
○久保委員 おはようございます。公明党の久保りかでご
ざいます。平成2 5年第3回定例会、決算特別委員会にお
きまして総括質疑をさせていただき ます。質問は通告の
とおり行わせていただきまして、9番その他はございま 
せん。お答えになられる理事者の皆様にはわかりやすい
御答弁をお願いいた しまして、質問に移らせていただき
ます。 それでは、平成25年度決算についてお伺いいたし
ます。 まず、ここでは特別区民税についてお伺いしま
す。平成24年度特別区税 は、前年度比3億6,783万4,000
円、1.3%増の295億9,665万 4,000円であり、平成20年度決
算以来の増収となったとのことですが、 増となった要因
は年少扶養控除廃止などの税制改正によるもので、実際
には 児童手当及び子ども手当特例交付金の皆減により相
殺されることになります。 年少扶養控除廃止の影響額は
どうなっていたのか。児童手当及び子ども手当 特例交付
金と相殺されることになったのかお伺いいたします。 

○岩浅経営室副参事(行政監理担当) 年少扶養控除廃止に
伴います税収に つきましては、4億8,500万円の増となっ
ております。これに伴いまして、 地方特例交付金の児童
手当・子ども手当等負担軽減分が廃止されたほか、子 ど
も手当事務処理交付金の皆減、子ども手当の国・都の負
担割合も変更され ております。また、自動車取得税交付



金の減少補?分ですとか、子宮頸がん 予防ワクチン等接
種補助金等も今回の税制改正に伴いまして減少しており
ま す。これらを踏まえますと、一般財源で区の負担増は
6億9,200万円となっ ておりまして、税収との差し引きで
申しますと2億700万円ほどの区の持 ち出し増というふう
になっております。 ○久保委員 実際にはマイナスの面が
多いということだと思います。 24年度、税務分野では、
2年目を迎えたコンビニ収納、一斉臨戸徴収等、 さまざ
まに税の徴収に努めていたようにお見受けいたしました
けれども、実 際にはこれらの効果はどうであったのかお
伺いいたします。 

○長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当) コンビニに
おけます収納全 体に占める割合でございますが、23年度
は、件数で申し上げますと39% だったものが、24年度は
46%。金額では19%で約17億円だったもの が、24年度は
23%で約21億円ということで、件数、金額とも上昇して 
いるところでございます。これは、納税者にとってコン
ビニ収納が利便性の 上でも年々定着してきたあらわれで
あるというふうに考えております。また、 臨戸徴収の成
果でございますが、当日の収納額は決して高くはないも
のの、 



職員が直接訪問したことを明記しました不在箋、これを
入れることによりま して郵送とは違った効果があらわれ
ております。1カ月後の収納実績では約 9,000万円という
ことでの成果というふうにあらわれております。こうし 
た取り組みのほか、差し押さえ等の件数も大幅な伸びを
見せ、収納率が向上 したというふうに分析しておりま
す。 ○久保委員 さまざまな御苦労がおありのこととは思
いますけれども、この コンビニ徴収についてはそもそも
納める人が納めやすくなっただけであり、 特別区税全体
の収納率アップの効果は余りなかったのではないかとも
言われ ておりますけれども、その点はどのように分析さ
れていますでしょうか。 

○長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当) コンビニ収
納の利用実態、 これを見てみますと、やはり20代及び30

代、こういった利用が全体の5 割を占めているといった
ような結果が出ております。こうした点を見ても、 コン
ビニ収納は若年層の収納率向上といった観点からも非常
に効果がある有 効な収納方法であるというふうに考えて
おります。しかしながら、今後もそ のコンビニ利用の実
績の分析、こういったものをしっかりしながら、新しい 
収納のチャンネルの導入なども検討しながら徴収率の向
上、これに結びつけ ていきたいというふうに考えており



ます。 ○久保委員 特別区民税納税義務者数は17万2,859

名、均等割のみの件 数が6,112名、全体の3.5%になりま
す。前年度との比較、23区での 比較はどうなりますで
しょうか。 

○長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当) 納税義務者
の比較でござい ます。中野区の23年度におけます納税義
務者、これは決算時点ですが17 万2,357人、そのうち均
等割のみの人数は6,021人で、24年度と同 じく全体の約
3.5%というふうになっております。一方、23区全体の納
税 義務者数につきましては、まだ決算時点の人数は把握
しておりませんが、当 初課税の時点での人数では全体で
460万2,052人、そのうち均等割のみ の人数は17万3,829人
と、全体の約3.8%というふうになっておりまし て、中野
区はそれほど23区と変わりはないというふうに分析して
おります。 

○久保委員 重複するところがありますけれども、中野区
の納税者の傾向、 また、調定額、徴収率を上げるための
対策についてお伺いいたします。 

○長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当) 中野区の納
税義務者の特徴 といたしましては、先ほどもお話ししま
したが、20代、30代が全体の半 分近くを占めていると



いった点は挙げられます。これは24年度当初の課税 時点
で約46.3%という数字であらわれております。また、調
定額の向上に ついてですが、昨今区内には新築の高層マ
ンション等が多く建設されている ところでもございま
す。これらにより比較的収入が安定した区民がふえる傾 
向になってきているというふうに分析しております。こ
うした要素によりま して、今後区民税の調定額の増加と
いったようなことで期待を持てるのかな というふうに考
えております。また、徴収率を向上させる方策といたし
まし ては、現年分の滞納の早期着手、また、臨戸徴収強
化対策を始めまして、収 納率及び23区中の順位とも向上
してまいりたいというふうに考えておりま す。 ○久保委
員 区内には国家公務員住宅廃止、さらには、自警会の職
員寮の建 てかえや企業の社宅の減少などの動きがござい
ます。特別徴収など納税が安 定的に期待できる区民税納
付の獲得などにも影響を及ぼすと考えております。 こう
した点は、区はどのように判断されているのでしょう
か。 

○長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当) 今、委員御
指摘のとおり、 収入が安定しまして納税が確実に期待で
きるといった特別徴収義務者が増加 していくことは、調
定額の増加はもとより収納率の向上といったようなとこ 



ろにも大きく貢献いただけるものというふうに考えてお
ります。そうした意 味におきましても、今後は区内にお
ける公務員宿舎ですとか新築のマンショ ン等の建設動
向、そういったものを十分に把握しながら、税務分野と
いたし まして区税収入の分析等をしっかりと行ってまい
りたいというふうに考えて いるところでございます。 ○
久保委員 国家公務員宿舎跡地利活用方針には、民間の活
用に当たっては、 敷地の細分化を防ぎながら、周辺環境
に配慮した質の高い住宅供給を誘導す るよう働きかける
と活用策が示されております。良質な住宅供給について
ど のように取り組まれるのかお伺いいたします。 

○豊川都市基盤部参事(都市計画担当) 国家公務員住宅跡
地の民間での活 用に当たりましては、ただいま御指摘の
とおり、敷地の細分化を防ぎながら 周辺環境に配慮した
質の高い住宅供給を誘導するよう関係方面に働きかける 
ものとしてございまして、良質な住宅供給については中
野区集合住宅の建築 

と管理に関する条例の適切な運用によりまして取り組む
としているところで ございます。 
○久保委員 ありがとうございます。 次に、税務分野に
おけるマイナンバー制度導入によって期待される効果に 
ついてお伺いいたします。 



○長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当) 税務分野に
おけますマイナ ンバー制度導入の効果でございます。マ
イナンバー制度によりまして、納税 者の所得情報を正確
かつ効率的に把握できるようになるというふうに見込ん 
でおります。具体的には、個人に番号を付与することに
よりまして正確な所 得の把握が可能となるほか、扶養控
除の適用の可否ですとか、また、課税資 料の名寄せや合
算、そうしたものがこれまで以上に公正・公平な課税事
務と いったところに寄与できるものというふうに期待で
きると考えているところ でございます。 ○久保委員 24年
度の監査委員の意見書でございますけれども、特別区民 
税は一般財源として区の財政収入の根幹を支える重要な
財源である。また、 国民健康保険や介護保険は、我が国
の社会保障制度の一環として区が保険者 となって運営を
担う重要な社会保険制度であり、その保険料は制度の運
営に 不可欠な財源である。このため納付しやすい環境の
整備はもちろん、税や保 険料の滞納等による収入未済
や、不納欠損処分による債権の消滅に至る前の 徴収対策
を徹底することが極めて重要である。また、区全体の収
入未済額は 72億円、不納欠損額は16億8,000万円となっ
ており、債権の徴収強化 は主要な3債権に限らず、債権
を含めた区が有する全ての債権に共通する重 要課題であ
るというような意見書の内容でございます。 9月6日に足



立区の近藤区長は、定例記者会見で、業務の効率化と区
民サー ビス向上を目指して、国民健康保険業務、会計・
出納業務の外部化を進める ことを発表いたしました。生
産年齢人口減少による税収減で、現行の行政サー ビス水
準の維持が困難になることが予想される中、区政改革の
一環として外 部化の推進を図るとのことです。単純定型
業務のアウトソーシング、公共施 設への指定管理者制度
の次なるステップとして専門定型業務を外部化すると の
ことです。専門定型業務とはどのような業務を指してい
るのでしょうか、 お伺いいたします。 

