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令和２年第２回定例会（令和２年６月１日） 

 

「財政運営について」 

 

◆２５番（中村康弘議員） 杉並区議会公明党の一員として、財政運営について質問を

行います。 

 新型コロナウイルス感染症でお亡くなりになられた方々に心から哀悼の意を表しま

すとともに、療養中の皆様に心よりお見舞いを申し上げます。 

 また、地域の医療を懸命に支えている医療従事者の方々に心から感謝を申し上げます。 

 区は、新型コロナ感染症に関連して、本年度既に３度、総額 627億円に及ぶ一般会計

補正予算を組み、対策を講じてきました。区内基幹病院への財政支援をはじめ、発熱外

来センターの設置や臨時宿泊施設の整備等、区独自の事業も矢継ぎ早に実行してきまし

た。これまでの区長のリーダーシップと実行力、また職員の皆様の御努力を高く評価し

ております。引き続き、区民の命と暮らしを守るため、効果的な対策をよろしくお願い

申し上げます。 

 一方で、災害に強く利便性の高いまちづくりや、進展する高齢化と本格的な人口減少

社会への対応など、コロナ以外の諸課題への対策も着実に進めていかなければなりませ

ん。そして、そのためには、将来に禍根を残さない、持続可能な財政の確保が必要不可

欠となります。非常事態と言える現在の状況下にあって、区は財政運営のかじ取りをど

う行っていくのか。本日はこうした問題意識から質問を行います。一部、他の議員の質

問と重複する項目がありますが、再確認する意味からも質問をさせていただきます。 

 補正第１号で、区がいち早く医療機関へ財政支援を行ったことは、医療崩壊を防ぐ、

先見性に富む対応でした。当面３か月の費用ということで、今回は財政調整基金を取り

崩しての財源対応を行いましたが、本来は国や都が十分な財源の手当てをするべきです。

財源保障について、これまでの国や都との協議状況についてお聞きいたします。 

 また、区はふるさと納税のメニューに「新型コロナウイルス感染症対策」を加え、感

染者向けの病床拡充や発熱外来の設置に伴う区内医療機関への支援、マスク、消毒剤等

の購入経費等に活用していく仕組みを開始いたしました。５月 29日までに 126件、988

万円の寄附の御協力があったとのことでありました。大変にありがたいことです。この

取組に至る経緯や区内外からの反応をお聞かせください。 
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 コロナの区民生活、区内経済への影響について伺います。 

