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午前１０時３０分開会
○林分科会長

おはようございます。ただいまから決算特別委員会企画総務分科会を開会

いたします。
欠席届が出ております。道路公園課長、通院のため欠席です。
それでは、議案の調査、議案第４６号、平成２９年度千代田区各会計歳入歳出決算の認
定についての企画総務委員会所管分の調査ですが、まず、昨日の分科会で木村委員から質
疑がありました、開発協力金についての答弁から入ります。決算参考書１０８ページ、１
０９ページの１６款、寄附金、２項の指定寄附金の開発協力金、これについての答弁です。
○平岡住宅課長

昨日の答弁、お時間をいただきまして、大変申しわけございませんでし

た。昨日の答弁でございますが、一部修正をさせていただきたいと思います。
総合設計制度等を活用して整備する公開空地を住環境整備推進制度の広場状空地で評価
することはないとのご答弁をさせていただきましたが、評価はできることとなっておりま
す。ただし、総合設計活用時の公開空地が全て評価できるわけではなく、ある程度、整形
な形で、かつ２００平米以上の広場状に整備される部分は評価しておりますが、道路に面
する歩道状空地、こちらも公開空地の扱いになりますが、その歩道状空地のみ、もしくは
歩道状空地と一体的な空地の形が細長くなっているなどしまして、広場状な機能がなり得
ない部分、こちらについては評価の対象外とさせていただいております。従来の住宅附置
制度におきましても、これは諸制度を活用してインセンティブをもらった上で整備した住
宅部分についても、制度上、可としておりましたので、本制度に改正した後につきまして
も、その考え方は踏襲しております。当然ながら諸制度活用によって、子育て支援施設等
を施設内に整備した場合も評価の対象とさせていただいております。こちらが修正の部分
でございます。
それから、もう２点目は、良質な住宅についてのお尋ねがございました。いわゆる元地
での整備における附置された住宅か、隔地での住宅の附置であるかにつきましては、２９
年度合意の２件ともに、元地での住宅の整備ということになっております。つまりマンシ
ョンの整備に当たりまして、その建物内に良質な住宅の整備を住環境整備推進制度に基づ
き行わさせていただいたものでございます。
また、お尋ねとしてもう一つございました、良質な住宅について、どのようなものが認
められるのかということでございますが、これは三つございまして、一定水準以上の性能
を有する住宅、二つ目が認定長期住宅、三つ目が地域の課題に対応した住宅の三つをお認
めしております。具体的には、一定水準以上の性能を有する住宅についてでございますが、
住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づきまして、設計と建設に関して、住宅性能評
価を受けるものでございます。具体的には、温熱環境・エネルギー消費量が断熱等性能等
級が４以上、一次エネルギー消費量等級が４以上、高齢者等の配慮対策等級が３以上、そ
ういった評価取得を行うものでございます。認定長期住宅についてでございますが、長期
優良住宅として認定された住宅を基準としております。
３番目の地域の課題に対応した住宅でございますが、５種類ございまして、サービス付
高齢者住宅、いわゆるサ高住、それから、東京都におけます子育て支援住宅認定制度の住
宅、３番目として、子育て支援サービスや医療・福祉サービス従事者のための住宅、４番
目として、学生マンションや社員寮のうち、地域活動への参加等について、地域団体と協
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定した、いわゆる工夫のある住宅、５番目として、居住者が計画段階から参加した、共同
建築した住宅で、居住者同士のつながりなどのために共有スペースを有する住宅、こうい
ったものがこれらに該当するものとしてお認めしておるというところでございます。
ご説明は以上でございます。
○林分科会長

はい。答弁修正ときのうの宿題の答えでした。

どうぞ、木村委員。
○木村委員

まず最初の広場状空地、答弁修正のあった広場状空地の問題です。これは総

合設計制度として許可された、いわゆる開発と、その中から特別に広場状空地として地域
貢献整備として認められるものというのが一定の基準をクリアすれば認められると。その
基準というのは、ちょっともう少しわかりやすくご説明いただけますか。
○平岡住宅課長

先ほども申しましたとおり、全てではないんですが、総合設計の中でも

ですね、例えば狭隘な形で整備された広場、道路に接道していなくて、ちょっと言葉は悪
いんですが、猫の額のような形で細長く延びてしまうような土地、こういったものを面積
の中に含めるというのは、地域の皆様にとっての利用の価値は落ちてしまうというような
ところがあります。ですので、先ほど申しましたとおり、整形した形としてまとまった２
００平米ということであるとするならば、地域の皆様が進んでその広場をご活用いただけ
るような、そういう形になるものというふうに考えておりますので、そういった土地で、
そういった広場であることを私たちの住環境整備推進制度の中ではお認めするというよう
な形で考えております。
○木村委員

整形された土地で２００平米以上だと、これを一つの基準として認めている

ということでした。これは考え方としては一つあると思うんですよね。ただ、もともとこ
の総合設計制度というのは一定のオープンスペースを設けることで容積率が緩和されるわ
けですよ、上乗せされるわけですね。本来でしたら、それによっていろいろ人がふえてく
るわけなので、それとは違ったもので地域貢献をするというのが私は本来あってしかるべ
きじゃないかというふうに思うんです。プラスアルファがあって、初めて地域貢献と言え
るんだろうと。だって、その地域貢献したオープンスペースはもともと容積率の上乗せと
いうことで、貢献内容はもう、かえってその上乗せということでその分の、まあ何といい
ましょうか、恩恵といったらあれだけれども、その相対するものは受益としてあるわけな
ので。その辺は今後、どうなんだろう、考え方として、その２００平米がどうなのかとい
う問題も含めて、見直し、改善の余地というのはこれからもあるんでしょうかね、続けて
いくんでしょうかね。ちょっとそれだけ確認させてください。
○平岡住宅課長

今ご指摘をいただきました、制度が始まりまして、やっと２年というよ

うなところでございます。これまで住宅一辺倒だったものから、地域貢献ということでメ
ニューを多彩にふやして運用させていただいておりますが、今ご指摘いただきましたよう
に、例えば地域の方々のために、地域貢献というようなことで資するものは私たちのほう
としても、できるだけ皆さんに使っていただけるような形で整備していただくことが重要
なところでございます。例えばそれがなかなか理に合ってないと。いわゆる要綱上の趣旨
にも少しずれてるんじゃないかというようなことも含めて内部検討をさせていただきなが
ら、今後、こういった制度の見直しとかということにつなげていけるような努力、そうい
ったことをしていきたいというふうに考えております。
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○木村委員

ぜひお願いします。確かに２８年度実績と２９年度の地域貢献整備の内容の

内訳をきのう伺いましたけれども、これ事前協議で随分、区のほうが頑張ってらっしゃる
という印象は非常に受けました。２８年度はもう良質な住宅がほとんどだったけれども、
今回はいろんな形で文化施設だとか帰宅困難者対応だとかサイクルポートだとか、いろん
な形に地域貢献の整備が、で、この合意をしているんで、その点でのご努力というのはう
かがえるものです。
ただ、今言った広場状空地と、それからもう一つ、良質な住宅ということで、良質な住
宅の判断基準として、課長、先ほど３点お話しされました。で、地域課題に対応した住宅
という点では、三つ目にお話しされた、報告された、地域に、課題に対応した住宅という
点では納得できるものがありますよ。その職務住宅とかね、あるいはその地域コミュニテ
ィの担い手になる、そういった方が入れる住宅を提供するだとかということで、確かに地
域課題に対応したものと評価できるんだけれども、最初言われた、その住宅、まあ品確法
ですよね、これに基づく施設だとか、認定長期優良住宅法に規定するものだとかというの
は、これはその住宅に入られる方にとっては利便性が高まるかもしれないけれども、地域
にとってどうなのかという点では、やはりこの要綱の趣旨とはちょっと外れているんじゃ
ないかなというふうに私は思わざるを得ないんですね。だから、もともとが住宅地だった
から、今言われたように一定の修正には時間がかかるということも理解できるものが、そ
れはあります。この点での改善もあわせて今後ご検討いただけないかと思うんだけれども、
いかがでしょう。
○平岡住宅課長