○中谷政策室副参事(情報・改善担当) 専門定型業務とは、
一定の専門知 識が必要な業務のうち定型的な業務のこと
でございます。具体的には、国民 

健康保険や介護保険に関する業務、会計・出納業務、戸
籍事務などの窓口業 務などのうち一部の業務が該当する
と考えられます。なお、これらに関する 業務の中でも企
画立案などの非定型的な業務や公権力の行使など専門性
の高 い業務は、専門定型業務には該当いたしません。 ○
久保委員 中野区では専門定型業務の民間アウトソーシン
グの検討はされ ているのでしょうか、伺います。 

○中谷政策室副参事(情報・改善担当) 専門定型業務に該
当するような業 務につきましても、検討対象から除外す



ることなく、アウトソーシングする ことができないか検
討を行っているところでございます。 ○久保委員 生産年
齢人口減少による税収減、さらには、その生産年齢の対 
象者が収入減により納税額の減少、納税自体厳しいとい
う時代でございます。 責任ある持続可能な公共サービス
を提供するためのさらなる方策を示唆しな くてはなりま
せん。区の今後の区政改革への取り組みを期待いたしま
して、 この項の質問は終わります。 次に、新しい中野を
つくる10か年計画(第2次)についてお伺いいたし ます。現
在我が区の主な施策は、新しい中野をつくる10か年計画
(第2次) に基づいて進められております。主要施策の成果
にもそれぞれの室、部の平 成24年度成果の内容に、新し
い中野をつくる10か年計画(第2次)に基 づいて施策の実
現が図られていることが示されております。資料をおつ
くり いただきました。総務の94番でございます。新しい
中野をつくる10か年 計画(第2次)における主な取り組み
事業の予算・決算状況でございます。 こちらにもさまざ
まな施策が載っております。資料をおつくりいただきま
し てありがとうございました。しかし、実際の区の取り
組みと10か年計画で 示されている重点プロジェクトや実
現へのステップなどには、ぶれが生じて きていると思い
ます。重点プロジェクトに示された六つのプロジェクト
では、 エコ、支えあい、商店街のスリーポイントと地域



通貨は既に方針転換されて おりますし、実現へのステッ
プやスケジュールが大幅に変わってきているも のもあり
ます。例えば、本町二・三丁目防災まちづくり、地域開
放型学校図 書館の整備、これらの進捗状況はどうなって
いるのかお伺いいたします。 

○荒井都市基盤部副参事(地域まちづくり担当) まずは、
本町二・三丁目 の防災まちづくりについてでございま
す。平成21年度から弥生地区の町会、 防災会、また、商
店街などにより構成されました本町二・三丁目周辺地区
の まちづくりの会、こういったものが発足しておりまし
て、防災まちづくりに 

向けた検討が今までもされてきたという経緯がございま
す。区はこの会の活 動を支援してきたわけでございます
けれども、まちづくりの方向性、地区計 画等のルールづ
くり、こういったことについての地域としての合意形成
を得 るまでには、現在のところ至っていないというよう
な現状でございます。 ○久保委員 ステップ2では地区計
画というような言葉もございましたけれ ども、そこまで
にはなかなか、このスケジュールどおりには至っていな
いと いうことかと思います。 次に、地域開放型学校図
書館の整備についてお伺いいたします。 



○辻本教育委員会事務局副参事(知的資産担当) 地域開放
型学校図書館に つきましては、図書館の指定管理者への
移行、学校におけるキッズ・プラザ の開設の進捗、さら
には学校再編計画によります統合など、10か年計画(第 2
次)策定後の状況変化等を踏まえまして、事業内容等につ
いて検討してい るところでございます。 ○久保委員 今の
お話によりますと、10か年計画(第2次)の状況変化、 こ
ちらのほうの影響によってなかなかこのスケジュールが
進まない。そのよ うなことかと思います。10か年計画
(第2次)には、計画期間と内容の改 定として、この計画は
策定後も目標の達成度の検証などを行いながら取り組 み
内容の改善を図るとともに、おおむね5年後、または、
今後区を取り巻く 社会経済状況が大きく変化した場合に
は必要に応じて改定していきますと示 されております。
目標の達成度の検証などは行われているのでしょうか、
お 伺いいたします。 

○海老沢政策室副参事(企画担当) 10か年計画で取り組む
とした個々の 事業につきましては、各部長が進行管理を
担うということでございまして、 毎年のPDCAサイクル
によりまして行政評価の達成度を検証いたしまして 事業
の改善を行っているところでございます。なお、10か年
計画全体につ きましては、政策室におきまして進捗状況



の管理を行っているというところ でございます。 ○久保
委員 平成23年3月には東日本大震災が起こり、社会経済
状況の変 化、また、区の施策の進捗度合いにおいても大
きな変化が見られております。 この点を10か年計画との
整合性、どのように考えていらっしゃるでしょう か。 

○海老沢政策室副参事(企画担当) 現行の10か年計画につ
きましては、 東日本大震災の発生を踏まえているもので
はないということですから、でき ていない部分があると
いうふうに考えてございます。 ○久保委員 平成17年度か
らスタートいたしました第1次10か年計画か らは、来年
度、平成26年度で10か年となります。この間、10か年計
画 は一定の成果をおさめたと評価しております。この
際、10か年計画(第2 次)の成果を検証し、抜本的な修正
を図るべきではないかと考えます。また、 あわせて基本
構想については見直しをされるのか、お伺いいたしま
す。 

○海老沢政策室副参事(企画担当) 10か年計画では改定の
時期をおおむ ね5年としていることからも、改定の時期
を迎えているというふうに考えて ございます。基本構想
につきましては、10年後のまちの姿が記載されてい ると
いうところから、基本構想策定から10年が経過している
ということで、 今後の10年先を見据えた内容に改めるこ



とを検討する必要があるというふ うに考えてございま
す。 ○久保委員 検討する時期が来ているということでご
ざいますので、しっか りこの点はお取り組みをお願いし
たいと思います。 次に、2020年東京オリンピックに向け
たまちづくりについてお伺いい たします。9月8日、東京
オリンピック招致が決定し、我が国は2020年 に開催され
る東京オリンピックに向けて新たなスタートを切り始め
ました。 2020年を目指す中野のまちづくりにもスピード
感のある対応が求められ ています。ハード、ソフト両面
にわたる東京オリンピック5か年計画を策定 すべきでは
ないかと考えます。 まず、中野の顔であり、来街者を受
けとめる玄関口である中野駅周辺のま ちづくりについて
伺います。主要施策の成果によれば、24年度、グランド 
デザインVer.3策定、JRと第2期整備協定締結に向けた協
議、区役所・サ ンプラザ地区整備の再整備基本構想素案
たたき台策定となっております。中 野駅周辺まちづくり
Ver.3に示されたスケジュールについて確認いたします。 
西口改札、南北通路、新北口駅前広場の完了スケジュー
ルはどうなっている でしょうか、お伺いいたします。 

○立原都市政策推進室副参事(中野駅周辺地区整備担当) 
西側橋上駅舎及 び南北自由通路の整備につきましては、



平成32年、すなわち2020年の 完成を予定しております。
このたびの東京オリンピック開催決定を受けまし 

て、開催までの西口開設、これを目標に取り組みたいと、
このように考えて ございます。 ○久保委員 新北口駅前広
場の完了スケジュールをお伺いしております。 

○立原都市政策推進室副参事(中野駅周辺地区整備担当) 

広場につきまし ては、その後3年程度を予定してござい
まして、平成35年ごろを目途とし て考えてございます。 

○久保委員 南北通路、西口改札については、ちょうどこ
の2020年完了 ということで、オリンピックに間に合うと
いうことかと思います。第2期整 備協定締結に向けたJR
との協議の進捗状況、こちらはどうなっているんで しょ
うか。 

○立原都市政策推進室副参事(中野駅周辺地区整備担当) 

さきのスケジュー ル目標の実現に向けまして、現在西側
橋上駅舎及び南北自由通路に関するJ R東日本との整備基
本協定、これの今年度内の締結に向けての協議・調整、 
これを行っているところでございます。 ○久保委員 しっ
かりとJRとの協議が進められているということであるか 
と思います。2020年の夏季オリンピックを迎える前に、
この表玄関が工 事の真っただ中、そのようなことになっ



ては余りよろしくないのではないか と思います。先ほど
新北口駅前広場の完了スケジュール、こちらは3年後の 
平成35年というふうにおっしゃられておりましたけれど
も、本当にちょう ど北口をおりると工事が真っ盛りと、
そのような状況になるのでしょうか。 その可能性はいか
がでしょうか、伺います。 

○立原都市政策推進室副参事(中野駅周辺地区整備担当) 

平成32年、西 口開設を今目標に進めております。その後
駅前広場の本格整備に入るわけで ございますが、オリン
ピック開催時にそれが工事真っ最中ということのない よ
うに、スケジュール調整をこれから図っていく必要があ
るというように考 えます。 ○久保委員 なかなか難しいこ
とかと思いますが、場合によっては一旦そこ の工期をと
めるようなこともあるのかと思います。 区役所・サンプ
ラザエリアの再整備と駅地区再整備の関係についてお伺
い いたします。計画が今後変更されることによりまし
て、既に都市計画決定さ れている新北口広場の整備にも
影響を及ぼす可能性があるのではないかと思 いますが、
その点はいかがお考えでしょうか。 

