関であるいじめ問題

調査委員会は、その調査等の報告を受け、重大事態への対処や再発防止を目的として区長が必

要と判断した場合に設置され、あらためて調査等を行うものです。 

 最後に、議員ご指摘のとおり、条例の実効性を持たせるためには、子どもの教育に携わる全て

の人が本条例の目的や内容を正しく理解し、オール品川で取り組むことが大切と考えます。その

ため、教育委員会が定めるいじめ防止対策基本方針をもとに、各学校では自校の基本方針を見直

すとともに、新たに児童・生徒が作成するいじめ防止のシンボルバッジを地域や関係者に紹介する

などして、いじめ防止への意識を高める取り組みを行ってまいります。 

 

○子ども未来部長（金子正博君）  

私からは、子育て支援についてお答えします。 

 初めに、待機児童対策についてですが、平成 28 年４月入園の一次選考時の状況は、申し込み者

が 3,365 人、内定者が 2,180 人でございます。平成 27 年度と比較しますと、入園申し込み者は

428 人増加しましたが、待機児童は減少するものと見込んでおります。 

 なお、昨年実施した新たな人口推計では、乳幼児人口のピークが延伸したことから、このたび

品川区子ども・子育て計画を改訂しました。その中で、今後保育施設の整備を強化することにより、

平成 30 年度末までに待機児童解消を図るものとしております。 

 次に、事業所内保育については、平成 27年度に区が認可する事業として創設され、さらに 28年

度から認可外で柔軟な取り組みが可能な企業主導型保育事業に対し、国の補助制度が実施され



る予定です。区では、これまで既存の事業所内保育施設を有する企業に対し、認可化への働きか

けをはじめとして、しながわ産業ニュースや東京商工会議所品川支部のニュースにより区内企業

に補助制度を周知してまいりました。今後も国の動向を注視し、企業のご要望を踏まえ、さらなる

保育の受け皿確保に努めてまいります。 

 次に、今後の保育園等の増設につきましては、当面保育需要が増加を続ける見込みであること

から、公有地の活用として、公園内の保育園の開設を西大井広場公園に続き、しながわ区民公園

において取り組むほか、八ツ山保育園仮園舎跡地に新設など、さまざまな手法により保育の受け

入れ枠の拡大を積極的に図ってまいります。 

 次に、国による特定不妊治療費助成の拡充については、初回の治療分の助成額を倍増するもの

で、都も平成 27 年度より独自に助成の拡充を行っております。また、男性不妊に対する特定不妊

治療費助成についても、都は昨年度より国に先行して上乗せ助成しております。今回、国や都によ

る特定不妊治療費助成がより一層手厚くなるため、当面はこうした状況を注視してまいりたいと

考えております。 

 区といたしましては、一般不妊治療費助成の利用数が大幅に伸びておりますので、より一層の

周知を図ることで多くの区民の方の利用を促してまいります。 

 

○文化スポーツ振興部長（安藤正純君）  

私からは、訪日外国人への観光施策の充実についてお答えいたします。 

 近年、訪日外国人は年々増加を続けており、平成 27 年には 1,973 万人に達したところです。区

では、４年後の 2020年東京オリンピック・パラリンピック開催に向けた施策を平成 28年度予算の重

点項目とし、積極的に取り組んでまいります。 

 まず、品川区を訪れる外国人数などの基礎データの収集についてですが、現在、観光基礎デー

タは国および都レベルでは収集されておりますが、区レベルでは行っておりません。今後は設置予

定の（仮称）品川区観光振興協議会に加盟する多岐にわたる事業者の特質や専門性を生かし、人

材の確保を図るとともに、推計値を収集し、各種観光施策の展開を図る上での参考資料として活

用してまいります。 

 次に、外国人観光客の集客に向けたリサーチ等のマーケティングについてでございますが、区

では大田区と連携して平成 22 年度から 24 年度の３か年にわたり、首都圏在住の大使館・政府関

係機関・政府観光局勤務の方およびその関係者やホテル滞在中の外国人旅行者を対象にモニタ

ーツアーを開催し、買い物や日本文化を体験していただく中で、国別の趣向を確認したところで

す。これらのツアーで得られたデータは、ビジットジャパン地方連携事業においてモデルコースとし

て提案し、現地旅行博でのセールスに活用しております。今後も外国人を対象にしたモニターツア

ーを開催し、魅力ある観光コースづくりに努めてまいります。 

 次に、観光支援としての文化財の有効活用ですが、日本人・外国人を問わず、その寺社が保有

する古文書や仏像の由来や時代背景をパンフレットや展示パネル、ガイドなどにより詳細に見学者

にお知らせすることが最大の課題であると考えております。その文化財の価値を理解してもらう

ためには、多言語による情報発信が必要です。区としては、個々の寺社への支援ではなく、文化ス

ポーツ振興基金も財源の１つとして活用していくことを視野に、案内標識やまち歩きパンフレット

の充実に努めてまいります。 

 最後に、観光地域づくりについてですが、外国人にやさしいまちは区民にとっても暮らしやすく

住み続けたいまちだと思います。今後も多言語案内板や公衆トイレの充実を図ってまいります。ま



た、観光客の増加は地域住民にとって地域を自慢する契機となることから、歴史や伝統を感じさ

せるまち並みや元気な商店街、近代的なオフィス街や水辺など、品川の持つ魅力を強め、さらに

磨きをかけることにより、「住んでよし、働いてよし、学んでよし、訪れてよし」の品川区をめざして

まいります。 

 