ご指摘くださいまして、ありがとうございます。

先ほども申しましたとおり、今、木村委員からもお示しいただきましたが、制度が始ま
って、もともと住宅附置制度から住環境整備推進制度に衣がえをさせていただいておりま
す。もともと住宅附置制度だったというようなこともございますので、住宅を選択してく
ださるというような事業者様もいらっしゃるというようなところから、こういった一定制
度の性能の住宅等も引き続きお認めさせていただいているというようなところでございま
す。ただし、ご指摘いただいたように、なかなかこういったことも事業者様のほうでなか
なか選択に及ばないであるとか、あるいは地域に対して貢献というようなことからします
と、ちょっと場が違うじゃないかというようなこともございます。今後この制度を運用し
ていく中で、こういったことが本当にこの制度要綱の中で趣旨を満たして運用されている
かということをしっかりと検証をさせていただきながら、必要な見直しというようなこと
を図っていくというようなことを考えに据えて、これからも臨んでいきたいというふうに
考えております。
○林分科会長
○木村委員
○林分科会長

よろしいですか。
いいです。
よろしいですかね、この件につきまして。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕

○林分科会長

はい。それでは、本日予定しておりました政策経営部、会計室、選挙管理

委員会事務局、監査委員事務局所管の歳出、総務費、職員費、公債費、諸支出金、予備費、
そして歳入となっております。
本日の出席理事者でございますが、政策経営部の理事者、会計管理者、選挙管理委員会
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事務局長、監査委員事務局長、環境まちづくり部長、環境まちづくり総務課長です。
なお、本日の理事者の選挙管理委員会事務局長は、現在、兼務の統計担当課長として、
地域保健福祉分科会に出席しておりますので、終了次第――戻りました、ちょうど。はい。
では、これから当分科会に出席していただきます。
それでは、調査に入ります。
初めに、政策経営部の平成２９年度決算の特徴や成果など、概括的な説明をお願いいた
します。
○清水政策経営部長

政策経営部につきましては、事業部横断的な事項を含めまして、各

事業部を支えていくという姿勢で予算の執行をしてまいったところでございます。
平成２９年度、昨年度、歳出におきます特徴的なことといたしましては、１点、総務費
のうち総務管理費におきまして、一昨年度、平成２８年度決算と比較をいたしまして、１
４億円余、率にいたしまして２８.４％の減となってございます。これは一昨年度、平成
２８年度におきまして、東京都から外神田一丁目公共施設整備用地、これを購入いたしま
した関係でございます。昨年度、平成２９年度はこのような支出がなかったことによる減
というものでございます。
概括的な説明は以上でございます。ご審査のほど、よろしくお願い申し上げます。
○林分科会長

はい。何かございますか。よろしいですか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕

○林分科会長

それでは、調査に入ってまいりますが、調査方法につきましては、昨日と

同様、理事者からの説明は、決算関係資料の配付をもってかえ、必要に応じて主要施策の
成果等の説明がある場合にはお願いいたします。なお、また原則として目ごとに調査をし
てまいりますが、目が少ない項では項ごとにいたします。
それでは、総務費ですね。６款の総務費、１項の総務管理費、１目めの一般管理費、決
算参考書２１８ページから２２１ページまでの調査に入ります。説明はございますか。
○古田総務課長

特にございません。

○林分科会長

はい。それでは、調査に入ります。

○はやお委員

９の職員研修について質問したいと思います。

まず、基本的なところから確認します。決算額が２,０４２万余ということで、この内
訳、そして、並びに不用額１,４９０万、これの内訳をお答えいただきたい。ゆっくりで。
○大谷人事課長

職員研修の決算額なんですけれども、すみません、失礼いたしました。

平成２９年度の職員研修の決算執行状況になります。報償費が１３０万円程度で、昨年度
から２９万円の増でございます。旅費につきましては７３万円で８万円程度の減、一般需
用費につきましては１５万円で昨年度比１３万円の減、役務費につきましてはほとんど変
化がなくて１万円程度でございます。委託料につきましては１,４０２万円で、昨年度か
ら１９７万円減でございます。負担金補助及び交付金については……
○はやお委員

ゆっくり、ゆっくり、ゆっくりお願いします。あと、大きい大どころのと

ころをちょっと言っていただいて。
○大谷人事課長

あ、大どころのところ。そうしますと、大きいところ、委託料になりま

すので、委託料につきましては、昨年１年間の執行額が１,４０２万円程度でございます。
２８年度と比べまして、１９７万円程度の減少でございます。
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この委託料の中で、委託料につきましては、職層研修、実務研修、特別研修、職場研修
というようなカテゴリーで計上をしておりまして、職層研修につきましてが、５９６万円
で１７６万円の減でございます。こちらは、昨年度、新任管理職が少なかったため、今年
度にコーチングの研修をまとめて実施することとしたため、その執行残でございます。
実務研修につきましては２９万４,３６０円で、昨年度と比較して１万５,２８８円のア
ップでございます。特別研修につきましては２９１万６,２２２円で、昨年度と比較して
９８万６,０１１円の減でございます。これは一部の研修が報償費で支払いをしたために
委託料が減少したものと、情報セキュリティ関係の研修を、昨年度につきましては説明会
で実施したための研修委託料の執行残でございます。職場研修につきましては４０１万５
８０円で、昨年度と比較して７万４,９５２円でございます。こちら職場研修はチュータ
ー制度とＯＪＴ支援研修と接遇向上のためのフレッシュサービス活動が計上されてござい
ます。
説明は以上でございます。
○はやお委員

こういうことでいくと、総なめていくと、この執行率が５７.８１％。今、

いろいろな話が新任研修等々の繰り越しだという話だったんですけれども、ここをもう一
度、ちょっと詳細に、どういうことでの執行、不用額というところにつながることなんで
すけど、どうなのかお答えいただきたい。
○大谷人事課長

まず、（１）のほうの職員研修のほうなんですけれども、先ほど申し上

げた委託料につきまして、１,４００万円ぐらいだったものが、昨年度と、あ、ごめんな
さい、今年度は１,４０１万円で２００万円程度の減でございます。こちらにつきまして
は、新任管理職に関しましては、毎年度コーチング研修というので結構長期間にわたって
コーチングを勉強するというような研修を行っているんですが、昨年度、新任管理職に昇
任した者が少なかったので、少ない人だけでやると研修の効果もあらわれないということ
で、今年度実施することとなったので、そちらの委託料のほうが減少しているものでござ
います。
あともう一つ、職員研修の海外派遣研修のほうが、先ほど、すみません、説明し忘れた
んですが、予算上は４００万円、すみません、失礼いたしました。こちらのほうが、予算
上は４００万円、あ、すみません、これ違います。予算上は７００万円程度計上している
んですけれども、派遣国であるとかというのがまだわからないまま遠いところに行った際
にも執行できるような形で予算を計上していたために、昨年度２４０万円程度しかかから
なかったため、こちらの執行率が３３.５％と悪くなってございますので、こちらの影響
が大きかったものと考えます。その前の年度はロンドンまで派遣に行ったんですが、昨年
度はニュージーランドに行ったというところで、近場での派遣になったので、こちらの執
行率が悪くなってございます。
○はやお委員