○立原都市政策推進室副参事(中野駅周辺地区整備担当) 
新北口駅前広場 については、区役所・サンプラザ地区、
これと一体的に将来の中野駅周辺地 区にとって最良の計



画を検討するということで、現在検討を進めているとこ 
ろでございます。しかしながら、この際新北口駅前広場
の整備、これにつき ましてはスケジュールに影響が出な
いような検討をしていきたいというふう に考えてござい
ます。 ○久保委員 しっかりとそういった形で進めていた
だきたいと思います。私 は、駅及び駅地区の整備に求め
られる要件の一つは回遊性であると思ってお ります。ま
た、駅広整備によりタクシー、バスなどの他の交通機関
への接続 を容易にすることもあります。現在の都市計画
が決定しております新北口駅 前広場の計画、その機能を
重要視しつつ進めていただきたいことをお願いい たしま
して、こちらの質問は終わります。 次に、インフラ整備
についてお伺いいたします。東京五輪特区で規制緩和、 
施設整備に民間資金の動きが新聞をにぎわせています。
平成24年度、中野 区が管理する110橋の橋梁のうち約3割
が既に50年を経過し、10年後 には5割が50年を経過する
ことから、計画的な対策が必要として中野区橋 梁長寿命
化修繕計画を策定いたしました。今後50年間で必要にな
ると想定 される費用については、従来型で107億円か
ら、計画により約41億円と なり、約66億円の縮減効果が
期待できると試算されています。この計画は、 国の社会
資本整備総合交付金の対象事業であります。24年度計画
策定委託 事業の国庫支出金の割合は20分の11ということ



です。今後、同計画を5 年ごとに定期点検を実施しなが
ら計画更新を図るとのことですが、事業実施 における国
庫支出金の割合はどうなるのか、実質的な区の財政負担
はどのよ うになるのかお伺いいたします。 

○志賀都市基盤部副参事(都市基盤整備担当) 平成25年3月
までに策定 いたしました橋梁長寿命化計画に基づきます
事業につきましては、社会資本 整備総合交付金の対象で
ございますことから、5年ごとに計画の更新を図り、 交
付金を活用してまいります。中野区の財政負担でござい
ますけれども、こ の社会資本整備総合交付金の補助率
が、現状のまま推移すれば55%でござ いますので、市の
負担分は約41億円、その45%、約18億円を想定して いる
ものでございます。 ○久保委員 東京都も橋梁の修繕計画
を持っているということですが、東京 都は河川改修を進
め、橋のかけかえを中心に進めていくとも伺っておりま
す。 

区の管理する橋で東京都のかけかえ事業の対象になって
いる橋は何橋あるの か、区の計画とのすみ分けができて
いるのかお伺いいたします。 

○志賀都市基盤部副参事(都市基盤整備担当) 東京都の河
川改修事業です けれども、妙正寺川につきましては、現
在かけかえ中の橋梁が、弥生橋と皐 月橋の2橋のほか4橋



が予定されております。また、神田川も4橋を予定し て
おりますので、合わせて10橋のかけかえが対象となって
いるところでご ざいます。区では、このかけかえ浮上後
に必要な修繕費を計画に見込んでい るものでございま
す。 ○久保委員 また、5年ごとの計画更新ということで
すが、2020年まで の計画についてはどのようになってい
るのか。東京オリンピックまでには、 例えば個別管理型
の70年以上の古い橋梁については修繕される予定なのか 
お伺いいたします。 

○志賀都市基盤部副参事(都市基盤整備担当) 中野区には
橋梁年数が70 年以上たった橋は、和田見橋、高砂橋、和
田廣橋、西原橋の4橋がございま す。特に古い橋と、特
に傷んでいる橋を対象といたしました個別管理型の橋 梁
につきましては、予防保全型をベースとした個々の現状
に即しました修繕 方法を検討する計画としております。
現在の計画では、和田見橋、高砂橋、 和田廣橋の3橋に
つきましては平成30年度までの5年以内に、西原橋につ 
きましては平成35年までの10年以内に修繕する予定と
なってございます。 

○久保委員 オリンピックを前に東京都によるインフラ整
備がさらに進めら れる可能性もあります。国や都の動き
を注視しながら計画を持ち、着実なイ ンフラ整備を進め



ていくことが重要と考えます。お考えをお伺いいたしま
す。 

○志賀都市基盤部副参事(都市基盤整備担当) 東京都のイ
ンフラ整備につ きましては、東京オリンピックの開催を
契機に一層進むものと考えていると ころでございます。
私どもといたしましても、インフラ整備につきましては 

平成26年度に予定しております道路舗装や標識・照明
等、道路附属物など の道路ストック総点検の結果をもと
に今後修繕計画を策定いたしまして、国 や東京都の動向
を十分注視いたしまして着実に実施していきたい、この
よう に考えているところでございます。 ○久保委員 よろ
しくお願いいたします。 

次に、土曜日の区立小・中学校におけるスポーツ・英語
教育の充実につい てお伺いいたします。東京オリンピッ
クを視野に入れ、中野区の生徒・児童 がスポーツを楽し
み、関心を持ち、英語になれ親しみ、会話を身につけ
る、 そういったことを目的としたものでございます。中
野区では現在第2土曜日 を開校し、授業を行っておりま
す。現在の月に1度の土曜日授業の考え方、 主な取り組
みについてお伺いいたします。 ○川島教育委員会事務局
指導室長 土曜日授業は、学習指導要領に示されて いま
す基礎的・基本的な内容の確実な定着、思考力・判断力・



表現力などの 学力の向上を図るための時間的なゆとりの
確保、加えて開かれた学校づくり の推進を目指して行っ
ているものでございます。主な内容といたしましては、 
通常の授業に加えて保護者や地域に向けた授業公開、道
徳授業公開講座、セー フティー教室の実施、その他、保
護者や地域住民のゲストティーチャーを招 いての授業な
どを行っているところです。 ○久保委員 8月の大臣会見の
中で、下村文部大臣は、視察した大分県豊後 高田の、地
域ぐるみで地域の人たちが先生になって土曜授業を行っ
ている様 子を報告されました。あくまで学校教育の勤務
体制を週5日から6日に変え るのではなく、地域の教育力
のある方々に参加していただくことを強調され ておりま
す。学校の行う土曜授業とは別に、地域運営型の地域講
師によるス ポーツ・英語に特化した東京オリンピックに
向けた土曜授業の取り組みを進 めるべきではないかと考
えますが、御見解を伺います。 ○川島教育委員会事務局
指導室長 地域ごとに実施されています幾つかの取 り組
みについては承知しておりますが、土曜授業については、
先ほど述べま したように、そのような趣旨に基づいて実
施しておりまして、一定の成果を 上げているというふう
に考えております。したがいまして、現在のところ新 た
に土曜授業をふやすことは考えておりません。 ○久保委
員 大臣は、「これは月に1回にするか2回にするか、年に



何回す るかは、予算と、それから、その地域にどういう
ような教師力のある人材が いるかどうかということに
なってくると思いますが、ぜひ全ての自治体、教 育委員
会でこういう取り組みがチャレンジできるような、そう
いう概算要求 を文部科学省としてはしたいと考えており
ます」と、こう会見では述べられ ております。また、文
部科学省の土曜授業に関する検討チームの中間まとめ で
は、今後の検討として今後の税制改正等にも資するよう
改めて各教育委員 会等への調査を行うとともに、本年度
の全国学力・学習状況調査における児 童・生徒の土曜日
の過ごし方についての結果等も踏まえながら、中央教育
審 議会等における議論も踏まえた専門的な検討を行い、
本年秋を目途に一定の 

成果を出すことを目指すとされております。間もなく具
体的な方策が示され るのではないかと考えますが、中野
区としてもこうした取り組みを具体的に 進めるための調
査や検討を進めるべきではないかと考えますが、いかが
でしょ うか、お伺いいたします。 ○川島教育委員会事務
局指導室長 土曜授業に関する具体的な調査・検討に つ
きましては、今後の国の動向を見守りながら考えていき
たいと思っており ます。 ○久保委員 既に中野区では第2

土曜日を設けておりますので、さらにそれ をふやすとい
うのはなかなかハードルの高いことかと思いますけれど



も、さ まざまな手法を検討していただきながら、何とか
前向きに進めていただくこ とを要望いたしまして、この
項の質問を終わります。 次に、学校再編後の跡施設活用
についてお伺いいたします。主要施策の成 果によれば、
学校の小規模化を解消するとともに小・中学校の通学区
域の整 合性を図ることで、小・中学校の連携や学校と地
域・家庭との連携を推進す ること、学校施設の整備を進
めることを柱に、中野区立小・中学校再編計画 (第2次)

を策定しましたと、24年度の再編計画(第2次)が策定され
た ことが示されております。さらに、24年度には前計画
にのっとった中野中 学の建設、平和の森、緑野小学校、
それぞれ再編にかかわる施設整備が行わ れました。平成
26年3月に中野中学が竣工されれば、前期再編計画は一
定 の結論を見たことになります。ここで課題として残る
のが、学校再編後に廃 校となった施設の再整備となりま
す。前期計画では6校の学校跡地が生まれ ました。6校の
跡地活用はどうなさっているのかお伺いいたします。 

