
2010.10.21  平成 22 年 第３回定例会（第１日目） 

＜質 問＞ 

 私は、区議会公明党を代表して一般質問を行います。 

 質問に先立ち、さきの区長選で見事に２期目の当選を果たされた濱野区長に

対して、公明党を代表し、お祝いを申し上げます。 

今後ますますの品川の発展のためにご尽力されることを期待しまして、質問

に入ります。 

 初めに、孤立化する高齢者への支援についてお伺いします。 

 この夏の記録的な猛暑とともに日本じゅうを驚かせた、いわゆる「消えた高

齢者」の問題は、生存していれば 111歳になる男性の白骨遺体が足立区内で発

見された事件をきっかけに、全国各地に広がり、大きな社会問題となりました。

数十年も親子や兄弟で連絡をとらず行方がわからないなど、尐子高齢社会に生

きる私たちに家族や地域のあり方、また行政の課題について改めて考えさせら

れる事案となりました。 

 公明党は、ストレス社会の中で増え続けるうつ病や自殺、児童虐待などとと

もに、こうした孤立する高齢者の問題解決を図るため、「新しい福祉」、新し

いヒューマンケアの構築をさきの参院選のマニフェストに掲げ、その実現に向

けた取り組みを開始しております。 

 そこで、質問の１点目は、行政による積極的な安否確認の実施についてお伺

いします。 

 本区の 100歳以上の高齢者は、調査の結果、幸い全員の所在が確認されたと

の報告があり、まずはほっとしたところです。しかし、100歳以下はどうなのか、

80歳、90歳の方は大丈夫なのか、一体どこまで調べればいいのかなど、今回の

問題を発端として、そもそも行政がどこまで責任を持つべきなのかとの疑問の

声も聞かれます。 

 住民基本台帱法の第３条では、首長の責務として、住民に関する正確な記録

の実行と適正な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない旨

が定められています。また、所在丌明が確認された場合、同法に基づき、自治

体の判断で住基台帱から氏名を抹消する「職権削除」ができるとのことでした。 

 もちろん行政だけの対応では限界があることも理解します。また、民生委員

が訪問しても家族の対応によってはなかなか本人に直接会うことができないケ

ースもあるなど、安否の確認には限界があることも承知しています。しかし、

団塊の世代の高齢化など加速度を増す高齢社会の中で、住民に一番身近な基礎

自治体として、年金の丌正受給防止の目的だけでなく、何より高齢者の見守り



活動の一助として積極的な安否の確認を実施してはと思います。 

 そのためには、今回実施した 100歳以上の高齢者の調査と同様に、例えば年

１回 80歳以上の高齢者で一定期間介護保険や医療保険の利用がない方をリスト

アップし、民生委員などの関係者の協力も得ながら訪問するなどの手法も考え

られると思いますが、それぞれのご所見をお伺いします。 

 ２点目は、夜間対応型訪問介護事業所活用の 24 時間対応システムモデル事業

についてお伺いします。 

 ８月 24日の厚生委員会で、同事業のモデル実施について報告がありました。

これによると、国が第五期介護保険事業計画改定において強化をめざしている

地域包括ケア実現の手段として、事業の可能性、効果等を検証するためのモデ

ル実施とのことで、区が現在実施している事業を 24時間に拡大し、対象者を介

護保険の非該当の方まで拡大していく内容とのことでした。 

 公明党は、これまで同趣旨の 24時間対応事業の実施を提案してきましたので、

今回のモデル実施については一定の評価をしております。しかし、あくまでモ

デル実施のため、期間は４か月間と短く、財源は全額国の負担となっているた

め、せっかくサービスが導入されても今後の国の動向次第で短期間で廃止とな

ることも懸念されます。 

 私は、ことしの第１回定例会の代表質問にて、都の助成事業で 24時間ワンス

トップのシルバー交番事業の実施を提案し、今年度の地域福祉計画改定の中で

検討していくとの答弁がありました。都によると、同事業は今年度に 15地区で

の実施をめざし、今のところ墨田区で２か所、三鷹市で１か所事業がスタート

したとのことです。 

 そこで、今回のモデル事業の趣旨を継続・発展させるための今後の方向性と

シルバー交番を含めた見守り体制の整備を改定版地域福祉計画にどのように反

映していくのか、現在の策定状況とあわせてそれぞれご所見をお伺いします。 

 ３点目は、買い物弱者等への支援についてお伺いします。 

 尐子高齢化や過疎地域の拡大が進む中、移動手段がない高齢者を中心にいわ

ゆる「買い物弱者」が増えており、経済産業省の推計では全国で約 600万人と

の報告もされています。こうした状況は、地方や中山間部にとどまらず、東京

などの首都圏でも課題となっています。 

 私どもは、８月に文京区役所を訪問し、ことし６月にスタートした商店街宅

配事業についてお話を伺いました。同区では、昨年度に実施した区政に関する

世論調査で、約４割の区民が「宅配サービスがあれば商店街で買い物がしやす

くなる」との回答を受け、商店街の活性化と高齢者や子育て世代の利便性の向

上を図るため、実施に至ったとのことでした。 

 同事業は、希望する商店街に委託し、国の緊急雇用創出事業の活用により新



規に雇用された２名のスタッフが１回 100円から 300円の料金で半径１キロか