実はここのところ、昨年の研修のところについては、海外研修が一つの大

きな施策の重点になってたわけですよ。というところからすると、やはりいろいろさまざ
ま我々のほうも、なかなか議員のほうは海外研修は今、差し控えています。でも、やっぱ
りいろいろな知見を深めるという点では、議会もしていかなくてはいけないだろうなと思
う中に、でも、やっぱりまずは職員の方々が知見を深めていただいて、そして、いろいろ
な角度の中でやっていただきたいというところでの、その海外研修、さっき不用額を言っ
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たとき、数字が合わないなというのはここだと思うんですよね。そういうところからした
ときに、その海外研修、この状況に応じて、いや、以前はパリでしたよ、でも、ことしは
オーストラリアですよ、そういう問題ではなくて、どういうふうに、金額はいかなくても
いい、そしてまた、７００万という予算というのは、それぞれいろいろな検討の中で少し
余裕率を持とうというのはわかりました。でも、そこのところで、金額の問題ではなくて
中身の問題、その辺はどういうふうに分析されているのかお答えいただきたい。
○大谷人事課長

一番最初はオリンピックレガシーを学ぶというところでロンドンのほう

に行ったかと思いますが、昨年度はどういうふうな形で海外派遣研修をやっていこうかと
いうふうなところで事務局のほうで検討しまして、行き先も含めて提案型で応募していた
だこうというふうな形で実施をしました。ただ、テーマについては大きなところをテーマ
として出すという形で、障害というテーマで派遣……
○林分科会長
○大谷人事課長

障害者。
障害ですね。「者」じゃなくて、障害というちょっと大き目な。（「障

害」と呼ぶ者あり）はい。
○林分科会長
○大谷人事課長

人がいるから、交渉のほう。障害者のほう。
あ、すみません。障害者のほうの障害でございます。

○林分科会長

障害者のほう。

○はやお委員

障害者のほうの障害。

○大谷人事課長

はい。そうすると、いろんな部の方たちが参加しやすいと思ったので、

障害をテーマに、派遣国も含めて、どんな学びをしたいのかというところで応募を募った
ところでございます。そのやり方につきましては、いろいろ毎年度、試行錯誤を繰り返し
ながら、職員に考えていただくというところに重きを置いて、昨年度についてはそういっ
た形をとらさせていただきました。
○林分科会長

はやお委員。

○はやお委員

それでやっとわかりましたよ。何でオーストラリアになったかといったら、

九段中等の何かで行くのかなと思っちゃうぐらいね。
○林分科会長

オーストラリア――ニュージーランド。ニュージーランド、お隣ニュージ

ーランド。
○はやお委員

あ、ニュージーランドか。まあそういうように、きちっとテーマを設けて、

そして、提案型にしたということはわかりました。額面についてはそういうことで、余裕
率を持ってやってて、今回はそういうところの中で、中身的に、質的に担保はされていま
すよと。その辺のところはきちっと一つ一つを踏まえているということについては理解し
ました。やっぱりそういうことを言いながらも、組織的全体として、この職層という点に
ついての課題、これがあるかと思うんですね。この辺というのは、だから、先ほどの新任
管理者のコーチングが翌年度に繰り越した。このことが本来であれば、人事計画であった
り、そういう何というかね、職層計画であったり、どういうふうに段階的にそういう方々
が昇進・昇格していかなくちゃいけないのかという点についての、その視点での人事のほ
うの検討はどうされているか。
○大谷人事課長

やはり若手職員も多くなってきている中、なるべく昇進意欲を持ってい

ただいて、取り組んでいただけるような研修であったり、職場であったりということが大
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事であるというふうに考えております。その昇任制度につきましては、特別区の共通事項
でもございますが、なるべく早い段階から区の中核となるように、育成していくために取
り組んでいくとともに、少し今までよりも早目の段階で受験ができるというような仕組み
をとっております。特に管理職については、その管理職昇任の大分前から受験をして、管
理職選考になりますと、結構、選択とか記述とか論文とか課題が多いものですから、分割
して受けられる仕組みであるとかという工夫を重ねながらやっているところではあります。
もう少し、昇任意欲が醸成できるように取り組む必要があるというふうには認識しており
ます。
○はやお委員

まあ、係長というのは、これは管理者ではないのかな。そこだけ、ちょっ

と。
○大谷人事課長

管理職となりますと、管理監督者という大きな枠組みの中では管理職と

いうふうに捉えていただけるものだと思うんですが、先ほど言った管理職の昇任研修は、
課長級への昇任の研修になってございます。係長の昇任研修につきましては、毎年度、一
定程度合格者が出ておりますので実施しているところでございます。
○はやお委員

そうなんだと思います。というのは、事務事業概要が１５４ページのとこ

ろに、新任係長の目標管理、目標指導ということで、これが平成２９年度、この表を見ま
すと、１８９人の方が受講されてて、でも、それで残念ながら３０年度の計画においては
２６人の予定にしてあると。これがどういう内容なのか、目標管理とかということの研修
らしいですけれども、職層研修でね。で、これがちょっとどういう内容で、平成２９年度
の当初のときの予定者は何人で１８９人になったのか。そして、この２６人というのが減
るということに対して、どのように検討、分析されているのかお答えいただきたい。
○大谷人事課長

説明が不足しておりまして申しわけありません。係長の昇任時研修が２

６という少ない数字でございまして、その１８９という係長の人事考課に関する研修は、
今現状いる係長全員に向けての研修になってございます。組織が、すみません、目標管理
型というところで、自己申告で自分の目標は何ですよ、こういうふうに取り組んでいきま
すよというのを一人一人の職員に書いていただいて、年度末にそれの評価をするというよ
うな取り組みをしておりまして、それに対して係長がどのように指導していったらいいか
とか、その人事考課をどういうふうに考えるべきかというところを浸透させるために昨年
度から開始した研修でございます。
○はやお委員