○地域振興部長（堀越明君）  

私からは、商店街装飾灯のＬＥＤ化に関するご質問にお答えします。 

 区といたしましては、これまで商店街が実施する装飾灯の建てかえ経費の助成や東京都事業

における設置費上乗せ助成を実施し、ハード整備を通じたＬＥＤ化の促進に努めてまいりました。Ｌ

ＥＤ化による電力使用量の削減は地球温暖化の防止に効果的で、水銀を使用していないことから、

土壌汚染・水質汚染の防止にも役立つものと考えております。また、水銀の含有量などを十分に抑

えていない灯具などの製造・輸出入が禁止となる 2020 年に向けて、商店街装飾灯のＬＥＤ化にさ

らに対応していく必要があると認識しているところです。 

 ご提案の既存ランプの交換のみのＬＥＤ化にかかる経費助成につきましては、都が５分の４とい

う高い補助割合の事業スキームで実施しているため、これまで区としての上乗せ助成を見送って

きたところですが、今後はＬＥＤ化による電気料金削減などの経済的効果も十分に踏まえ、検討し

てまいります。 

 

○都市環境部長（藤田修一君）  

私からは、空き家対策についてお答えいたします。 

 まず、条例施行後の現状についてですが、現在までに５回の審議会を開催し、２件を管理不全状

態にある空き家に、１件を廃棄物に起因する管理不全状態にある空き地等に認定いたしました。８

月に認定した２件につきましては、助言・指導、勧告を行った上で今月、適正な管理をするよう命令

を行ったところでございます。 

 また、認定前に解決したケースとしては、現在確認できているものは区の意向確認や指導によ

り売却・賃貸などの利活用を決めた案件が９件、除却が 22 件と確実に成果が上がっており、条例

制定の効果はあると考えております。条例に基づく認定に向けた課題でございますが、いかに管

理不全状態を解消し、地域の不安をなくすかが重要でありますので、認定の件数にとらわれるこ

となく、庁内連携による地域の力支援チームとしてしっかりスピード感を持って対応してまいりま

す。 

 次に、空き家の管理代行システムについてでございますが、空き家の管理は所有者の責務であ

ります。区といたしまして、現在適正な管理状態であるかどうかのチェックをしていく中で、所有者

の皆様のお困り事や管理のあり方についてもご相談をお受けしております。今後必要に応じ、既存

の管理代行システムにつなげることや、産学官の連携も含め、町会・自治会、ＮＰＯ、事業者などと

新たな仕組みづくりについて検討してまいります。 

 

＜再質問＞ 

それぞれご答弁ありがとうございました。 

 １点だけ、再要望というか、させていただきます。 

 不妊治療費助成なんですが、今、部長のご答弁で非常に一般不妊のほうが伸びているという

ことで、大幅にそれを拡充されるということで、それは非常にすばらしいことだと思いました。た



だ、特定不妊治療ということで、やはり助成が出てもかなり高額だという中で、今、質問の中でも

入れさせていただきましたけれども、これまで確認されただけでも 800 件近い方が品川区の応

援で妊娠されたということがありますけれども、恐らく都の補助を受けて妊娠に至った方もいっ

ぱいいると思うんですけれども、なかなかそれも把握できない状況もあると思うんですね。そう

したことも含めて、いずれにしても今、子育て支援をしっかり、また施策に改めて位置づけていこ

うという区長の施政方針もありましたので、ぜひともこの特定不妊治療の助成を検討していただ

きたいと思うんですが、もう１回ご答弁をお願いしたいと思います。 

 

＜再答弁＞ 

○健康推進部長（矢野久子君）  

私からは、不妊治療費助成の拡充についての再質問にお答えします。 

 議員ご指摘の特定不妊治療についても、近年たくさんの方がそれを受けているということは

認識しております。また、それに対する費用が大変かかるということも把握しております。そして、

他区においても上乗せの助成はされているということも把握しているところでございますが、繰

り返しになりますが、一般不妊治療というものを品川区で先駆けて実施しているところで、これが

実に 25 年から通して見てみますと、実数の申請された夫婦の数で 785 件、26年が 857件、27 年

がこれは予測ですが、925 件と、まだまだこちらのほうの需要も非常に高いということでござい

ます。区としてどこのところに助成をしていくかというところで、当面はまだまだ人気のある一般

不妊治療について助成を拡充していく意向であり、ただ、特定不妊治療についての助成というも

のも大きな課題としては捉えておりまして、今後とも推移を見守りながら検討していきたいと思

います。 