○海老沢政策室副参事(企画担当) 仲町小学校跡地につき
ましては、平成 22年度から中部すこやか福祉センターが
開設されているところでございま す。桃丘小学校跡地に
つきましては、平成23年度から中野マンガ・アート コー
トに5年間の貸し出しを行っており、その後中野駅周辺



まちづくりへの 活用を図る予定でございます。第六中学
校跡地につきましては、中野工業高 校の拡張用地として
売却に向け東京都と協議中ということでございます。中 
野富士見中学校跡地につきましては、南部すこやか福祉
センター等の開設に 向けまして、施設整備のための準備
を行っているというところでございます。 最後に、東中
野小学校跡地につきましては、区民活動センター等への
活用を 図るということとしておりまして、現在のところ
鋭意その計画を策定するた めに進めているというところ
でございます。 

○久保委員 今の御説明をお伺いしておりますと、東中野
小学校の跡地整備 は大変おくれているのではないかなと
いうふうに考えます。学校再編はあく まで跡施設計画と
は別であるという教育委員会のスタンスは理解できます
け れども、地域にとっては自分たちの大切な学校の跡地
がどう活用されるのか は重大な関心事です。その跡地の
活用が順調に進まなければ、地域の行政へ の信頼を著し
く損なうことになります。その点はいかにお考えでしょ
うか、 伺います。 

○海老沢政策室副参事(企画担当) 跡地の活用につきまし
ては、中野区に 必要な機能や地域の状況を勘案するなど
して決めていくということになりま すが、地域の方々に



十分説明を行っていきたいという考えでございます。 ○
久保委員 住民に十分に説明を行っていきたいと。前期計
画が終わってい るわけですから、既にそれはどうなのか
なと。本当にそういうことを今まで なさってきたのかな
というのは疑問でございます。 中長期の学校再編を進め
る際には、統合を始める前段階から地域要望を聞 き、跡
地計画も同時に進めるべきではないでしょうか。また、
今後学校説明 会には教育委員会だけではなく企画担当も
同席し、地域の声を聞くべきでは ないかと考えますが、
いかがでしょうか。 

○海老沢政策室副参事(企画担当) 学校説明会につきまし
ては再編の説明 会であるということでございますので、
基本的には教育委員会で行い、そこ で出された土地活用
の要望につきましては、教育委員会から政策室にきちん 
と伝えるということでこれまで行ってきているところで
ございまして、今後 もこのような対応で行ってまいりた
いというふうに考えてございます。 ○久保委員 今、私は
二つのことをお伺いいたしました。跡地計画について も
この地域要望を聞きながら、学校再編を進めていく段階
でこの計画も同時 に進めるべきではないかということを
伺ったわけでございます。学校説明会 には教育委員会だ
けでいいというような、今、企画担当の副参事の御意見



か もしれませんけれども、実際には教育委員会がこの説
明会を行っている時点 でも跡地はどうなるのかという、
こういった質問がたくさん出ているわけで ございます。
しかし、ここに関しては教育委員会が直接的に答えるこ
とはで きません。そうなりますと、せっかくこの場に
集ってきた区民には不満が残っ てしまいます。また、こ
の不満というのが学校再編に対しての不信にもつな がる
と私は思います。その点については企画担当としての責
任をどう果たす べきとお考えでしょうか。 

○海老沢政策室副参事(企画担当) 学校再編後の跡地の活
用につきまして は、学校が統合を始める計画の段階から
土地活用についての考え方を定めま して、地域に御説明
していくということになるというふうに考えてございま 

す。 ○久保委員 跡地に関しては企画担当として同席して
地域の声を聞く、そう いう場面も必要なんじゃないか。
きちっとやはり出向いていく、その姿勢が 重要ではない
かということを申し上げているのですが、そこのところ
のお答 えにはなっていないように感じるのですが、その
点はいかがでしょうか。 

○海老沢政策室副参事(企画担当) 学校再編の説明会につ
きましては、再 編の説明会ということでございますの
で、跡地につきましてはこれとは別に 説明会等を考え、



そこでも説明していくということが必要というふうに考
え てございます。 ○久保委員 それは別に、跡地計画につ
いては説明会を学校ごとに行う、そ ういう考えだという
ことですか。 

○海老沢政策室副参事(企画担当) 学校統合委員会等で議
論が始まりまし た段階で、やはりその後の跡地利用につ
きましても議論を進めていかなけれ ばいけないというふ
うに考えております。 ○久保委員 学校統合委員会が始
まったときにそこに加わるというような、 そういう趣旨
のものではないのではないかというふうに思っておりま
す。こ れは、ここでいつまでやっていても結論が出ない
かもしれませんけれども、 やはり区民から上がってきて
いる声を真摯に受けとめる、そういう姿勢が重 要ではな
いかと思いますし、前期計画の跡地利用に関してはほと
んどの方が、 これは成功したというふうには思われてい
ないような、そういう面もあるか と思いますので、その
点につきましてはしっかりと反省を踏まえた上で、教 育
委員会だけに任せることなく企画担当もしっかりここに
かかわっていただ きたいと思いますので、その点につき
まして、もし御答弁があればお願いい たします。 

○海老沢政策室副参事(企画担当) 学校跡地につきましての
区民、住民か らの御要望につきましては真摯に受けと



め、それを反映しながら進めていく ということを考えて
ございます。 

○内川委員長 久保委員の質疑の途中ですが、ここで休憩
にしたいと思いま す。 
午前11時56分休憩 

午後1時00分開議 
○内川委員長 委員会を再開します。 休憩前に引き続
き、総括質疑を行います。 ○久保委員 それでは、学校再
編後の跡施設につきまして、続いてお伺いい たします。
東日本大震災後、地域の学校施設に対する防災拠点とし
ての役割 への期待も大変大きくなっています。また、区
は区民1人当たりの公園面積 の目標を2平方メートルとし
ております。現在、大規模公園の整備も区内3 カ所で進
められ、過日、国家公務員住宅跡地方針によりさらに大
規模公園整 備の予定があることが示されました。公園の
適正規模、適正配置という考え 方もそろそろ必要かなと
思っております。しかし、地域ごとの公園面積の格 差は
著しいものがあります。例えば、地域別公園面積の1人
当たり面積が最 低の地域は、鷺宮で1人当たり0.19平方
メートルしかありません。鷺宮は、 かつては屋敷森や生
産緑地により緑とオープンスペースが担保されておりま 
したが、時代の流れとともに住宅や大型店舗へと変化し



てきています。そこ で、再編後の学校跡施設計画につい
ては、一定規模のオープンスペースや防 災拠点としての
機能を確保するという方針を定めるべきではないかと思
いま すが、お考えを伺います。 

○海老沢政策室副参事(企画担当) 御指摘の防災機能、公
園機能につきま しても、跡地活用の中で検討してまいり
たいというふうに考えてございます。 

○久保委員 よろしくお願いいたします。 次に、今後のこ
の学校再編における学校施設のあり方について何点かお
伺 いいたします。本年3月に発表された文部科学省学校
施設のあり方に関する 調査研究協力者会議の報告書によ
れば、学校施設が抱える多くの課題に的確 に対応するた
めには、各地方公共団体が域内の学校施設全体の中長期
的な整 備方針、学校施設整備基本構想を策定し、これに
基づき計画的に整備を行う ことが望ましいとなっていま
す。現在、学校再編を前に学校施設の耐力度調 査を行う
ことになっておりますし、この調査の結果がまとまった
段階で中野 区学校施設整備計画を策定されるという、そ
ういった予定なのかお伺いいた します。 

○伊藤子ども教育部、教育委員会事務局副参事(子ども教
育施設担当) 今 年度実施している学校施設の調査、診断
結果を踏まえまして、長寿命化など 中長期の学校施設の



整備計画の策定に取り組む予定でございます。 ○久保委
員 取り組んでいくということですが、今さまざまこの計
画におき まして検討されていることと思いますが、議会
への十分な御報告もよろしく お願いいたします。 次に、
学校再編第2次計画から何点か伺います。大和小学校、
若宮小学校 の統合について、統合新校の設置場所は大和
小学校の位置とするが、統合の 時点では若宮小学校を仮
校舎とし、統合新校の校舎の大規模改修工事が終了 した
後、新校舎へ移転することとなっています。大規模改修
工事の内容につ きましては、調査結果を踏まえた上での
検討とのことであると思いますので、 今回は伺いませ
ん。この統合に伴って、若宮小学校に開設された通級学
級で あるはなみずき学級が鷺宮小学校に移転することに
なっています。このはな みずき学級の鷺宮小学校への移
転はどの時点なのか。また、鷺宮小学校の、 はなみずき
学級が移ってくる時点によっては、改修時期、施設整備
の計画な ども明らかにしなければならないと思います
が、学校、地域に対してはどの ように説明をされている
のか伺います。 

○石濱教育委員会事務局副参事(学校再編担当) 現在、若
宮小学校に設置 しておりますはなみずき学級の鷺宮小学
校への移転は、大和小学校と若宮小 学校の統合時を予定