ということは、平成３０年度は新任係長だけれども、ここのところはもう

既存の係長と、でも、やっぱりそうしたらそういうふうに書かなくちゃいけないよね。と
いうことは、だから何なんだろうと。通常検査というのは当然のごとく金額だけではなく
て、その数字的な、労務の流れまで確認するわけですよ。やはり議会に対して提出する書
類ということは十分精査していただきたいと思うんですね。まあ、こういうようにいろい
ろさまざまやっていると思います。そして、先ほども話がありましたように、管理者側に
係長もあるよ。だけれども、本当の管理者というのは、やっぱり今後そういうことからい
ったらば課長以上だよ。でも、やっぱり一番のもとになる、種になるといったら、その係
長だと思うんですね。この辺のところがどうなっているのかということが数字的に見えな
いんです。
そして、私が事象的な――体感的ですよ、体感的に感じているのが、例えば近くである
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和泉橋の出張所長が昨年何月に亡くなられて、そして、今の現、石綿さんが来られた。非
常にこう、人材的に課長クラスが足りないんじゃないか。加えて、部長級の、広報広聴課
長として須田さんが来る。まさしく人材的にどうなってるんだと。いや、それは元経験者
であり、もうその辺には精通されている方がつくということについては、それを否定する
ことではない。そういうことではなくて、非常に重要な広報広聴課長のところが再任用の
方がつくということについて、人材育成がどうなってるんだというところがあるわけです
よ。課長が足りないんじゃないか。係長教育はどうなってるんだ。昇任意欲を上げるとい
うことだけで済むのかどうか。どこに根本的に原因があるのかといったところが、やはり
人事課なのか政経部なのか、はたまた事業部なのかわかりませんけれども、もっと言うん
だったら副区長なのか、区長なのか、この辺のところの人事的な、採用的なものというこ
とについての考え方が今うまくいってないんじゃないか。まかり間違えて、今のこの足り
なさからしたら、来年、我々が選挙でばたばたしてる間にまた外部から人をやらなくちゃ
いけないとかってことがあるんじゃないかと思って心配しているわけですよ。
本来であれば、プロパーである職員の方がしっかりと上がってって千代田区を愛しても
らって、千代田区、地元がどうであるかとやっていってもらいたいわけ。そういう中での
専門性のものもあるでしょう。でも、そういう状況がどうであるかということがわからな
いんで、各階層別の人数というのが、ある程度推移がわかるものを、以前、何か誰か委員
の方が持ってられたと思うんですけど、ここで、やっぱり資料提供していただいて、どう
いう状況になってるのか、数字的にどういう推移になっているのか、どう分析されている
のかという資料を、この分科会に提示していただきたいと思うんですけど、いかがでしょ
うか。
○林分科会長

出ますかね。ちなみに、昨年度の決算審査の折には、管理職７４名、係長

２０３名、一般職員７３２名という数字が出てたのはあるんですけど、すぐ出ますか、そ
れは。経年で、ここ何年か。
○はやお委員

経年で出してもらいたい。

○林分科会長

時間かかる、ますよね、当然ね。

○はやお委員

それは当然だよね。

○大谷人事課長
○林分科会長

多少お時間いただければと思います。はい、ご用意させていただきます。
はい。

では、用意のほうをお願いしつつ、ほかのところもできるかな。少し、じゃあ休憩をい
たしますね。休憩して。
午前１１時０５分休憩
午前１１時０８分再開
○林分科会長

それでは、分科会を再開いたします。

ただいま、はやお委員のご指摘の資料につきましては少しお時間がかかりそうなので、
そのほかで引き続き調査を続けてまいりたいと思います。
職員研修、まだ、はやお委員、はい、どうぞ。
○はやお委員

ここのところは、やっぱり全体的な数字と推移というものがきちっと理解

しておかなくてはいけないと思っているので、それは資料をいただきまして、また審査し
たいと思います。
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あと、もう一つが、予算概要の２９年のところになると思うんですけど、きょう、皆さ
ん持ってきてない。ここのところ予算を決めている、つまり２９年度の決算をやってます
ので、こういうことが書いてあるんですね、２４９ページに。何て書いてあるかというと、
人事ローテーションとリンクした研修体制の構築に向けた検討とともに、実務的な研修の
充実など、研修体系を見直しますと。だから、この辺が今までのところを踏まえて、人事
ローテーションとか、研修体制のリンクとか、どういうふうに検討されたのか。まだ検討
された段階で実務には入ってないというのかもしれないですね、この２９年。でも、今後
はその実務的な研修充実などの研修体系を見直しますと書いてあるので、この辺がどうい
うふうに。これはあれですよ、予算のときの政経部として一つの大きな施策の項目になっ
てるわけです。それで、区政を支える職員の計画的な育成という中で、そこの年の決算で
すから、これに対してどうか。だから、本当はぱっとここが出てくるんだったら、まず大
切なところを押さえてるなと思うんですけど、ここは、じゃあ、どういうふうに考えてい
るのかお答えいただきたい。
○林分科会長

事業部の予算編成方針のですよね。

○はやお委員

そうです。

○林分科会長

はい。よろしいですか。

○大谷人事課長

区の行政全体を見れる職員を育成するためには、基本的な人事異動の考

え方を基本としています。例えば新入職員は１０年間で３カ所の職場を経験することを原
則とし、また、条例部をまたがる異動となるように、内部的な事務を経験したら直接住民
とかかわる職場に異動することで、新入職員のうちにさまざまな経験をすること。また、
１０年目以降の職員については、職場の中心となって働いていっていただくような人材と
なってまいりますので、そういった職員については５年程度同じ職場を経験することで、
中堅としての能力の発揮を考えた人事ローテーションとなるように工夫をしているところ
でございます。
実務研修については、平成２６年度からヒューマンエラーや事務ミス防止に関する研修
を実施してきたりとか、職層ごとの研修の内容を精査して実施しているところでございま
す。昨年度、平成２９年度に３０年度の職員研修を見直す際に、その主任級の職員が今後、
係長に昇進していく期間が短くなってくるので、そこでちょっと、そこの主任層の研修を
評価したというふうに、２９年度から３０年度に向けて研修体系を見直したというふうな
ところで、この予算編成方針の目標に対しては取り組んだところでございます。
○はやお委員

まあ、そうですよね。非常にローテーションすることによって、非常に大

切なことだと思います。１０年間において３カ所でしたっけ。
○大谷人事課長
○はやお委員

はい。
とか、新入社員についてはということで、また地域に入っていただいて、

地元のこと、つまり千代田区のことをわかっていただく。このことについては、計画だと
か検討はされたけれども、現実、平成２９年度からは実施されているのか。で、実施され
ているんであれば、何人ぐらい、そういう対象者として対応したのか。してないんならし
てない、何年後からそうします、だから量的な何人ぐらいを考えていますというところが
一つ。そして、先ほど実務研修の中で、職層ごとやっていますよ。で、ちょっと気になっ
たのが、主任から係長に上がるのが短くなったというのがどういうことなのか。何か制度
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的に短くなったのか、今、事象的に係長にどんどん上げていかないと課長に上がっていか
ない。だから、一番この種というか、子どもみたいなところの係長がどういう、何かそん
な関係なのか、ちょっとその意味がわからなかったので、そこを説明していただきたい。
○大谷人事課長

先ほどお話しした人事ローテーションについては、新入職員、１０年目

までの職員についてはそういった工夫の中で、ほとんどそういったローテーションを組ん
でいるというふうに認識しております。
もう一つ、係長級への昇任選考までの期間については、短縮化を図って、これは特別区
総体でそういう制度で、やはり係長に早期になっていただくために、急に庶務担じゃない
な、係長、いっぱい職員を持つ係長にすぐ一遍にぱっとなるんではなくて、係の中で主査
といって係長級なんですけれども、係長を補佐するような職をもう少したくさん、たくさ
んというか一定程度つくって、係長の準備期間も設けるような工夫をしているようなとこ
ろでございます。
○林分科会長

もう少し、一般の職員の方が入られて、昨年もちょっと議論になった、こ

こで主任主事ですとか、係長とか何か、こう役職、で、係長まで上がっていくのがどれぐ
らい短縮したのかとか、そこをかわられたんですよね、たしか昨年、主任になった方が、
どっち行きますかとかって、何かアンケートもとられたんですよね、職員の方。その辺を
詳しく。
○大谷人事課長