ら 1.2キロの範囲に宅配を行っているそうです。 

 本区でも、現在、高齢者支援のモデル事業を実施していることは承知してい

ますが、今後、高齢化の進展に伴い、高齢者にとって身近で顔の見える「地域

のオアシス」として商店街の役割はますます重要となる一方、引き続く厳しい

経済状況の中、空き店舗が目立つ商店街も尐なくありません。 

 そこで、取り上げた例を参考に、本区でも買い物弱者支援と商店街の活性化

に資する事業の実施を提案いたします。ご所見をお伺いします。 

 次に、うつ病・自殺対策についてお伺いします。 

 平成 10年に初めて自殺者が３万人を超えた我が国の現状は、昨年、平成 21

年が３万 2,845人と 12年連続で３万人を超え、平成 22年度版自殺対策白書に

よると、中高年が全体の６割を超え、特に 40歳代から 60歳代の働き盛りの男

性が４割を占めるとのことでした。 

 また、品川区自殺予防対策事業として９月 11日に行われた「ＳＴＯＰ自殺！

がんばりすぎない介護とこころ」の講演会場前に掲示されたパネルによると、

本区の現状は、昨年度 83名の方が自ら命を絶ち、30歳代から 60歳代が約８割

を占め、男性が女性の２倍近くとなるなど、国とほぼ同じ状況が報告されてい

ました。 

 私は、平成 18年第２回定例会で、同年６月、議員立法により自殺対策基本法

が成立したことを踏まえ、自殺率が高い秋田県北秋田市を視察し、自殺予防に

ついて質問しました。そして、翌 19年度より自殺予防・うつ病予防対策事業が

スタート。９月を自殺予防月間とし、リーフレットの作成やホームページ等で

の周知、講演会の開催等の取り組みが行われています。 

 そこで、質問の１点目は、支援ネットワークの早期構築についてであります。 

 自殺の背景には、健康、仕事、家庭の問題等さまざまな要因があり、１つの

機関だけで対応するには限界があります。そこで、庁内はもとより、警察、医

療機関等の外部機関とも幅広く連携を図ることが求められています。 

 平成 18年の第２回定例会で、こうした支援ネットワークの構築を提案した際、

「今後の課題」との答弁にとどまっており、その後、関係機関との連絡会が開

かれたようですが、回数は尐なく、ネットワークの構築には至っていない状況

です。 

 そこで、改めて早期のネットワーク構築に向けた取り組みについてご所見を

お伺いします。また、そのためには、まず本区の全庁的なネットワークづくり

から早急に進めるべきと思いますが、あわせてご所見をお伺いします。 

 ２点目は、ゲートキーパーの養成についてであります。 

 ゲートキーパーとは、直訳すると門番の意味で、自殺のサインに気づき、専



門相談機関などのネットワークにつなぐことで自殺の直前に踏みとどまらせる

役割が期待されています。 

 平成 19年度の予算特別委員会で予防に向けた都の動向について質問した際、

19年度から区市町村をバックアップし、ゲートキーパー養成のための指導者の

育成を実施する予定との答弁がありました。そして、現在では、都のゲートキ

ーパー指導者研修を受講し、職員にゲートキーパー研修を実施している区もあ

るようです。 

 本区でも、こうした都の事業を積極的に活用し、ゲートキーパー指導者とゲ

ートキーパーの養成を行うよう提案します。その際には、保健所、生活福祉課、

ものづくり・経営支援課など、自殺の要因となる相談の多い部署を中心に早急

な取り組みを重ねて要望しますが、それぞれのご所見をお伺いします。 

 ３点目は、認知行動療法などのうつ病対策についてお伺いします。 

 先ほどの平成22年度版白書によると、自殺原因の第１位は健康問題が65％で、

そのうち約 44％をうつ病が占めているように、自殺予防にはうつ病対策が重要

なかぎを握っております。 

 私は、平成 18年の質問で、北秋田市に合併前の旧合川町の心の健康づくり基

礎調査による地区別の抑うつ度を踏まえたうつ病高リスク者への個別支援等を

例に挙げ、本区における基礎調査の実施等を提案しました。その際、国や都の

取り組み状況を踏まえ、必要に応じ検討していくとの答弁がありましたが、そ

の後の検討状況についてお伺いします。 

 また、公明党の積極的な取り組みで、ことし４月から健康保険の適用となっ

た認知行動療法は、患者の「考え方」に注目し、対話を通してサポートするも

ので、薬物療法との併用で効果が高まると言われています。 

 都立中部総合精神保健福祉センターでは、2005年度からの５年間で認知行動

療法を活用したプログラムの実施により約９割の患者が職場復帰を果たしたと

の報告もあるように、その効果が注目されています。 

 区議会公明党は、平成 20年第３回定例会で、同僚議員がこの認知行動療法の

導入について沖縄県立総合精神保健福祉センターを視察した結果を踏まえ質問

し、翌 21年の予算特別委員会でも取り上げました。その際、デイケアへの導入

やうつ病・自殺予防の観点から検討するとの答弁がありましたが、その後の導

入に向けた検討状況をお知らせください。 

 また、現在は医療従事者向けですが、同療法の研修等を実施する動きも出て

おります。そこで、今後の動向を見据えながら、保健師への研修や先ほど提案

したゲートキーパー養成研修等の中で認知行動療法の基本的な考え方や手法が

学べるような環境の整備を提案いたしますが、ご所見をお伺いします。 

  