しております。今後、大和小と若宮小の統合時期が確定 
しまして統合に向けた準備を進めていく中で、はなみず
き学級の施設改修の 時期、整備計画等をお示しして説明
していきたいというふうに考えておりま す。 ○久保委員 
そのように、学校、地域にも説明をきちっとしていただ
きたい と思います。 次に、第四中学校と第八中学校の
統合について伺います。統合新校の設置 場所は現在の若
宮小学校の位置とし、大和小学校と若宮小学校の統合・
移転 後、統合新校の校舎を大規模改修して新校舎で統合
するとなっています。小 学校の建物、敷地を活用しての
中学校の開設はこの統合校のみでございます。 通学区域
で考えると、若宮小学校の位置は必ずしも悪くはありま
せん。敷地 面積も1万3,283平米であり、中野区の中学校
の平均敷地面積を上回って います。校舎は大規模改修で
対応できるが、体育館とプールは改築が必要と のことで
すが、その点を御説明ください。 

○石濱教育委員会事務局副参事(学校再編担当) 小学校の
校舎、これを大 規模改修しまして中学校を開設すること
は可能だというふうに考えておりま す。体育館とプール
につきましては、中学校で使用するための広さ、それか 
ら、深さといったことの確保のために建てかえが必要だ
というふうに考えて おります。 ○久保委員 また、現在第



四中学校にはランチルームが、第四中学校、第八 中学校
にはいずれも武道場が配置されています。武道場などは
若宮小学校に は配置されておりません。今後、再編の中
でこれらの施設は縮小するべきで はないと考えますが、
いかがお考えでしょうか。 

○石濱教育委員会事務局副参事(学校再編担当) 統合新校
に必要な施設を どのように整備していくかということに
つきましては、具体的な統合のスケ ジュールを決めた後
検討していくことが必要というふうに考えております。 
○久保委員 現段階では、配置をする施設そのものの中身
についてはなかな か検討は深まっていないということか
と思いますけれども、現状の若宮小学 校の施設の配置を
考えますと、体育館、プール、これらの改築にあわせて
校 舎も建てかえ、敷地を有効的に活用すべきではないか
と考えます。校舎を改 築することによって校庭を拡張
し、多様なスポーツに対応することができる と思います
が、区のお考えを伺います。 

○石濱教育委員会事務局副参事(学校再編担当) 学校再編
計画の第2次に おきまして、大規模改修により統合新校
にする予定の学校につきましては、 今年度建物の調査、
診断を行い、その結果をもとに検討して、大規模改修か 
改築の判断をすることとしております。第四中学校と第



八中学校の統合新校 につきましても、その中で検討して
判断していくこととしております。 ○久保委員 いずれに
しましても、こういった調査の結果を踏まえて検討さ れ
るということですので、ここでは前向きな御答弁をいた
だけないかもしれ ないですけれども、これは地域からも
大変要望の強いものでございますので、 ぜひとも前向き
に検討いただくことをお願いいたしまして、この項の質
問を 終わります。 次に、防災・減災対策についてお伺い
いたします。大型の台風18号が1 6日午前8時前、愛知県
豊橋市付近に上陸して、列島を縦断し、近畿地方を 中心
に河川の氾濫や土砂災害など、大きな被害をもたらしま
した。気象庁は、 京都、志賀、福井の3府県を対象に、
初めて大雨特別警報を出しました。大 

きな台風被害に遭われた方々にお見舞いを申し上げます。
また、3連休、防 災分野をはじめ、職員の皆様、警戒態
勢に努めていただき、大変にお疲れさ までございまし
た。近年、予測不可能な自然災害が猛威を振るっており
ます。 区民の皆様の生命と財産を守るために、自治体の
責務を果たすべく御尽力い ただきますことをお願いし、
防災・減災対策についてお伺いいたします。 平成24年度
には中野区地域防災計画が改定されました。しかし、改
定直 後より国での法改正や東京都の計画見直しが相次い



でおります。本年6月に は災害対策基本法などの一部が
改正されました。市町村長は、高齢者、障害 者などの災
害時の避難に特に配慮を有する者について名簿を作成し、
本人か らの同意を得て消防、民生委員などの関係者にあ
らかじめ情報提供するもの とするほか、名簿の作成に際
し、必要な個人情報を利用できることとするこ とという
ふうになっております。運用について、避難行動要支援
者名簿とい う今までない規定を設けました。名簿は、地
域防災計画の定めるところによ り作成することとなって
おり、地域防災計画には名簿作成の具体的な方法、 手順
を定める必要があります。第39次修正を行ったばかりで
はありますが、 中野区地域防災計画の改定に着手すべき
ではないかと思いますが、お考えを 伺います。 

○大木島都市基盤部副参事(防災・都市安全担当) 中野区
の地域防災計画 の第39次修正に当たりまして、災害時要
援護者支援に係ります情報の整理、 支援の対象や支援
者、支援方策について一定の整備を行ったところでござ
い ます。災害対策基本法の改正に対応いたしました災害
時要援護者の名簿の取 り扱い等につきまして整理をした
上で、より具体的な内容について中野区地 域防災計画に
記載していく必要があると考えているところでございま
す。 ○久保委員 内閣府では、災害時要援護者の避難支援



ガイドラインを改訂し、 名簿の作成、活用にかかわる具
体的な手順などについて示されるとのことで すが、現段
階ではこの点はどうなっているのでしょうか。 

○大木島都市基盤部副参事(防災・都市安全担当) 内閣府
の災害時要援護 者の避難支援ガイドラインは全面的に改
正されまして、名簿の作成や活用、 避難行動の支援方策
等につきまして、避難行動要支援者の避難行動支援に関 

する取扱指針として本年8月に示されたところでござい
ます。 ○久保委員 平成25年度4月時点、中野区の非常災
害時救援希望者登録制 度の登録者数は893名にとどまっ
ています。これは、現在区の登録要件が 手挙げ方法であ
るからであると思います。今後、法改正の趣旨を踏まえ
災害 

時要援護者名簿を作成すると、どのような要件の方が何
名程度名簿に載るこ とになるのでしょうか、伺います。 

○大木島都市基盤部副参事(防災・都市安全担当) 法改正
により規定され ました避難行動に支援を要する者をどの
ような要件で捉えていくのかによる ところでございま
す。在宅で介護を要する高齢者の方や障害者の方などの
状 況から考えますと、現行の非常災害時救援希望者登録
制度の登録者数を相当 に上回る数になると想定している



ところでございます。 ○久保委員 何名というところまで
はまだわからないということかと思いま すが、一方、中
野区には、中野区地域支えあい活動の推進に関する条例
の制 定に伴い、見守り・支えあい名簿が推進され、各す
こやか福祉センターを中 心として地域の見守りが進めら
れております。こちらの名簿登載者が9,33 3人に上りま
す。ちなみに、平成24年度行政視察を受けた全33件のう
ち 14件が地域支えあい推進条例を調査項目としたもので
した。他の自治体か らも注目されております。この見守
り・支えあい名簿は、中野区地域支えあ い条例が根拠で
あり、災害時要援護者名簿はこれから災害対策基本法に
基づ いて設置されることになります。本来の位置付けが
別のものですが、対象者 や役割が重複している部分が大
きいと言えます。それぞれの役割と位置付け を明確に
し、地域や登録者にも認知してもらうべきではないかと
考えますが、 いかがでしょうか。 

○大木島都市基盤部副参事(防災・都市安全担当) 現行の
見守り・支えあ い名簿と、このたび災害対策基本法の改
正に対応いたしました災害時の要援 護者名簿のそれぞれ
の役割や位置付けにつきましては、地域の方、名簿登録 
者の方々等々、関係者の御理解を図りまして、平常時、
災害時とも地域にお ける連携が円滑に図られますよう努



めてまいりたいと考えております。 ○久保委員 さらに、
避難行動要援護者の避難行動支援に関する取り組み指 針
によれば、地域の特性や実情を踏まえつつ、名簿情報に
基づき市町村また はコーディネーターが中心となって、
避難行動要支援者と打ち合わせ、具体 的な避難方法など
についての個別計画を策定することが示されています。
こ の中心となるのは、中野区においてはすこやか福祉セ
ンターとし、防災分野 と今後さらに情報共有を密にし連
携を図りながら、災害時に助けを必要とす る方たちを具
体的に避難させる計画を策定すべきと考えますが、いか
がでしょ うか。 

○朝井地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当) 災
害時の具体的な 避難方法などを記載します個別支援計画
の作成につきましては、現在検討中 でございます。すこ
やか福祉センターが中心となって、防災担当と連携しな 
がら作成していくことを検討しているところでございま
す。 ○久保委員 次に、区職員、見守りにかかわる方々の
退避ルールについて伺 います。東日本大震災では、救出
にかかわった職員、消防団などの多くの尊 い人命が失わ
れました。津波による被害が大半でありましたが、各自
治体の 独自退避ルールが注目されています。地震や火災



の際の退避ルールを明確に する必要があると考えます
が、いかがでしょうか、伺います。 

○大木島都市基盤部副参事(防災・都市安全担当) 災害対
策に従事する者 の安全確保は非常に重要であります。危
険が及ぶ場合の退避についてどのよ うな形で定めること
が有効であるのか、今後検討していきたいと考えている 
ところでございます。 ○久保委員 ぜひ今後、名簿の作成
とあわせて、こういったことにかかわる 方たちの退避
ルールにつきましても検討を深めていただきたいと思い
ます。 次に、防災・減災対策のその他で、災害時の情報
収集と伝達について伺い ます。先日の一般質問で我が会
派の白井議員より防災行政無線に関する質問 がありまし
た。その際に白井議員より、翌日行われるJアラートの
試験放送 について検証をと言われておりましたけれど
も、9月11日午前11時、議 会運営委員会の委員会室ではJ
アラートを確認することができませんでした。 この原因
と改善はなされたのかお伺いいたします。 