ちょっと今、資料がないもので。

○はやお委員

じゃあ、そこは確認。

○林分科会長

ここは、では確認をしていただいて。

休憩します。
午前１１時１５分休憩
午前１１時２１分再開
○林分科会長

分科会を再開いたします。

人事課長。
○大谷人事課長

すみません、お時間をいただき、ありがとうございます。ちょっと説明

が間違っておりましたので、し直させていただきます。
今まで主任に昇任するに当たっては、７年必要だったもの、受験資格７年必要だったも
のが、主任主事に昇任は７年が必要、選考に申し込みは７年必要だったものが、主任への
申し込みが５年というところで、２年ほど短くなってございます。係長級への昇任なんで
すけれども、昨年度までは係長級への昇給は申し込み制というところで、申し込みで選考
を行っていたものが、今年度の選考からは主任歴５年以上の方から能力実証というふうな
ところで、係長の能力があるというふうに判断された方が係長に昇任していくという制度
になってございます。あ、すみません。（発言する者あり）５年。すみません。
○林分科会長
○大谷人事課長

はい、どうぞ。
主任主事歴７年以上だった者が、主任歴が４年というところで３年短縮

してございます。係長級への昇任なんですけれども、今までは、ちょっとこれ区分が一般
と長期とあるので、短いほうだけ説明させていただきます。短いほうは５年で能力実証と
いう形で係長に昇任していくという制度に切りかわってございます。
○林分科会長

はやお委員。
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○はやお委員

まあ、このことが本区においても、その管理職の不足というのが出ていて、

特別区においてもそういうことがあったから、こういう形になってきたということでいい
わけですよね。今言った形で、さまざまな方法で、例えば主任の方ということで、主任に
なるに当たっても２級職というのを１級職からできることになって短くなった。さらに主
任から、それが７年から４年ということかな。それで、さらに主任から係長に上がるに際
しては、短いケースにおいては主任５年歴で能力実証ということでやるということは、か
なり、場合によっては、この話からすると、もう主任になると自動的に、かなり自動的に
近い形で、まあ、その職務のほうの遂行の状況を一つフィルターにかけるけれども、かな
り自動的に係長にはならなくてはいけないぐらいに近いということでよろしいのかどうか
お答えいただきたい。
○大谷人事課長

ポスト数というのは決めているので、その中でどのくらい、やっぱり係

長に昇任させるべきかという一定の基準は設けて能力実証をしていくという形になります
ので、全員が全てぼんと上がっていくという制度ではありません。
○はやお委員

ちょっとこの辺がよくわからないのが、確かに係長というのはポストです

よね。でも、係長としての職能につける、階層につけるという形にはならないんですか。
例えば係長にはなってないけど、係長待遇だとか、いつでももし係長が例えば課長になっ
たとき、もしくは違うところになったときというときには、その方が係長になれるという、
そういう意味合いなのかどうか。
○大谷人事課長

係長級の中で係を張る係長と、あと、同じ係長級なんですけれども、主

査という形で課に置かれる係長がいて、どっちも係長なんですけれども、別に給料表が変
わるとか、そういうわけではないんですが。
○はやお委員
○大谷人事課長

責任だけ。
それで、係を張っている係長が例えばお休みした場合には、その主査の

方がその係を、係長の代理をするというふうな形の制度になってございます。
○はやお委員

まあ、本来こういう誘導の中でこういう重要なことについては、本当は説

明いただくことによって、あと、ずっとこの職員研修については、いろいろなさまざまな
委員のほうから、議員のほうからも話があったと思いますので、この辺をうまく整理して
おいて、質疑の、審査の誘導だけでなくて、取りまとめておいていただきたいと思います。
そして今、人事ローテーション、そして並びに、また数の数字が来てからまたあれなんで
すけど、人事ローテーションするということになると、まあ何度も、これはもう組織の人
材育成の基本なんですけども、集合教育と現場教育であるＯＪＴがあるわけです。それで
ローテーションかけるということになると、新しいところにいくというところは、一番Ｏ
ＪＴのそういうものをどういうふうに充実させるかということが非常に肝というか、キー
ポイントだと思うんですけど、このＯＪＴ、現場教育というのは、何かそういうことで工
夫というのは考えられているのか、その辺のところをお答えいただきたい。
○大谷人事課長

現場での教育については、各所属のほうで積極的に取り組んでいってい

ただくというところでやっていただく中で、人事部門としては、何か課題を抱えていたり
というところについては支援をしている状況です。新入職員については、入ったときに１
年間チューターという先輩職員が面倒を見る制度を設けていて、そのチューターがきちん
と新人職員を指導できるように、チューターに対して支援をする研修を設けています。そ
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の研修の、ことしの新入職員にはどんなふうな育て方をしていきましょうねというふうな
ところは、管理監督者も含めて研修をさせていただいているところです。新人とチュータ
ーには個別に面談をしたりとか、グループ面談をしたりとかというふうなところで支援を
している状況でございます。
○はやお委員

まあ、そうだと思います。事務事業概要に、１５６ページにＯＪＴ推進研

修ということで、このチューター向けということが、新人だろうとは思ったんですけど、
ここにちょっともう少しわかりやすいように新人向けのチューター教育とかと書いていた
だくとわかりやすいのかな。それで、ここの数字を見るとわかるのが、平成２９年度の実
績が４２人、そして、平成３０年度については、今５２人を一応計画していると。この数
字を見るとそれなりといったら、一定程度の成果、評価があるんだろうと思うんですけど、
このチューターというのがどういうふうに推進研修というのをしてる。やっぱりこの１０
年とか、私は１０年というよりも、この３年、５年で仕事の仕方って変わっちゃうんです
よね。いや、申しわけない、私も民間に勤めて非常にハードなところのをやれば仕事がど
うしても、どうこなすかという話で。でも、やっぱりゆっくりしたところの部署に配属に
なった方、やっぱりゆっくりした仕事をずっとし続けるわけですよ。だから、この辺のと
ころというのが、その３年から５年というのが非常に、鉄は熱いうちに打てではないけれ
ども、大切なＯＪＴになる。で、確かに伝承的なものかもしれない、現場教育は。でも、
ある程度の、その標準化ではないけど、その効果を持たそうと思って、このチューター向
けというか、このチューターという意味が新人という意味なのかね、よくわからない。だ
から、このＯＪＴの中身について、ちょっともう少し詳しく教えていただきたいと思う。
○大谷人事課長

チューターというのは新人を教育する教育係のことをチューターと言っ

ています。そのチューター研修の中で新人さんと新人さん向けに研修を受けていただく者
と、あと、チューターといって新人さんの教育係ですね、そういった方を支援していくよ
うな研修が組まれておりまして、全体でこういうふうに新人さんを支援していきましょう
よというような大きな研修と、あと個別にグループ面談という形で、新人さんもグループ
で面談しますし、チューターさんもグループで面談して、自分がチューターとして、こん
なところが困ってるなんていう意見交換ができる場を設けています。あと、そのほかにグ
ループ面談では話せないこともあるので、個別面談という形で個別にも面談するというふ
うなところで、合計して８回、えーと、新人向けには４回程度組まれていて、チューター
向けには７回ぐらい支援するような仕組みが設けられています。そのほかに管理監督者向
け、そのチューターの上司ですね、そういった方に大きな話をする、概要を、話を説明す
るというところで１回組まれているような状況でございます。
○はやお委員