 長期間にわたる自粛により、多くの事業者、個人が大きな影響を受けています。３月

から５月にかけての産業振興センターにおける感染症対策特例資金等に関する相談及

びあっせん状況について、加えて、社会福祉協議会での特例貸付けや住居確保給付金に

ついて、実績をお示しください。また、この間、福祉事務所に寄せられた生活相談にお

いて、コロナの影響によるものはどの程度であったか、お聞かせください。 

 住民への直接の窓口機能を持つ区として、各種支援策が必要とされる方に迅速かつ的

確に行き渡るよう、引き続き御努力をお願いしたいと思います。 

 次に、経済情勢と区財政への影響について伺います。 

 内閣府が発表した今年１－３月期の実質ＧＤＰ速報値では、前期比、年率で 3.4％の

減となり、２四半期連続のマイナスを記録しました。民間の主要調査機関では、４月－

６月期は年率でマイナス 20％程度になるとの予測が相次いでおり、1980 年以降で最大

の落ち込みとなる可能性が指摘されています。 

 区の基幹一般財源である特別区税、特別区財政交付金、地方消費税交付金の課税標準

は、個人、法人の所得や消費であり、経済情勢に直結しています。したがい、経済情勢

の低迷により、区財政も大きく影響を受けることが懸念されるところです。また、これ

らの財源については、不合理な税源偏在是正措置というマイナス要因もあります。 

 こうした歳入歳出の情勢見通しから、本年度を含む当面の財政状況について区はどの

ように予測しているのか、改めて確認します。 

 仮に厳しい財政状況が当面続くとしても、コロナ対策関連へは、引き続き財源を重点

的に投入していかなければなりません。区の事業全般の緊急度、優先度を改めて精査し、

行財政改革を積極的に進めていく必要があると考えます。 

 また、ＩＣＴの活用を通した行政事務の効率化も加速させるべきです。今回のコロナ

禍で、行政のオンライン化の必要性について、多くの人が認識していることと思います。

ＩＣＴの活用を含む行財政改革の必要性はいや増して高まっていると考えますが、所見

を伺います。 

 財政健全化と持続可能な財政運営を確保するためのルールに関して伺います。 

 区では、平成 24 年度にいわゆる５大ルールを制定、一昨年に刷新し、一定の規律に

のっとった財政運営に努めてきました。 

 ルールを定めた当時、本区の区債発行残高と基金積立額の標準財政規模に対する割合

は、共に 23 区の中で下位にありました。そこで、基金と区債をバランスよく活用し、
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基金積立総額を標準財政規模の 50％に引き上げるという目標も設定しました。 

 平成 23 年度末と比較して令和元年度末時点では、区債発行残高は 152 億円から 360

億円へ、基金積立残高も 352億円から 641億円へと増額し、50％の目標には達していま

す。そのうち財政調整基金も、後に述べるように順調に積み立てられてきました。これ

まで財政のダムの必要性を訴え続けてきた立場からも、率直に評価しています。 

 区は、財政健全化と持続可能な財政運営を確保するためのルールを策定し、それに基

づく財政運営を行ってきたこの間の取組について、どのように総括しているのでしょう

か。 

 財政調整基金については、23区で見ると、平成 21年度から 30年度の過去 10年間で

20 区で増額し、合計で 2,356 億円の増となっています。最も増加額が大きかったのは

大田区の 250億円、増加率では目黒区の 350％増でした。ちなみに、杉並区は 217億円、

104％の増で、23区中それぞれ３位、５位にありました。 

 このたび、基金の積立て及び運営の方針等について各区の状況を調査し、本区を含む

22 区から回答をいただきました。緊急事態宣言の前に調査依頼したものですが、その

後事態が変化していく中で、各区の担当者や区議会事務局調査係には丁寧に御協力をい

ただきました。この場を借りまして感謝を申し上げます。 

 ほとんどの区が財政調整基金を増額させてきた背景としては、近年の好調な景気動向

に伴い、決算剰余金の積立てが可能な状態が続いたこと、リーマンショックと東日本大

震災を経て、各区とも財政基盤の強化を意識した財政運営を行ってきたことなどが挙げ

られます。 

 財政調整基金の積立方針や目標額は、調査対象 22区のうち、本区を入れて 15区で定

めています。例えば、港区では標準財政規模比５割以上、品川区では、リーマンショッ

クによる急速な景気後退から回復までを２年間と仮定し、標準財政規模の 10％相当の

２年分、また中野区では、急激な景気の悪化で一般財源が 50 億円近く減収した経験か

ら、３年程度区民サービスを維持するため 150億円規模など。そのほか、標準財政規模

の２割を目標としている区も複数ありました。 

 本区は、最も精緻にルール化している区の１つで、５大ルールのルール１で、災害対

応に 150億円、経済事情の著しい変動への対応に 200億円、合計で 350億円を下回らな

いと定めています。これに対して、現在の積立額は 403 億円ですので、50 億円程度上

積みできていることになります。 

 現在のコロナ禍は一種の災害に匹敵すると言えます。一方で、そうした事情にも、首
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都直下型地震や大型台風等の自然災害は容赦しません。むしろ社会環境が脆弱になって