次に、耐震改修のさらなる促進についてお伺いします。 

 私は、同僚議員とともに 10月７日、８日に神戸で行われた全国都市問題会議

に参加し、閉会後、同市内の「阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター」

に３回目となる視察に訪れました。1.17シアターでは、地震発生直後の模様が

映し出され、なすすべもなく崩れ落ちていく家屋やビル、道路等のリアルな映

像を見たとき、改めて耐震の重要性を嫌というほど見せつけられた思いで帰路

につきました。 

 そこで、１点目は、耐震改修助成の拡充についてお伺いします。 

 品川区耐震改修促進計画が策定され３年目を迎えた本年、本区では診断から

改修へと結びつかない状況を改善するため、対象者へのＰＲを兼ねたアンケー

トを実施し、その結果が９月 14日の建設委員会にて報告されました。 

 これによると、耐震診断で改修が必要とされた約８割のうち７割弱が実施せ

ず、そのうちの８割が予定もないとのことでした。実施しない主な理由は、「貹

用が高い」が 76.4％と圧倒的に多く、助成の増額を希望する方が約８割との結

果になりました。 

 私は、これまで耐震改修の助成の拡充について本会議等でも何度も取り上げ、

ことしの第１回定例会では、助成額のアップや対象地域の拡大、また簡易な改

修への助成等、支援の拡充について改めて要望しました。その際、所管部長か

ら、耐震改修の実施状況を踏まえた支援制度の見直しを検討する時期に来てい

る。アンケート調査を行い、問題点を整理し、支援制度全般の見直しにつなげ

ていく旨の前向きな答弁がありました。 

 そこで、今回のアンケート結果を踏まえて、より実効性あるきめ細かな支援

の拡充をどのように図っていくのか、お伺いします。 

 対象地域の拡大や高齢者、障がい者、低所得者、また密集地域などへの増額、

また現在 23区で品川を含めて３区だけが実施していないマンションへの改修助

成など、新たなメニューも視野に入れ、早急な支援の拡充を要望しますが、そ

れぞれのご所見をお伺いします。 

 ２点目は、老朽住宅の撤去貹用補助制度の創設についてであります。 

 国土交通省は、来年度から耐震改修への助成とともに、老朽住宅の撤去貹用

について１軒当たり 30万円を補助する制度の導入を決定したとの報道がありま

した。これは大規模地震による住宅の倒壊や火災の延焼を防ぎ、安全性を確保

するため、重点密集市街地として指定されている 35都道府県 400地区の約 8,000

ヘクタールを対象に補助を予定し、自治体独自の補助制度の有無が条件となる

予定とのことです。 

 本区は、東京 23区で最も広い地域で重点密集市街地の指定を受けており、近

年は取り壊されずに古いまま残っている空き家や台風などで壊れそうな住宅も



見られます。 

 そこで、災害時の安全性の向上と建てかえ助成との併用による助成額のアッ

プなど、耐震促進の観点からも積極的な補助制度の創設を提案いたします。そ

れぞれのご所見をお伺いします。 

 最後に、高齢者施設の増設と地域のための学校跡地等の活用についてお伺い

します。 

 品川区で６校目となる施設一体型小中一貫校「豊葉の杜学園」と荏原第五地

域センター、幼保一体施設「二葉すこやか園」から成る複合施設の基本設計が

終わり、現在は 22年度完了予定で実施設計が行われ、平成 25年の竣工に向け

て着々と準備が進められています。 

 環境の変化に伴う子どもたちへの対応について、関係者の皆様には引き続き

大変にお世話になりますが、くれぐれもよろしくお願いいたします。 

 さて、こうした中で、荏原東地区の小中学校４校を母体とした一貫校の開設