わかりました。この新人教育の重要性なんで確認しています。そして、何

でここの職員研修についてこれだけ時間をかけて確認をしているかというと、人材育成に
ついてずっと言ってきました。そして、やっぱり言えば、私たちはやっていますと、人事
のほうの方は言うでしょう。そしてまた、財政のほうのところからすれば、やっています
と言うでしょう、というところの中で、今後、統合的にやっていくということについては
企画のほうで整理されると思いますので、そこのところは待ちます。でも、ただ、人材育
成についてのこのところについて、横にらみをしながら、その人材育成、一番かかわる、
その研修をどうやっていくのかというのは本当に大切なことであり、簡単な話ではないと
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思います。
で、もう一つ確認するのが、事務事業概要の１５５ページ、特別研修のところになると
思います。で、心配なことが、今回のところで、例えばメンタルヘルスについて、平成２
９年は２４人、それが今度の予算で９０人とっているんです。この９０人とるということ
について、特にほかのところも急遽ふえているところもあると思います。そこのところの
９０人になった、この辺のところについての理由を、ふやしたところについてご説明いた
だきたい。
○大谷人事課長

昨年度の決算委員会でも人材育成、どういうふうに今後取り組んでいく

んだというところで、３０年度に向けて研修計画を見直しをさせていただいた中で、やは
りメンタルヘルスであるとか公務員倫理、人権問題、ハラスメントについては、全員の職
員に一定のサイクルで受講していただいて、１回だけ受講するんじゃなくて、繰り返し繰
り返し受講していただくというふうなところで、やっぱり受講することで、また意識も持
てるというふうなところもあるので、そういった制度に切りかえたために、ここのあたり
のメンタルヘルスであるとか、公務員倫理、人権問題、ハラスメントに関しては受講予定
数がふえているところでございます。
○はやお委員

確かに人権問題とか、非常にこの時勢のところで、いろんなところとして

は考えられるものはあるんですね。でも、一番心配なのはこのメンタルヘルスなんですよ。
例えば平成２９年度は２４人が９０人というと３.７５倍の数をふやす。そこにはそれ相
当なりの、ここのところというのはかなり精神的なものですから、まあメンタルっていえ
ば、そうでしょう。そういう内部のところについて、この辺がね、私はほかのところはそ
うでしょうと言えるんですよ、そのときの時流に応じて、また、繰り返しやっていく必要
がある。だけども、このメンタルヘルスという話になってきたときに、そういう現象が職
員の中にあるのかないのか、そういうことをどうやって抑えていくのかというところが、
こういうところにも出てくるわけですよ。ないといったらないと言っていただいて結構な
んだけど、そしたら、何で９０人もするのという話に次はなりますからね、お答えいただ
きたい。
○林分科会長

かかりますか。大丈夫。

人事課長。
○大谷人事課長

メンタルヘルスで、例えば病気休暇とか病気休職をしているような職員

がすごくふえているというふうなところではないです。昨年度については、横ばいが続い
ているというふうなところです。ただ、やはり精神科医による産業医面談を昨年度から開
始しまして、そちらの受診者も多くなってきているので、逆にそのメンタルダウンで休み
に入るというふうに、休暇になってしまう方ではなくて、また持ち直して元気に働いてい
ただけるように取り組むことが必要だなというふうに考えてメンタルヘルス研修は悉皆と
いう形で５年ごとに受講していただくような仕組みにさせていただきました。
○林分科会長

悉皆で。はい。

はやお委員。
○はやお委員

このところについては、１,０８０人という、結局は定数のことをやるか

ら、じゃあ人数で、パーセントで出すと高くなるから、まあ現実、厳しい数字にはなるだ
ろうと思うんですね。そこのところについては、きょうは言及しません。でも、こういう
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ことがあるということについては注視し、そして、悉皆をするということですから、また
何らかのところでの状況については、また議会にも報告いただきたいと思いますので、よ
ろしくお願いします。
そして、数字が来てからの最終的なことをやります。ただ、１点だけ、その資料が来る
前に確認したいことがあります。事務事業概要１５７ページ、管理職の階層別研修の中に
議会答弁研修というのがある。これ、どういう内容なのか。もう非常に、例えばそんなパ
ワハラ違いような何か質問があったらこう答えろとかね、そんな話なのか、どういうね、
何か非常に気になる研修だなと思って。また、そうすれば、我々も一緒に聞きながら、こ
れは改善しなくちゃいけないとか、そういうような気持ちになってしまったんで、ちょっ
とその辺のところの内容を教えていただきたい。
○大谷人事課長

こちら、特別区のほうの研修所で実施している研修になります。研修の

中身がもしかしたら若干、変化してきているかもしれないんですが、実際問題、お題みた
いな、テーマみたいなのが決められてあって、それに対して、例えば議会理事者側と答弁
側と分かれてやりとりをしてみて、客観的に、何だろう、コメントをいただくというよう
な研修でありました。特段、何というのかな、委員がおっしゃるような、そういうふうな
やりとりではなくて、そういう……
○はやお委員

こういうひどい質問のあり方についてはこう答えるとか。

○大谷人事課長

すみません、そういう、何というか、ハラスメントチックだとか、そう

いうふうなところを指摘するような研修ではなくて、そのテーマに沿ってやりとりをして
いく、やりとりをするに当たってどういった準備をすればいいのかとか、実際やりとりし
てみて、まあ準備といっても、所属によって準備が違うので、そのテーマに沿って準備を
するんですけれども、そういったようなところ、模擬答弁みたいな、答弁練習みたいなも
のでございます。
○はやお委員

いいです。

○林分科会長

はい。そのほかに職員研修について。

米田委員。
○米田委員

私も職員研修のところで特別研修のところなんですけど、どれも今の時代を

考えるとやっていかないといけないなという項目だなと思っています。例えば２９年度が
６１人参加していて、障害者差別解消法に基づく研修なんですけど、これだけじゃないで
すけど、６１名参加していましたと。今年度の予定が５０名だと。これは５０名でも多少
前後して応募が、これ基本的に応募制ですか、特別研修。はい。応募があった場合の対応
というのはどんな形ですか。ちょっと超えて応募があった場合とか。
○大谷人事課長

この障害者差別解消法に基づく研修の内容にもよるかと思うんですが、

概要等に関する研修であれば、多少申込者がふえてしまった場合に、許容範囲であれば受
け入れるというようなところで考えてはいます。ただ、その会場等の広さにもよってくる
ので。
○米田委員

あと、できるだけ申し込みがあった場合は受け付けてあげてほしいなと思い

ます。
あと、この研修を受けるのは、先ほど申し出と言ってましたんですけど、いわゆる仕事
中に、業務中に行くと思うんですけど、申し出た場合には基本的には協力していただける
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とは思うんですけど、その辺の体制はどうなっていますか。
○大谷人事課長

服務としては研修というところで所属長に申し出て、所属長の決裁で受

講するという形になってございます。特段研修を申し込んで、例えばどうしてもその日に
業務が重なっていてということがあれば、別の機会にという話にもなるのかと思うんです
が、通常そういう話は、私のところまでの耳には届いてきてございません。
○米田委員

いずれにせよ、これは結構今の時代に反映して大事な項目と思いますので、

しっかり受けさせてあげてほしいなと思います。これは要望だけですので、結構です。
○林分科会長
○岩佐委員

岩佐委員。
米田委員の質問の関連で。

希望すれば研修を受けられるということでしたが、これは非常勤の方の研修というのは、
研修の内容とか目的に限られると思うんですけれども、どれぐらい受けられていて、受け
られる状況なのか。また、その受けたときに非常勤の方はもしかしたら時給や、そういっ
た勤務のお給料の体系が違うと思うんですけれども、そのときにきちんと受けられる体制
になっているかというのを二つお答えいただけますか。
○大谷人事課長