○石井経営室副参事(施設担当) まず、原因でございます
が、ことし3月 に行いましたJアラートの工事の際に、回
線を緊急地震放送と同じ、庁舎に 制限なく流れる、いわ
ゆる無条件放送、この状態にしていなかったというこ と
でございます。なお、この回線の改善でございますが、



当日11日のうち に済んでございまして、正常に放送が流
れるということを確認しているとこ ろでございます。 ○
久保委員 試験放送をやって放送されたことはよかったな
と思っておりま すけれども、こういった点にはしっかり
と注意を払っていただきたいと思い ます。また、中野駅
北口・南口、四季の森公園でも試験放送の確認ができな 
かったというお話も伺っておりますが、北口や四季の森
公園に固定系の防災 行政無線を設置すべきではないかと
考えますが、いかがでしょうか。 

○大木島都市基盤部副参事(防災・都市安全担当) 固定系
の防災行政無線 のスピーカーは、中野駅北口では区役所
の屋上、あと、北口の駐輪場に設置 しているところでご
ざいます。四季の森公園北側に建設中の中野中学校敷地 
内にも設置してありますが、この無線スピーカーを校舎
建築後は屋上に移設 しまして、聞こえやすいような改善
を図る予定でございます。 ○久保委員 今、北口のほうは
現状で変わらずということだったのかと思い ますが、こ
の点につきましては大変検証が必要ではないかと思いま
すので、 しっかりとお願いしたいと思います。 8月12
日、神田川・妙正寺川をゲリラ豪雨が襲いました。この
日、自宅 でホームページのライブカメラで河川の状況を
確認しておりましたが、一時 的に画像が受信できない状



態になりました。この原因と改善策についてお伺 いいた
します。 

○大木島都市基盤部副参事(防災・都市安全担当) 区の防
災気象情報のホー ムページの管理は民間事業者に委託し
ているところでございます。今回の一 時的な画像の配信
ができない状況につきましては、アクセスが集中したこ
と によりまして負荷の分散装置が機能しなかったと聞い
ているところでござい ます。現在、事業者がネットワー
クの構成見直しを行っているところでござ います。 ○久
保委員 次に、このライブカメラですが、本年4月より取
水可能となっ た鷺宮調節池には現在設置がありません。
8月も9月も取水されております が、防災センターで状況
を把握するためにもライブカメラを設置するべきで はな
いかと考えますが、伺います。 

○古屋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当) 鷺宮調節
池の管理につき ましては東京都が行うことになっており
ます。したがいまして、河川監視カ メラの設置につきま
しては、まず東京都に要請していきたいと考えておりま 

す。 ○久保委員 要請していきたいということでございま
すので、それは確実に つけていただくように東京都と協
議をしっかりしていただきたいと思います。 



さらに、8月12日、民放テレビにて妙正寺川氾濫との報
道がされました。 何人かの方からお問い合わせがありま
したけれども、テレビ・新聞の報道に ついての情報提供
はどうなさっているのか伺います。 

○大木島都市基盤部副参事(防災・都市安全担当) 8月の集
中豪雨で妙正 寺川が氾濫したというような事実は全くな
く、そのような情報提供も区から は全くしていないとい
うことでございます。区の報道対応につきましては、 正
確な情報の提供ができるように努めているところでござ
います。 ○久保委員 また、先日の台風18号の際、区の
ホームページで中野区気象 情報を確認していると、ライ
ブカメラでは警戒水域に達しているのに、水位 観測情報
は通常水位のままでした。ライブカメラと水位情報は連
動していな いのでしょうか、伺います。 

○大木島都市基盤部副参事(防災・都市安全担当) ライブ
カメラと水位観 測情報は連動しているところでございま
すが、ライブカメラは1分前の更新 でありまして、水位
観測情報は10分単位の更新である等、タイムラグがあ る
ためこんなことが起きたと考えるところでございます。 

○久保委員 タイムラグだけだったのか。これはしっかり
と検証していただ きたいと思います。 次に、ツイッター
発信はなされていたものの、中野区フェイスブックにつ 



いては3連休の間一度も更新されなかったのはなぜなん
でしょうか、伺いま す。 

○酒井政策室副参事(広報担当) 台風18号に関連した情報
については、 ホームページとJCNのデータ放送、さら
に、ソーシャルメディア運用基準 で主に防災情報等を提
供する際に利用することとしているツイッターにより 提
供しておりました。フェイスブックページは、運用基準
で区の取り組みだ とか催し、出来事、まちの風景、地域
情報などを主に提供する情報としてい るため、今回の台
風に関しては情報は掲載しませんでした。今後、他の自
治 体の災害時のフェイスブックページの活用方法等を調
査して、どのように活 用するのが適当か調査いたしま
す。 

○久保委員 わかりました。 次に、中野区防災用高所カメ
ラシステムについて伺います。現在高所カメ ラは、区役
所南西に位置するNTTビルに設置されています。区内中
を高所 から映し、この映像が警察署、消防署でも同時に
確認できるようになってい ます。消防署から火災の連絡
が入ると、その住所を聞きカメラを動かし、現 地を確認
するなどに使われております。近年高層の建物がふえ、
高所カメラ で映らないエリアが出てきています。カメラ



で映し出されないエリアの情報 確認はどうなさっている
のか伺います。 

○大木島都市基盤部副参事(防災・都市安全担当) 火災の
連絡が入ります と、中野区高所カメラシステムで状況確
認と、消防・警察への情報提供を行っ ているところでご
ざいます。高所カメラに映らない範囲につきましては、
必 要に応じて区の職員が火災現場に向かいまして状況の
確認を行っているとこ ろでございます。 ○久保委員 火災
現場のほうに住所を聞いて職員の方が向かわれていると
い うことで、大変御苦労なことだなと思いました。今
後、駅周辺整備の中で高 所カメラの設置場所なども十分
に検討すべきと考えますが、いかがでしょう か。 

○大木島都市基盤部副参事(防災・都市安全担当) 現状で
も相当なエリア をカバーしているとは考えていますが、
さらに改善が可能かどうか、中野駅 周辺整備とあわせま
して検討していきたいと考えているところでございま
す。 

○久保委員 足立区では25年度末、10台の道路沿い災害対
策用定点カメ ラを設置し、ネットワーク回線で区役所内
の防災センターと結び、災害時の 道路の状況などを把握
できるようにするということです。中野区でも高所カ メ



ラだけではなく、災害用定点カメラの設置を検討すべき
と考えますが、い かかでしょうか。 

○大木島都市基盤部副参事(防災・都市安全担当) 災害時
にさまざまな状 況を把握いたしまして、その対策を図っ
ていくことは必要なことであります。 災害対策用定点カ
メラの活用につきましては、まず情報収集して研究して
ま いりたいと考えているところでございます。 ○久保委
員 この項の最後に、区立小・中学校に設置されている
AEDにつ いてお伺いいたします。現在、中野区内の全
小・中学校にAEDが設置され ています。設置場所として
は、職員室の前など校舎内のわかりやすく、万が 一のと
きにすぐに対応できる場所に設置されています。児童・
生徒が通学す る学校施設としては適切な設置場所である
と考えます。しかし、地域のスポー ツ団体などが夜間開
放で学校体育館を使用する際には、校舎内のAEDは利 用
しづらい環境にあります。体育館開放の際、団体は校舎
内に立ち入ること はできません。校舎とは別に、地域の
大人が使用するスポーツ施設としての 学校体育館へAED
を設置すべきではないかと考えますが、いかがでしょう 

か。 

○浅川健康福祉部副参事(学習スポーツ担当) 学校施設の
AEDは、一般 的には緊急時に地域の方々も利用可能なわ



かりやすい場所に設置されている ものでございますが、
体育館一般開放利用時に使用しづらいということでご ざ
いました。利用者に設置場所の周知を図れるよう、より
一層工夫してまい りたいと思っております。なお、体育
館への増設などAEDの全体的な配置 のあり方について
は、今後検討してまいりたいと思っております。 ○久保
委員 ぜひとも体育館への設置を検討していただきたいと
思います。 次に、指定管理者制度についてお伺いいたし
ます。地方自治法第244条 に規定される公の施設の管理
については、地方自治法の一部を改正する法律 により平
成15年に指定管理者制度が導入されました。中野区で
は、平成1 6年4月より宮園保育園、宮の台保育園の2園か
ら指定管理者制度を導入し、 本年で10年目を迎えます。
現在の区の指定管理者制度導入の状況を伺いま す。ま
た、現在、指定管理者制度に関する進行管理、評価・改
善などはどこ が行っているのか伺います。 

○中谷政策室副参事(情報・改善担当) 現在、中野区の施
設の中で指定管 理者制度を導入してございますのは、保
育園や障害者施設、スポーツ施設、 文化施設などが32施
設、区営住宅や福祉住宅などが33棟でございます。 それ
ぞれの指定管理者の業務のチェックや評価・改善などは、
各施設の所管 がそれぞれ行っているところでございます