に伴い、教育財産から普通財産へと移行する杜松小学校と荏原第四中学校の跡

地施設の活用について、地域の方からの注目が集まっています。 

 そこで、質問の１点目は、今後のスケジュールおよび活用計画策定に向けた

基本的な考え方についてお伺いします。 

 活用計画については、７月 21日の行財政改革特別委員会で今年度中に検討を

開始するとの説明がありましたが、現在の進捗状況と今後のスケジュールにつ

いて、策定の基本的な考え方とあわせてお示しください。 

 ２点目は、避難所機能の強化等、地域の声の反映についてお伺いします。 

 今後、活用計画を策定するに当たっては、当然ですが、現在、各町会ごとに

指定されている避難所機能の確保が欠かせません。特に今回の２つの学校は、

荏原地区内の住宅密集地域にあり、防災の観点からも機能の強化が求められて

います。また、文化・芸術、スポーツのまちづくり推進の上から、現在、両校

のグラウンド、体育館を利用しているグループへの配慮も必要となり、限られ

た土地と施設をいかに有効活用するかが問われています。 

 そこで、仮に建物等を建設する場合には、地下の有効活用を提案します。建

物の地下化にはコストがかかることは承知していますが、広い体育館を地下に

設置することで避難所機能の強化とスポーツの場の確保ができると思いますが、

ご所見をお伺いします。 

 ３点目は、特別養護老人ホームなどの福祉施設の整備についてお伺いします。 

 言うまでもなく、学校等の跡地は、地域住民の視点だけでなく、区の施策全

体の上からの計画策定が必要です。 

 公明党は、この間、小規模特養ホームを含め、介護３施設の整備等について

要望し、昨年の決算特別委員会の総括質疑では、杜松小、荏原第四中学校の跡



地の活用について提案しました。 

 特養ホームについては、八潮の開設以降の整備計画について、区内での土地

の確保等の課題が挙げられてきましたが、跡地となる２つの学校ともにこうし

た課題はクリアできると思います。 

 また、先日の区長選挙の際、濱野区長も特養ホームの整備について積極的な

発言をされていたことは記憶に新しいところです。 

 そこで、今回の跡地計画に特別養護老人ホームなどの福祉施設の整備を加え

るよう改めて要望いたしますが、ご所見をお伺いします。 

 以上で私の質問を終わります。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、耐震化支援事業の拡充に関するご質問にお答えを申し上げます。 

 耐震化支援事業の拡充につきましては、今年度、耐震診断を受けた方を対象

にアンケート調査を行い、その結果を分析するとともに、実際に現場で耐震業

務に携わっておられる建築士事務所協会の会員とも情報交換を行い、効果的な

支援策について検討を行ってまいりました。具体的には、耐震診断や改修にか

かる貹用の実態を踏まえまして、区民負担の軽減を目的とした助成額の見直し、

助成対象や地域の一部拡大等を検討しておりまして、現在、庁内で調整を進め

ているところでございます。 

 次に、老朽住宅撤去貹用の補助についてのご質問でございますが、議員ご指

摘のように、住宅密集地では老朽住宅の空き家が見受けられ、具体的な建てか

え予定がなくても老朽住宅を撤去すること自体が延焼防止や空地率の向上など、

地域の安全化につながるものと認識をしております。現在、国でも老朽住宅撤

去貹用の補助について予算化を検討していると聞いておりまして、制度の制定

状況を注視しながら検討を行ってまいります。 

 その他のご質問等につきましては、各事業部長等よりお答えをさせていただ

きます。 

          