非常勤の方に関しては、職層に関する研修はちょっと向かないので受け

ていただけないんですが、それ以外の研修については聴講という形で受けていただくこと
が可能となっております。一部、すみません、そういう形になってございます。受講者が
どのくらいかというのは、ちょっとすみません、今手元に資料がないのでお答えできない
状況です。
あと、勤務に関して、その期間、研修に行ったからカットされるかという話なんですが、
例えば外部の研修であれば別ですが、千代田区であるとか、特別区の研修であった場合に
は、そういった給料カットということはございません。
○岩佐委員

ちょっと数がすぐ出てこないということだったんですけれども、これはなる

べく非常勤の方でも、やっぱりお仕事の質を上げていくというのは正規の方と変わらない
と思うので、これは向上できるように。特に非常勤だと、残業の関係とかもあって限られ
た時間の中でお仕事されてる方だと、そんなにこの研修に対して意欲がなかったり、ある
いは研修に行きにくかったりということがあるので、非常勤の方も正規の方と同じように
行ける環境づくりということをあえてやっていただきたいと思うんですけれども、いかが
でしょうか。
○大谷人事課長

どの程度できるかというところは、ちょっとこれから検討していきたい

と思いますが、なるべく受けられるようにできればというふうに研修担当としては思って
ございます。お願いします。
○林分科会長

ほかに職員研修については、ございませんか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕

○林分科会長

はい。

それでは、資料をお待ちしまして、とりあえず職員研修のところは一旦保留という形で、
そのほか、一般管理費について。
○小枝委員

次のページになってしまいますが、１４番の被災地への職員派遣のところ、

若干簡単に聞かせていただきたいと思います。これについては、もう誰もが評価するとい
うか、私たち、本当に区民に成りかわって職能を生かして力になってくださっているわけ
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なので、若干数字的な振り返りと、今どうなっているのかというのを説明いただけるとあ
りがたいです。
○大谷人事課長

ここの被災地への職員の派遣で計上されているものは、例えばそちらに

行くとき、派遣するときの引っ越しにかかる費用であるとか、帰庁するとき、こちらに戻
ってくるときの費用であるとか、あと、向こうでの移動手段であるレンタカーに関するも
のの費用が計上されているところでございます。
○小枝委員

今回、数字的なところでは、予算５１５万ぐらいですかね、を組んで執行が

３４２万ということですけれども、その予定と現実の差というのはどの辺にありますか。
○大谷人事課長

こちら予算を計上するときには、行く職員がまだ決まってない状況なの

で、派遣する職員に扶養者がいたりした場合は、扶養者分の赴任というか、行く費用とか
も持たなきゃいけないので、その分も計上している関係と、あと、例えば向こうから戻っ
てくる回数が多目に、なるべくこっちに戻ってきて帰庁報告してほしいというところで多
目に計上しているんですが、ちょっとやっぱり若干距離が遠いものですから、帰庁回数が
減ってしまったりというふうなところでの執行残になってございます。
○小枝委員

ごめんなさい、これは事務事業概要、ちょっとどこになりますか。

○林分科会長

１４７ページ、で、よろしいんですよね、大槌町に行ってて、お二人なの

かな。
○大谷人事課長
○林分科会長

そうですね、はい。
詳しく、一応答えてください。

○大谷人事課長
○林分科会長

現行、今現在、派遣しているのは２名となってございます。
で、事務事業概要の１４７でいいんでしょうか、違う。どこですかと言っ

てるんで。
○大谷人事課長
○林分科会長
○小枝委員

１４７ページの下のほうでございます。
１４７ページから１４８ページ。

３.１１のところがきっかけでしたので、２０１１年という、現在９年、８

年がたっているわけですけれども、かなりその人数的には入れかわりをしているのか、現
在もまた、どこでしたっけ、広島のほうでしたか、何カ所かまたということですので、ち
ょっと何人ぐらい、それで、そうですね、どんな職能の方というのが、そんなに細かくな
くても、ざっくりわかるようにご説明ください。
○大谷人事課長

２３年、２４年については公務出張という形で比較的１カ月とか３カ月

とかという短い期間で行っていたんですけれども、平成２５年からは半年であるとか、特
に２７年からは１年間、長期的に派遣をさせていただいているので、平成２７年度からは
毎年２名派遣している状況にございます。その２５年、２６年は４名ずつ派遣してます、
半年ごとで区切っていたので。そういった状況にございます。
○小枝委員

そうしますと、現在状況で、経験者というか、その実地で経験された方とい

うのは何名いらっしゃるんですか。
○大谷人事課長

４年目の職員ですね。３年目の終わりぐらいに被災地派遣を希望されま

すかという調査をして、その中で希望すると言われた職員の中から派遣しています。今派
遣しているのは一般事務職になります。
○林分科会長

で、延べ人数が何人ぐらい、経験者。足せばいいんだから１２名、違う。
１６

平成30年10月 3日 決算特別委員会 企画総務分科会（未定稿）

出張入れて、半年間の４名でいいのかな。
○大谷人事課長
○小枝委員

すみません、お待たせしました。３０名です。

その方たちの思いとかご負担とか経験とか、そういった経験値が何らかの、

例えば報告のレポートのようなものになったものというのがあるんでしょうか。
○大谷人事課長

報告をまとめていただいたものがありまして、それは庁内のイントラネ

ットに載せさせていただいて、全職員が見れるような形をとらさせていただいております。
○小枝委員

非常に貴重な経験ですので、不都合がなければ、それは私たちも見られると

大変勉強になるんではないかというふうに思いますので、その点はいかがですか。
○大谷人事課長
○小枝委員

お見せできるかと思いますので、はい。

それと、家族も連れてというふうな形で行かれる場合もあるということでし

たけれども、十分な、何ていうんですか、負担に対する手当て、特別なね、何というんで
すかね、そういうの、手当てがされているんでしょうか、金額、額面的にも。
○大谷人事課長

今ちょっと額面が幾らかというのは、ちょっと記憶がないので調べない

となんですが、一日当たり幾らという形で手当がついているというふうな状況でございま
す。
○小枝委員

そのさまざま、現地が必要としている人を派遣をするというようなことには

なる、例えば選挙事務であったり、清掃事務であったり、あるいは医療事務であったり、
建築――何ですか、そういうふうな認定事務であったりということだと思うんですけれど
も、その辺のざっくりとした職層ということをお聞きしたいんですけど。
○大谷人事課長

ここ数年、ここ４年間につきましては、保育所の入所であるとか、子ど

も・子育て支援新制度に関する業務であるとか、保健福祉に関するような業務のものが１
名と、あと、土木関係ですね。被災、災害復旧であるとか、そういったものの設計・施工
管理に関する事務のところに今行ってる状況にございます。
○小枝委員