が、指定管理者制度全体に関する 基準の策定につきまし
ては政策室の所管となってございます。 ○久保委員 総務
省では、平成24年4月1日時点における各地方公共団体 の
指定管理者制度の導入状況などを調査し、その結果を取
りまとめ、その調 査結果を平成24年11月に公表いたしま
した。近年導入施設が増加する一 方、留意する点も明ら
かになってきたとのことです。24年度、中野区監査 委員
からは、指定管理者における確実な業務の履行と所管の
適切な指導・監 督を求めるとの指摘もありました。区側
の指導・監督についての責任を果た さなくてはならない
と考えます。こうした事例は事業部だけの責任ではな
く、 業務の管理や事業評価を適正に行っていくべきでは
ないかと考えますが、い かがでしょうか。 

○中谷政策室副参事(情報・改善担当) 各施設の所管が指
定管理者の業務 について適切に指導・監督を行っていく
ということはもちろんですが、各施 

設所管が適切に指定管理者制度の運用ができるような統
一した基準や仕組み をつくっていく必要があるというふ
うに考えてございます。 ○久保委員 板橋区では、管理者
制度導入施設について効率的な運営やサー ビス水準の維
持・向上、利用者の安全対策など、当初の導入目的にのっ
とり 適切に運営されているかどうかをモニタリングし、



客観的に評価・検証を行 うための基本的な考え方を示す
ものとして方針を策定しております。23区 でこうした指
定管理者のガイドラインを持っている区は何区あります
か。 

○中谷政策室副参事(情報・改善担当) 23区中16区で策定
していると 把握してございます。 ○久保委員 中野区は、
指定管理者制度の導入は早い時期ではなかったかと 思い
ますけれども、他区は16区ガイドラインを策定している
ということで、 このガイドラインの策定については、中
野区は着手するのが大変遅かったの ではないかと考えま
す。早期に策定すべきと思いますが、いかがでしょう
か。 

○中谷政策室副参事(情報・改善担当) 現在もガイドライ
ンの策定に向け て具体的な検討を鋭意進めているところ
であり、できるだけ早く策定したい というふうに考えて
ございます。 ○久保委員 指定管理者制度導入から10年。
この間の検証については所管 する各部が行っているとは
思いますけれども、所管からの検証をもとに今後 の新た
な指定管理者制度導入の可能性も含め、全庁的な検討が
なされるべき と考えますけれども、いかがでしょうか。 



○中谷政策室副参事(情報・改善担当) 指定管理業務の成
果を検証し改善 するということは各所管が常に行い、よ
り効果が上がるよう取り組んでいる ところでございま
す。こうした各所管の取り組みの成果をガイドラインの
中 にも反映させて、全体の成果を高めるものにしたいと
いうふうに考えてござ います。 ○久保委員 先ほど早期に
策定すべきということで、そういった御答弁もご ざいま
したけれども、これはいつまでに策定するというふうに
考えていらっ しゃるんでしょうか。 

○中谷政策室副参事(情報・改善担当) 具体的な策定時期
につきましては、 はっきりとこの場で申し上げることは
ちょっとできかねるんですが、できる だけ早く策定した
いというふうに考えてございます。 ○久保委員 これは本
当に時間がかかっておりますので、今の時点でいつま で
ということは、副参事のほうからはおっしゃれないのか
もしれませんけれ ども、早くに議会にも報告をいただき
たいと思います。お待ちしております のでよろしくお願
いいたします。 次に、療育センターアポロ園について伺
います。先日、療育センターアポ ロ園にお子さんを通園
させている保護者の方たちと懇談をさせていただきま し
た。保護者の方たちからは、アポロ園の待機児童の解消
について、また、 たんぽぽ学級跡施設に開設する重度・



重複障害児を主な対象とした療育施設 に関する要望が寄
せられました。 初めに、アポロ園の待機児童の現状につ
いて伺います。アポロ園に通園を 希望してから実際に通
園できるまでの待機期間が長過ぎると言われています。 
アポロ園に入園するまでの手続はどういった手順で進め
られているのか伺い ます。 

○黒田子ども教育部副参事(子育て支援担当) アポロ園の
入園の手続でご ざいますが、まず各すこやか福祉セン
ターで相談予約を受けていただきます。 その際に、毎週
水曜日、アポロ園で実施されている療育相談日を決める
こと になります。療育相談後、アポロ園での処遇会議や
嘱託医の健診の後、利用 の準備ができ次第通所給付の申
請を行っていただきまして、利用契約を行う ということ
になっています。 ○久保委員 現状では療育相談を受けな
ければ申し込みをすることもできま せん。療育相談の待
機をなくすための改善方法は検討されているのか伺いま 
す。 

○黒田子ども教育部副参事(子育て支援担当) 療育相談ま
での待機期間が 長いことは認識しておるところでござい
ます。来年度は、待機期間を解消す るための準備を行っ
ているところでございます。 ○久保委員 申し込みから実



際の通園までにはどの程度の期間を要するので しょう
か、伺います。 

○黒田子ども教育部副参事(子育て支援担当) およそ6カ月
を要しており
ます。
○久保委員 それは大変長い時間ではないかと思います。
平成26年度から 療育センターアポロ園は、現在の事業運
営委託から指定管理者に変更される 予定ですが、この段
階で利用定員の枠を広げる予定があると聞いています。 
利用定員枠をどう拡充する予定なのかお伺いいたしま
す。 

○黒田子ども教育部副参事(子育て支援担当) 1歳未満のク
ラスを新設す る予定であるとともに、1歳以上3歳未満の
クラスですが、現在1日の利用 できる定員は12人となっ
ております。これを18人に増加する予定でござ います。 
○久保委員 主要施策の成果(別冊)によれば、要支援児童
登録実績は、2 2年554人、23年1,107人、24年1,331人と増
加の一途をたどっ ています。療育を必要とする子どもた
ちにとっては1日も早い支援を進めて いくことが必要で
す。保護者の方からは、アポロ園を希望してから実際に
通 えるまでの時間が長く、もう少し早く通園できていた
ら今の状況も変わって いたのではないかという思いがあ



ると、切実なお話が聞かれております。療 育相談の拡
充、アポロ園通園児の拡充により待機児童解消に取り組
むべきだ と思います。今、定員枠の拡充というお話をお
伺いしましたので、これに期 待いたします。 次に、緊急
一時保護の利用時間を現在の9時から18時までとする、
この 前後を拡大し、時間延長を図ることについてお伺い
いたします。やむを得な い事情により障害のある子ども
を連れて出かけることができず、利用するの が緊急一時
保護です。利用するための理由は人それぞれですが、年
に一度人 間ドックにかかるために利用されている方は、
9時に病院に入らなくてはな らないが、実際には9時にお
子さんを預けてから病院に向かうので、9時に は到底間
に合いません。また、特別支援学校の見学が9時15分開
始ですけ れども、間に合わないというお話も伺いまし
た。24時間看護の必要な重度・ 重複のお子さんを抱え、
お母さんは1週間のうち1.5時間しか外出もできな い状況
です。せめて緊急一時保護の時間を拡大することができ
れば、慌ただ しく子どもを連れて移動し、時間におくれ
肩身の狭い思いをしながら出かけ るという、精神的・物
理的な負担を軽減してあげることができるのではない で
しょうか。利用時間の拡大をするべきと考えますが、い
かがでしょうか、 伺います。 



○黒田子ども教育部副参事(子育て支援担当) 緊急一度保
護事業の基本的 な時間は、現在9時から6時としていると
ころでございます。来年度は、必 

要がある場合には利用時間を変更することができるよう、
運営体制の中で検 討していきたいというふうに考えてお
ります。 ○久保委員 ありがとうございます。 アポロ園に
通園する子どもたちのための給食について伺います。保
護者の 方から、他区では一人ひとりの児童に適した給食
を発達センターでつくって 提供し、食事場面をSTが見て
指導してくれるとのお話を聞きました。近年、 夏場の猛
暑は大変厳しく、お弁当の腐敗も心配です。療育機関で
の給食実施 を進めてみてはいかがでしょうか、伺いま
す。 

○黒田子ども教育部副参事(子育て支援担当) 今現在、お
弁当につきまし てはクーラーのある部屋で適切に管理し
ているところでございます。給食に ついては、子どもそ
れぞれの摂食の状況や調理方法なども異なっております 
ので、提供については現在のところ考えておりません。 

○久保委員 クーラーの部屋ということでございますが、
アポロ園にお弁当 を入れておくような冷蔵庫というのは
設置されているんでしょうか。 



○黒田子ども教育部副参事(子育て支援担当) 薬等を入れ
ておく冷蔵庫は 設置しておりますが、お弁当等を入れる
冷蔵庫等については設置しておりま せん。 ○久保委員 大
変今週からは涼しくなってまいりましたけれども、この
夏場 の猛暑の対策、さらに検討していただきたいと思い
ますし、給食につきまし てはまた改めて伺いたいと思い
ます。 先日の懇談会で、親と療育などの機関の双方から
の情報が盛り込まれたファ イルを作成し、双方で持ち続
ける形のものが望ましいとの声がありました。 このお話
は何年も前から出ているもので、今年度サポートファイ
ルが完成し てきたと思っております。しかし、アポロ園
の保護者にはサポートファイル の存在が全く認知されて
いませんでした。障害のあるお子さんを育てるお母 さん
たちは、限られた時間で行動範囲にも制限があり、必要
な情報を十分に 得られない環境にあります。せっかくさ
まざまな制度が中野区にはあるのに、 十分に必要な支援
を受けられない。自分から情報を求めていかないと支援
を 受けられない。1歳半、3歳児健診で発達のおくれを見
落とされたまま就園 している子どもが少なくないと感じ
ています。親としても不安を感じていて も、アポロ園の
存在すら知らず、悩んでいてもどうすることもできない
とい う声も寄せられております。必要な人に必要な情報