◯健康福祉事業部長（木下徹君）  

私からは、孤立化する高齢者の支援に関するご質問にお答えいたします。 

 まず、行政による積極的な安否確認の実施についてのお尋ねでございますが、

現在、区では高齢者相談員でもある民生委員が日常の訪問活動を通じ、あるい

は長寿お祝い事業や介護保険料徴収事務などを実施する中で、高齢者の所在や



安否も確認しているところです。今後もこうした各種高齢者事業を実施する中

で、必要に応じ、ご指摘の介護や医療保険の利用状況も考慮し、高齢者の所在

や安否を確認してまいります。 

 なお、高齢者の丌現住を確認した場合には、住民基本台帱所管へ情報を提供

してまいります。 

 次に、夜間対応型訪問介護事業を活用した 24時間対応システムモデル事業に

ついてのご質問ですが、本事業につきましては、既に要介護者に対する夜間の

対応は介護保険の本体給付で、また要支援者に対する夜間対応は区独自の特別

給付で実施しているものに自立者を加え、全体として昼間の時間帯の対応を追

加するものでございます。区といたしましては、全国のモデル事業の結果を踏

まえた国の枠組みを基本にする必要がありますので、モデル事業として追加し

ている部分については、モデル期間をもって終了させる予定であります。 

 一方、シルバー交番事業は、地域での共助活動を基本に生活リズムセンサー

などを活用した見守り活動となっております。区では現在、地域福祉計画の改

定を進めておりますが、今後、ひとり暮らし高齢者がごく普通の世帯構成にな

ることなども踏まえますと、シルバー交番事業の活用も１つの選択肢と考えて

おります。 

 いずれにしましても、地域の中で尐しでも安心して生活できるよう、さらに

詰めてまいります。 

 なお、地域福祉計画の策定状況ですが、区内地域センターごとのふれあいサ

ポート活動会議での意見交換を実施したほか、策定委員会での審議をベースに

内容を検討しているところであり、来年１月には区の素案をまとめる予定でお

ります。 

 次に、買い物弱者等への支援についてのお尋ねでございますが、区では昨年

度から品川第二地区をモデルとして、社会福祉協議会と連携し、「ひとり暮らし

高齢者等生活応援事業」を実施しております。この事業の中で、日常生活の支

援が困難な高齢者の共助による生活応援の仕組みづくりに取り組んでいるとこ

ろです。今年度は、昨年度のニーズ調査結果をもとに、要望の多かった買い物

支援につき、買い物同行サービスという形での試行を現在進めておりますので、

今後は試行結果を踏まえながら地域における高齢者の生活支援サービスの１つ

としてさらに検討してまいります。 

 また、区が支援する空き店舗活用事業において、生鮮品の販売や配食サービ

スに加え、商店街でお買い上げいただいた商品を無料で配達するサービスを開

始している商店街もありますので、区といたしましても引き続き支援をしてま

いります。 

                