いる中で大規模災害が起これば、人的被害が大きく膨らむことが懸念されるところです。 

 区が設定した災害への備えとしての 150億円は、過去の震災で実際に被災した自治体

の事例から、杉並区の人口に換算して算出したとのことです。３年前、兵庫県西宮市に

会派の有志で視察に伺い、阪神・淡路大震災で大きな被害を受けた同市の財政状況がそ

の後どのように推移してきたか、詳しく聞かせていただきました。 

 西宮市では、平成６年度から 24 年度までの震災関連経費の合計額は 4,485 億円に上

り、内訳は、災害救助費で 325億円、災害復旧費で 1,142億円、震災復興費で 3,018億

円です。財源としては、国庫支出金が 1,747 億円、県の支出金が 96 億円、合計 1,843

億円で 41.1％を占め、市債発行による市の借入金が 1,700億円で 37.9％を占めました。

市債発行残高は、震災前の平成５年度末で 968 億円であったのが、平成 10 年度には３

倍超の 3,133億円に増え、平成 30年度末でも震災前の 1.5倍の 1,425億円で、20年以

上を経た今でも、償還が重い財政負担となっています。 

 被災した自治体への財政支援は、災害救助法と災害対策基本法、それを補完する激甚

災害法、そして財政支援の特別法といった枠組みの中で行われます。阪神・淡路大震災

から中越地震、東日本大震災等を経て、国の財政支援の割合は大きくなっています。し

かし、東京各地で大きな被害が発生した場合、国や都からの補助にどれだけ頼れるかは

全く未知数と言えるでしょう。 

 区はこの 150億円を、５年間の集中復興期間に要する財源としていますが、区の地域

防災計画では、発災後６か月で震災復興総合計画を策定する中で、前提となる財政需要

を把握することとなっており、今の段階で 150億円の妥当性は厳密には判断できません。

しかし、区もこれまで議会で答弁してきたとおり、この額ではカバーし切れないという

のが大方の見方ではないかと思います。 

 改めて、災害対応 150億円についての区の認識をお聞かせください。あわせて、現在

のコロナ対策と将来の災害への備えという両局面に対する財政調整基金の活用につい

ては、区はどのように政策判断を行うのか、所見を伺います。 

 もう一つの備え、経済事情の変動への対応 200億円については、リーマンショック時

の平成 22年度から 25年度の４年間で、特別区財政交付金と特別区税合わせて 214億円

が減収となり、その間、財政調整基金を 200億円以上取り崩した経験に基づいています。 

 コロナの感染終息が明確に見通せない中、経済の低迷は長期化し、リーマンショック

のときを超えるのではないかとの見方もあります。そうなれば、現在の財政調整基金の
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繰入れだけでは対応し切れない事態も考えられますが、区の認識はいかがでしょうか。 

 ５大ルールのルール２では、将来の区立施設の改築改修需要を見据え、施設整備基金

に毎年度 40 億円を積み立てるというフローの数値を定めております。この積立額につ

いては、施設白書 2018 で試算した、長寿命化を図った上で現在の施設を同規模で維持

した場合の 30 年間の将来更新経費に、中規模修繕等の経費を追加し、工事単価を調整

した年平均の更新経費として 115億円、改築施設の規模の適正化を図る割合 95％、国・

都支出金と区債充当額の５年平均 35％を減じた 65％、そして大規模な工事に施設整備

基金を 80％充当した場合の全体経費に占める割合 55％をそれぞれ乗じて算出したもの

であり、積立てについては昨年度より実施されております。 

 区立施設再編整備計画における長期的な合理化、効率化の考え及びこれまでの実績に

ついて確認をいたします。 

 また、コロナ禍により財政見通しが不透明になっている状況下、本計画の再検討は行

う予定か、お聞かせください。 

 資金調達としての区債の発行については、ルール３で、「財政状況を踏まえつつ、必

要性を十分検討して発行」するとしています。 

 また、ルール５では、債務償還可能年数を計算し、その数値が３年を超えないことを

定めています。平成 30 年度決算の実績ではこの数字は１年であり、それに対して、同

年度の平均償還年数は 17.1 年でした。つまり、約 17 年で返済するべき借金に対して、

１年で返済できる財源を区は現在持ち合わせていることになります。この数値を見る限

りでは、償還能力にはまだ一定の余力があると言えなくもありません。 

 そこで、区債残高に対する現在の区の財政力と今後のフリーキャッシュフローの見通

しを照合して、資金調達のポートフォリオを最適化することを検討するべきではないか、

所見を伺います。 

 最後に、新基本構想について伺います。 

 新たな基本構想の検討が始まろうとしています。次の基本構想の期間は、景気後退に

伴い悪化した財政状況と、そこからの回復期が大半を占めるようになるかもしれません。

また、コロナとの共存で、私たちの日常の生活にも様々な変化が生まれることになりま

す。 

 こうした時代背景を踏まえて、新基本構想、総合計画、実行計画の策定にはどのよう

な姿勢で臨んでいくのか、最後に区の考えを伺って、私の質問を終わります。 
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○副議長（島田敏光議員） 理事者の答弁を求めます。 