が届くように、健診の機 会や小児科への通院、各種手続
など、さまざまな機会に情報提供がされるよ 

うに心を砕いていくべきではないかと考えますが、いか
がお考えでしょうか、 伺います。 

○黒田子ども教育部副参事(子育て支援担当) 子育てや家
庭の状況に課題 が生じた場合の相談先などにつきまして
は、関係機関やすこやか福祉センター でしっかりと情報
提供ができるように工夫を図ってまいりたいというふう
に 思います。 

○久保委員 よろしくお願いいたします。 次に、母子生活
支援施設についてお伺いいたします。 初めに、さつき寮
で行われているショートステイ事業、トワイライト事業 
について伺います。こちらは、子ども文教78の資料を出
していただきまし た。ありがとうございます。現在中野
区では、保護者の入院などやむを得な い事情で一時的に
お子様の世話ができないときに、ゼロ歳から3歳未満を
対 象としてオディリアホーム乳児院で、3歳から15歳以
下を対象に中野さつ き寮で、宿泊により一定期間預かる
ショートステイ事業と、夜間の時間帯に おいて一時的に
お子様の世話ができないとき、3歳から12歳までのお子
様 を預かるトワイライト事業を実施しています。ショー



トステイ、トワイライ トの利用実績を資料としてお出し
していただきました。どちらの事業も利用 実績が伸びて
きています。養育支援と一般に実績が受けられておりま
すけれ ども、養育支援とはどのような支援でしょうか、
伺います。 

○黒田子ども教育部副参事(子育て支援担当) まず、一般的
なショートス テイでございますが、保護者の出張や出産
などさまざまな理由により利用さ れるものでございま
す。養育支援のショートステイでございますが、子育て 
のトラブルや課題のある家庭、また、虐待のおそれがあ
る家庭などについて、 一時的に保護者から子どもを保護
することにより虐待予防につながるよう利 用するもので
ございます。 ○久保委員 この養育支援は、レスパイトケ
アとして大変重要な役割を担っ ています。私も3カ月ほ
ど前、区民の方から、近所の家からお母さんの尋常 では
ない子どもを叱るヒステリックな声が聞こえる、とても
心配なのだがど うすればよいのかとの御相談を受けまし
た。すぐに子ども家庭支援センター に連絡し、訪問して
もらい、子育てで疲れ果てているお母さんと子どもを一 
時的に離し、お母さんのケアを進めてもらいました。孤
独な育児で不安を抱 え、虐待やネグレクトになる一歩手
前で救出するための重要な施策であると 感じておりま



す。しかし、ショートステイの利用がふえると、トワイ
ライト 

ステイ事業が利用できなくなると聞いています。それは
どういった仕組みに よるものでしょうか、伺います。 

○黒田子ども教育部副参事(子育て支援担当) 現在、ショー
トステイとト ワイライトステイとの両方で3人枠として
総利用定数を定めているところで ございまして、例えば
ショートステイで3人の枠を利用してしまいますと、 必
然的にトワイライトステイは利用できなくなるというよ
うな状況というこ とでございます。 ○久保委員 一般質問
で小林ぜんいち議員の質問にもございましたけれども、 
同僚議員とさつき寮を視察させていただきました。明る
く気持ちのよい空間 と充実した施設内容で、子育て支援
の中核施設として十分に機能を発揮して もらえると感じ
ました。現在、母子生活支援施設の利用状況はどのよう
になっ ているのか伺います。 

○黒田子ども教育部副参事(子育て支援担当) 母子生活支
援施設としまし ては、平成24年度、平均15世帯の入所で
ございます。また、母子生活支 援施設を利用したショー
トステイの利用は、平成22年度、延べ100回。 トワイラ
イトステイ事業では、平成24年度、延べ169回となってご
ざい ます。 ○久保委員 私が視察に伺ったときも居室ス



ペースにあきがありました。母 子生活支援施設の空きス
ペースを活用し、ショートステイとトワイライトス テイ
のそれぞれの利用枠を確保すべきと考えますが、いかが
でしょうか、伺 います。 

○黒田子ども教育部副参事(子育て支援担当) ショートス
テイ、トワイラ イトステイ事業は増加しているところで
ございます。一方、母子生活支援施 設は、入所までの期
間、部屋にあきがあるというようなことはございますの 
で、母子生活支援施設全体の運営の中で工夫を行い、よ
り有効に事業が活用 されるように検討したいというふう
に考えております。 ○久保委員 また、さつき寮には調理
室が設置されておりますけれども、そ の機能を十分に発
揮されているとは思いません。先ほどのアポロ園の給食
や 保育園の給食など、子育て支援に資する事業に活用す
べきと考えますが、い かがでしょうか、お考えを伺いま
す。 

○黒田子ども教育部副参事(子育て支援担当) 調理室はト
ワイライトステ イ、ショートステイ事業のために必要な
施設であり、他の事業に活用するこ とは考えておりませ
ん。 ○久保委員 トワイライト事業、ショートステイ事業
に必要なものというこ とですけれども、そもそもこの調



理室が設置された目的というのはどういっ たことだった
んでしょうか。 

○黒田子ども教育部副参事(子育て支援担当) 調理室は、
トワイライトス テイ事業を当初30人程度の利用を見込ん
でおりましたので、その際に給食 の提供ということで整
備したものでございます。 ○久保委員 拝見したところ、
開設から一度も使用された形跡がありません でしたけれ
ども、今おっしゃられたトワイライトステイで30人の給
食とい うのは、これは実行されたことはあるんでしょう
か。 

○黒田子ども教育部副参事(子育て支援担当) 使用したこ
とはございませ ん。 ○久保委員 今まで一度も使用してい
なかったものが、先ほどトワイライト ステイ、ショート
ステイで使用ということでしたけれども、同じ使途目的
で 活用することができるのでしょうか。それはいかがな
ものかと思いますけれ ども、どういったお考えで利用が
できるというふうにおっしゃられているの か伺います。 

○黒田子ども教育部副参事(子育て支援担当) ショートス
テイ事業、トワ イライトステイ事業で今後利用者の増加
を見込んでおりますので、そういっ た利用者の増加に伴
い調理室を利用するということは、可能性としてはある 



ということでございます。 ○久保委員 ショートステイ、
トワイライトステイで使っているこちらのお 部屋にも、
家庭で使っているのと同じようなお勝手がついておりま
すよね。 十分それで足りているのではないかなと思いま
すけれども。ということは、 トワイライトステイのこの
事業を大幅に拡大して何か新しい事業をされる、 そう
いったお考えがあるということですか。 

○黒田子ども教育部副参事(子育て支援担当) 現在、トワ
イライト事業に
つきまして特別に事業拡大する予定はございません。
○久保委員 お話に矛盾があるなというふうに感じており
ます。さつき寮は、 初めに申し上げましたように、好感
の持てるとてもよい施設だと思っており ます。この施設
が、無駄なものをつくっている、そのように思われてし
まっ ては、これは施設そのもののイメージを悪くしてし
まうことになると思いま すし、本当にこの取り組みを
しっかりとやられているというふうに、私はこ の点思っ
ておりますので、本当にこの調理室のあり方というのが、
無駄な施 設の整備をしている、そのようなことが言われ
ないようにしっかりと取り組 みをいただきたいと思いま
すが、もう一度答弁をお願いいたします。 



○黒田子ども教育部副参事(子育て支援担当) 母子生活支
援施設につきま しては、各事業、有効に利用していきた
いというふうに考えております。 ○久保委員 調理室に関
してはまだまだ課題があるように思われますし、今 後ト
ワイライトステイ、ショートステイという利用でという
ことでございま したけれども、あの調理室を使いこなせ
るだけの利用をどのようにされるの かなというのは、こ
れは大きな課題があるように思います。私も先ほどアポ 
ロ園の給食でございますとか保育園の給食など、こういっ
たものも多目的に 活用の検討をすべきではないかという
提案をさせていただきました。その点 も踏まえた上で、
きちっとした検討を深めていただき、無駄な事業という
ふ うに言われないようにお願いしたいと思いますが、い
かがでしょうか。 

○黒田子ども教育部副参事(子育て支援担当) 母子生活支
援施設につきま しては、より有効な形で活用できるよう
に今後検討を進めていきたいという ふうに思います。 ○
久保委員 これは、きっとここでは結論のつかないお話か
なと思いますの で、今後この調理室がきちっと活用され
ましたという御報告があることをお 待ちいたしておりま
す。 以上で私の全ての総括質疑を終わらせていただきま



す。長時間にわたりま して御清聴ありがとうございまし
た。

 ○内川委員長 以上で久保りか委員の質疑を終了します。 