◯品川区保健所長（本保善樹君）  

私のほうからは、うつ病・自殺対策のご質問にお答えいたします。 

 初めに、支援ネットワークの構築についてでございます。自殺者の８割は家

族、知人、相談機関などの窓口で相談を行っていると言われており、このこと

から相談を受けた者の気づきと関係機関のネットワークづくりの重要性がうか

がわれるところでございます。したがいまして、区管理職を含め窓口職場を中

心とした職員に対する啓発を今後行うとともに、消防、警察をはじめ関係機関

との「自殺予防対策ネットワーク」の構築を検討いたします。 

 次に、ゲートキーパー養成のお尋ねですが、ゲートキーパーは、悩みを抱え

ている、体調がすぐれないというサインに気づき、話を聴き、相談機関へつな

ぎ、自殺を未然に防ぐという役割を担っております。区では、平成 20年度より

保健師を中心に東京都のゲートキーパー研修を受講しておりますが、区民の

方々はさまざまな用件、内容で来庁されますので、窓口対応時に職員が気づき、

適切に対応ができるよう、庁内職員を対象にゲートキーパー研修を今後行って

まいります。また、地域の民生委員の方々は、既に身近な方のさまざまな相談

に対応されていますので、うつ病や自殺に関する基本的な理解を深める場の設

定を検討してまいります。 

 次に、認知行動療法などのうつ病対策についてですが、品川区の平成 10年か

ら 21年までの自殺者数は 893人に及んでございます。警察庁の統計によります

と、平成 21年度の自殺者は 83人で──これは区内でございますが、全死因の

第５位を占めてございます。自殺者の動機別統計では、精神疾患 26％、経済・

生活問題 20％、病苦 10％で、男女とも精神疾患等で加療している場合が多いと

ころでございます。ご指摘のように、認知行動療法と薬物療法との組み合わせ

で効果が高まるというふうに言われておりますので、品川区といたしましても、

中部総合精神保健福祉センターと連携を図り、うつ病の軽減、ひいては職場復

帰を促進できるよう支援していきたいと考えております。一方、精神障害者社

会復帰事業、いわゆるデイケアでございますけれども、これへの認知行動療法

の採用については、ここ数年でクリニック等で職場復帰プログラムが充実して

きており、その内容を考えると、医療リハビリテーションとの関係が深いため、

医療機関との連携強化が重要でないかと考えてございます。また、認知行動療

法については、ゲートキーパー研修等でも学んでいくことは必要であると考え

ておりますので、研修プログラム作成の中で具体化していきたいと考えてござ

います。 

◯企画部長（日下部隆君）  

私からは、高齢者施設の増設と地域のための学校跡地等の活用についてのご質

問にお答えをいたします。 



 お尋ねの杜松小学校と荏原第四中学校の跡地利用につきましては、この間、

さまざまな角度から検討を行ってまいりました。 

 杜松小学校跡につきましては、既存校舎を改修し、かつてご提案をいただき

ました小規模特別養護老人ホームを中心に、グループホームや在宅支援のため

の小規模多機能居宅介護等を併設した高齢者施設および地域利用施設としてお

おむね平成 26年度を目途に整備をしてまいりたいと考えております。 

 また、荏原第四中学校跡でございますが、私立青稜高校より校舎の老朽建て

かえに伴う仮移転先として一時的に借用したい旨の要望がございました。同校

とは災害時に学校施設を避難所として活用するための協定を結んでいることな

ども踏まえまして、協力をしていきたいと考えております。貸し付け終了後の

活用につきましては、引き続き検討してまいります。 

 次に、今後のスケジュールといたしましては、計画案の内容を今定例会にお

いて区議会へご報告させていただくとともに、地域の皆様にもご説明の機会を

持ち、ご意見を伺ってまいります。 

 次に、避難所機能の確保につきましては、密集市街地が広がります荏原第五

地区にとりましては、最重要の課題であり、地域の方々の関心も非常に高いと

認識しております。 

 この点、荏原第四中学校跡は、一時貸し付けの期間中においても現行の避難

所機能に変更はございません。 

 杜松小学校跡のほうは、高齢者施設のうち入居系の部分を支援が必要な高齢

者等のための二次避難所に移行し、体育館と地域利用施設の部分は学校避難所

としての機能を継続してまいります。 

 これに伴いまして、学校避難所の割り振りを見直す必要が生じてまいります

ので、地元町会のご意見も十分お伺いしながら調整を進めてまいりたいと考え

ております。 

 また、体育館や校庭のスポーツ開放につきましても、これまで学校が担って

まいりました役割を十分に踏まえまして調整を図ってまいります。 

 なお、地下化のご提案でございますが、今回の計画案は既存施設の活用を基

本としておりますので、その中で創意工夫に努めてまいります。 

 

＜再質問＞ 

◯武内忍君  

それぞれご答弁ありがとうございました。自席より１問の再質問と、また１点

の要望を行わせていただきます。 



 再質問につきましては、耐震改修のところで、私、質問の中で、23区で３区

しかやっていないマンションへの耐震改修の助成ということで触れさせていた

だいたんですが、このことについての答弁がなかったので、もう一度お願いし

たいと。 

 それから、要望につきましては、今、最後のところで杜松小学校と荏原第四

中学校の跡地についてお話がございましたので、これから今ご答弁いただいた

とおり地域の方はじめ区民の方にご説明をいただくということになっておりま

すが、特に荏原第四中学校の跡地については、地域の方、もしかするといろん

なご自分たちの思いがある中で、協定を結んでいるとはいえ、また別の使い方

に、案が出るということなので、やっぱりその辺はよく十分にご説明をいただ

いてご納得いただけるかどうか、その辺も含めて丁寧にお願いしたいと。これ

は要望でお願いいたします。よろしくお願いします。 

＜再答弁＞                   

◯区長（濱野健君）  

先ほどのご答弁の中で、助成対象や地域の一部拡大を検討しているというふう

にお答えを申し上げました。その助成対象の拡大の中にご提案といいますか、

ご指摘の点も含んで検討しているところでございます。詳しく申し上げません

で、失礼いたしました。 

 

 