 区長。 

      〔区長（田中 良）登壇〕 

 

 

◎区長（田中良） 私からは、中村康弘議員の御質問のうち、新基本構想等の策定に対

する区の姿勢についての御質問にお答え申し上げます。 

 私は、区の基本構想は、いつの時代にあっても、近未来の住みよい杉並区を築いてい

くという夢や希望を区民と共有するものでなくてはならないと考えております。今般、

新たな基本構想の審議に向けた準備の過程において、新型コロナウイルス感染症の感染

拡大という未曽有の事態が生じたわけでありますが、基本構想に求められる基本的な方

向性は揺るがないものと考えております。 

 しかしながら、新型コロナウイルス感染症が社会全体に及ぼす影響は多岐にわたって

おります。例えば、いわゆる３密の回避に代表される生活スタイルや働き方の変化、Ｉ

ＣＴ活用のさらなる加速化など、社会のありようそのものが大きく変わろうとしており

ます。私は、こうした変化を見据えれば、審議に当たって、いわゆるアフターコロナの

社会をイメージした検討は欠かせないものだと認識をいたしております。 

 また、新たな基本構想に基づく具体的な計画事業の立案に当たっては、当然、財政ス

キームの構築が必要となりますが、今回の新型コロナウイルス感染症の感染拡大による

景気への影響は長期化することが懸念をされておりまして、今後の区の財政運営は非常

に厳しいものになることが予測されております。このため、計画に盛り込もうとする内

容についても、当初の数年間は一定の制約を受けることも想定する必要があると考えて

おります。こうした点を踏まえつつ、基本構想審議会での議論を８月から開始してまい

りたいと考えております。 

 危機管理や公衆衛生、さらにはＩＣＴの分野など、新たな課題に対する専門的知見を

有する方々をはじめとした学識経験者、区議会議員に加え、多くの区民の皆様にも御参

加をいただきながら、区の総力を挙げて検討を進めてまいる所存でございます。 

 私からは以上です。残りの御質問につきましては、関係部長より御答弁いたさせます。 
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○副議長（島田敏光議員） 杉並保健所長。 

      〔杉並保健所長（増田和貴）登壇〕 

 

 

◎杉並保健所長（増田和貴） 私からは、医療機関に対する財政支援に関するお尋ねに

お答えいたします。 

 新型コロナウイルス感染の急速に拡大する中、区は、医師会及び区内基幹病院との連

絡会議を開催いたしました。この中で医療機関から、患者受入れのために必要な一般病

床の改修や医療従事者の確保による財政負担が示されました。このことから、区といた

しましては、医療機関を経営面から支え、医療体制の維持強化を図り、地域の医療崩壊

を防ぐことを目的に、独自の緊急対策として、国や都に先立って支援を実施いたしまし

た。 

 御指摘のとおり、本来、医療機関への支援は、医療行政を担う国や都が行うべきであ

ることから、区長会を通じて、都知事などに対して支援の要望を申し入れるとともに、

国や都の支援状況の動向やその内容を確認しているところです。 

 第１号補正予算での医療機関への包括支援事業は、国や都の支援を待っていては医療

機関の対策が遅れかねないことから、まずは医療に専念するための補助を行ったもので

す。国や都に対し、こうした区の取組への理解を求め、区として引き続き医療機関の体

制強化のための支援の実施を強く求めてまいります。 

 私からは以上となります。 

 

 

○副議長（島田敏光議員） 区民生活部長。 

      〔区民生活部長（徳嵩淳一）登壇〕 

 

 

◎区民生活部長（徳嵩淳一） 私からは、ふるさと納税の杉並区新型コロナウイルス感

染症対策寄附金に関する御質問にお答えします。 

 この新たなメニューを設けた経緯ですが、４月 17 日号の「広報すぎなみ」で「地域

医療の崩壊を食い止めたい！」と題した区長メッセージを掲載した以降、区に対して多

数の区民等から寄附の申出や問合せが寄せられました。こうした声に応え、健全な寄附
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文化の醸成につなげていくため、５月１日に本寄附金を創設したものであります。 

 この寄附金には、さきにお答えしたとおり、短期間で多くの寄附を頂いております。

また、これらの寄附を頂いた際には、国や東京都に先駆けた本区の新型コロナウイルス

感染症対策を評価する御意見や、区内の医療従事者の方々への感謝の言葉など、数多く

寄せられており、予想以上の大きな反応であると受け止めているところでございます。 

 私からは以上です。 

 

 

○副議長（島田敏光議員） 産業振興センター所長。 

      〔産業振興センター所長（武田 護）登壇〕 

 

 

◎産業振興センター所長（武田護） 私からは、新型コロナウイルス感染症対策特例資

金等の実績に関する御質問にお答えします。 

 本年３月から５月末までの商工相談窓口における相談件数は延べ 3,177件で、前年同

時期と比較して約７倍に増加しています。 

 相談内容としましては、４月までの間は、区の特例資金等が全体の３分の２程度、国

のセーフティーネット保証関連が３分の１程度でしたが、５月に入り、国のセーフティ

ーネット保証関連の相談が増えている状況です。 

 これらの相談の後、区の特例資金について金融機関へ融資あっせんした件数は 654件

となっています。 

 私からは以上です。 

 

 

○副議長（島田敏光議員） 保健福祉部長。 

      〔保健福祉部長（齊藤俊朗）登壇〕 

 

 

◎保健福祉部長（齊藤俊朗） 私からは、緊急小口資金の特例貸付けや住居確保給付金

などに関する御質問にお答えします。 

 杉並区社会福祉協議会における緊急小口資金などの特例貸付けの実績ですが、３月
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25日から５月 26日までの相談件数は 4,788件で、そのうち東京都社会福祉協議会に送

付した申請件数は 2,819件となっております。 

 くらしのサポートステーションにおける住居確保給付金の実績は、４月 20 日から５

月 25日までの相談件数が 2,898件で、申請件数は 650件となっております。 

 また、福祉事務所の３月から５月 15 日までの生活相談件数は 848 件で、そのうちコ

ロナ関連の相談は 217件となっております。 

 私からは以上です。 

 

 

○副議長（島田敏光議員） 政策経営部長。 

      〔政策経営部長（関谷 隆）登壇〕 

 

 

◎政策経営部長（関谷隆） 私からは、財政運営に関する御質問にお答えいたします。 

 まず、当面の財政状況についてのお尋ねがございました。 

 今般の新型コロナウイルス感染症は、世界経済に大きな影響を及ぼしており、景気低

迷が長期化しかねないと捉えております。これに伴い、特別区税や特別区財政交付金等

の減収等によりまして、区財政への影響も数か年に及ぶものと認識しており、今後の財

政運営は大変厳しいものになると考えてございます。 

 次に、財政健全化と持続可能な財政運営を確保するためのルールに関する御質問にお

答えいたします。 

 財政運営のルールにつきましては、平成 24年度に定め、一昨年改定を行いましたが、

この間、区では、基金と区債のバランスの取れた活用に努めてまいりました。喫緊の行

政課題にしっかりと対応する一方で、基金残高を着実に積み増すなど、健全な財政運営

が確保できていると考えているところですが、まさに今回のコロナウイルス感染症の状

況を踏まえると、平時に、危機に備えて、ルールに基づき基金の積立てを継続していく

ことがいかに大切であるか、改めて再認識したところでございます。 

 次に、財政調整基金に関するお尋ねがございました。 

 初めに、災害時の備えとしての 150億円分についての認識でございますが、過去の震

災で被災した自治体の災害復旧経費等を参考に必要額を算出し、財政調整基金の中に

150億円分を確保するものでございまして、災害時の財政的な備えとして、これはこれ
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で妥当であるものと受け止めております。 

 また、コロナ対策と将来の災害への備えの両局面に対する財政調整基金の活用につい

てのお尋ねがございました。 

 財政調整基金につきましては、コロナ対策の財源としてちゅうちょなく活用すべきで

あると考えており、将来の災害への備えとしている 150億円分についても、危機的な状

況が続くような場合には、取崩しを余儀なくされる事態も生じ得るものと考えておりま

す。 

 次に、現在の財政調整基金の繰入れだけでは対応し切れない事態も考えられるのでは

ないかとの御質問がございました。 

 コロナウイルスの感染拡大により、世界経済が 100年に一度の危機を迎えているとも

言われており、このような状況を踏まえれば、区財政への影響も過去に例のないものに

なるというふうに受け止めております。税収減等による区財政への影響も数か年に及ぶ

ものと認識しておりまして、御指摘のとおり、財政調整基金からの繰入れだけで対応す

ることは厳しい事態も想定されると考えてございます。 

 私からの最後になりますが、資金調達に関する御質問にお答えします。 

 区債については、世代間の負担の公平性の観点からも、財政状況等を踏まえ、一部の

事業について活用しているところでございますが、新型コロナウイルス感染症による財

政状況の悪化が懸念される中、施設の更新等の今後の行政需要を踏まえると、低金利下

における区債の活用の重要性は増してくるものと考えてございます。今後、御指摘の点

も念頭に置き、財政運営を行ってまいりたいと存じます。 

 私からは以上です。 

 

 

○副議長（島田敏光議員） 情報・行革担当部長兼務施設再編・整備担当部長。 

      〔情報・行革担当部長兼務施設再編・整備担当部長（喜多川和美）登壇〕 

 

 

◎情報・行革担当部長（喜多川和美） 私からは、所管事項に関する御質問にお答えい

たします。 

 初めに、新型コロナウイルス問題における行財政改革等に関する御質問にお答えしま

す。 
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 区はこれまで、持続可能な行財政運営を推進するため、事務の執行方法の見直しや行

政評価による事務事業の費用対効果の検証などを行い、スクラップ・アンド・ビルドを

図ってまいりましたが、今般の新型コロナウイルスの感染拡大が区財政に及ぼす影響の

大きさによっては、今後、事業全般の緊急度、優先度について、改めて精査する必要が

あると考えております。こうした中にあっても、防災・減災対策や耐震・不燃化対策な

ど、区民の命や安全を守るための事業については、引き続き着実に実施していくべきも

のと認識しております。 

 次に、ＩＣＴの活用についてお尋ねがございましたが、新型コロナウイルス感染対策

として、人の接触の機会を減らすことが有効とされていることから、可能な限り遠隔や

非接触によって業務や取引を行う必要性が高まっております。また、政府や自治体にお

いては、業務の効率化や利便性の向上の観点からも、行政手続のオンライン化が求めら

れており、こうした動向は加速化していくものと考えられます。区といたしましては、

業務プロセスの見直しや情報セキュリティーの確保なども含め、行政のデジタル化に向

けた取組の方向性等について、今後検討してまいりたいと存じます。 

 

 

◎施設再編・整備担当部長（喜多川和美） 最後の御答弁になりますが、区立施設再編

整備計画に関する御質問にお答えします。 

 区立施設の再編整備に当たりましては、施設の更新などを効率的、効果的に実施する

ため、施設の複合化、多機能化や他施設への転用、施設の長寿命化や民間活力の活用な

どの取組を進めてまいりました。こうした再編整備の取組により、第一次実施プランに

おける財政効果額としては約 169 億円、第二次実施プランでは約 75 億円が見込まれて

いるところでございます。 

 また、現段階において、現行計画を変更する予定はございませんが、今後策定を予定

している区立施設再編整備計画の第二期計画の策定に当たっては、今般の新型コロナウ

イルスの問題が社会経済環境や区財政に及ぼす影響を考慮し、検討を進めていく必要が

あると考えております。 

 私からは以上です。 