わかりました。そういうふうな、何というか、行動というか、手を挙げてく

ださる方たちに大変感謝を申し上げたいということと同時に、行った場合のその職場への
人的な欠員手当補充ということはどうなってるでしょうか。
○大谷人事課長

こちらの派遣については、人事課からの派遣になっておりますので、各

所属の人を抜いて派遣するという形ではないので、各職場の人は減ってない状況になって
おります。
○小枝委員

わかりました。

○林分科会長
○小枝委員

よろしいですか。
はい。

○林分科会長

ほかに一般管理費について。

○はやお委員

ここがちょっと確認なんですけども、２２０ページの人事情報総合システ

ム運営のところなんですが、事務事業概要は何ページでしょうか。（発言する者あり）
○林分科会長

うん。ハードウエアリプレース。嫌な予感。休憩しますか。

休憩します。
午前１１時５２分休憩
午前１１時５４分再開
○林分科会長

それでは、分科会を再開いたします。
１７

平成30年10月 3日 決算特別委員会 企画総務分科会（未定稿）

どうしようかな、事務事業概要はどこですかという話ですので、どうぞ、人事課長。
○大谷人事課長

人事課のところではなくて、１１１ページのＩＴ推進課のところのほう

に、たった２行なんですけれども、載っている状況でございます。
○林分科会長

はい、１１１ページです。

はやお委員。
○はやお委員

まあ、とやかく言うつもりはないんですけれども、結局、決算ベースで６,

９００万、それ相当なりの説明と、事務事業概要のほうとしては、僕は人事のほうに載せ
ておかなくちゃいけない内容だと思ってる。いいですよ、こっちのほうで。だけども、わ
かるようにしていただかないと、じゃあ、どういう内容、まあ聞きます。ただ、事務事業
概要にもこんな２行程度の状況の中で、いかがなものかなというのがまず一つ確認。そし
て、この６,９００万という数字についての内訳をお答えいただきたい。
○林分科会長

人事課長でよろしいか。

○大谷人事課長

人事情報総合システムの運営のハードウエアのリプレース対応というと

ころで６,９００。
○林分科会長

はい、書いてありますね。

○大谷人事課長

はい、２０万円ですね。もう一つ、行政系人事制度の見直しに伴う改修

のほうで１,２００万円かかっているのと、あと、それそのものを運営するのに４,２３０
万円ほどかかるので……。
○林分科会長

うん、それは決算参考書に書いてあるんで。

○大谷人事課長

そうですね。はい。（発言する者あり）えっ。

○林分科会長

その内容で。

○はやお委員

内訳、内訳。（発言する者あり）

○嶋崎委員

内訳だよ。

○林分科会長

内訳。休憩して、１時からにしますか。

○大谷人事課長
○林分科会長

すみません、ちょっと今手元にないので、お時間を下さい。
はい、わかりました。

それでは、休憩いたします。
午前１１時５６分休憩
午後
○林分科会長

１時２５分再開

それでは、分科会を再開いたします。

お手元のほうに先ほど午前中の調査時に確認のとれなかった資料のほうを配付しており
ます。日付と資料番号が記載されておりませんけれども、分科会調査報告書作成時には順
番と日付を入れさせていただきます。これも、番号も言ったほうがいいのかな。資料１、
１０月３日の企画総務分科会、資料の追加資料１といたしまして、平成２６年度から平成
３０年度職層別職員数が資料１、同じく、日付で１０月３日、企画分科会資料２としては、
幹部職員の状況。資料３といたしまして、人事情報総合システム決算額内訳を分科会調査
報告資料に、追加、で、あわせて本日の分科会の資料として追加したいと思いますが、よ
ろしいですかね。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
○林分科会長

はい、ありがとうございます。それでは、追加資料として確認させていた
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だきましたので、まず、資料の説明を人事課長、お願いいたします。
○大谷人事課長

お時間いただき、ありがとうございます。追加資料について説明させて

いただきます。
１枚目の平成２６年度から平成３０年度の職層別職員数の経緯でございます。平成、過
去６年間が入っていて、すみません、表題が、それで３０年度につきましては、教育系職
員を除く職員数として、管理職が７１名、係長級が２０４名、主任以下が７４４名の合計
１,０１９名となってございます。係長級以上の合計は２７５名となってございます。パ
ーセンテージでいきますと、管理職は７.０％、係長級は２０.０％、主任以下が７３％と
なってございます。昨年度と比較して、管理職、係長級のパーセンテージはほぼほぼ変わ
りない状況でございます。
続きまして、２枚目の幹部職員の状況でございます。こちら過去５年間載せさせていた
だきます。こちらにつきましては、先ほどの表と若干違いがございまして、短時間の方が、
その職層別職員数のほうには計上されてないので、管理職は７１となっておりますが、こ
ちらのほうは幹部というところで限定させていただいて、短時間の方も載せさせていただ
いているところでございます。幹部につきましては、総合計７２名、部長級が２１名なん
ですが、正規につきましては１８名、再任用のフルタイム系職員が３名となってございま
す。課長級につきましては、合計５１名、正規が４５名、再任用がフルタイムと短時間を
合計して５名、民間からの登用は１名となってございます。
○林分科会長

はい。これで、まず二つの資料で、決算参考書の２１８ページ、２１９ペ

ージの職員研修の関連の資料でございます。
どうぞ、はい、はやお委員。
○はやお委員

わかりました。結局は、このところについては数、そのピラミッド構造と

いうか、これは保たれてますよということについて、推移もよくわかりました。今後、こ
このところについては、きょうはやりませんけれども、今度は年齢別というところもやっ
ていかなくちゃいけない。何かっていうと、空白世代があるということによって、また問
題も出ているだろうと。それは何かというと、ある期間、何年ぐらいですかね、５年ぐら
いでしたかね。職員を採用しなかった期間、それによるひずみというのも間違いなくある
と思いますので、まず、そういうところについて、まあ、ちょっとこの資料からすると数
どおりやっておりますと。ただ、今後、課長職ということについて一番ちょっと心配なの
が、今後の流れとして、まず一つそういうふうに外部からということについての必要性が
出てくるのか出てこないのか、その辺のところの確認と。
今ここのところで確認しておかなくちゃいけないのは、私が以前、予算のときに話した
と思うんですけれども、パッケージでやってくださいよという話をしました。人口がふえ
ることによって、今後どういうふうに考えていかなくちゃいけないのか。それはまず一つ、
行政サービスの業務量がどのぐらいなんですか。じゃあ、１００ありました、１００あり
ましたけど、官と民でどのぐらいずつ分担してやっていくんですか。そして、じゃあ、そ
れのところが、官と民との役割がこうわかってきたら職員数というのはどのぐらいになる
んですか。でも、その職員数がどのぐらいになるんですかとやるときに何が関係するかと
いったら、この職員研修というか、人づくりの部分が質的にどういうふうに担保されてい
るかをずっと確認してたわけ。一方で、ここはどこが答えるのかということ。じゃあ、教
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育についてはほぼほぼ、まだまだ足りないところはたくさんあると思います。でも、それ
なりに今の現状の中、数を担保する中ではやってきているということは一定程度はわかり
ました。そこで、この教育という、質はこういうことですよ、でも、あと職員定数という、
この視点に対して、そこを全体的に企画課の課長が整理してるところでしょうけれども、
でも一応、限局的に、今この状況の中で、数、職員定数についてはどういうふうに考える
のか。本当は全体的なパッケージで答えていただかないと、人の数と人の質と、そして、
官と民のあれというのは、きっと年度中には結果として出てくるんでしょうけども、今こ
の状況の中で職員定数ということの考え方、数という点についてどういうふうに考えるの
かお答えいただきたい。
○吉村行政管理担当部長

まず今、大きく分けると２点、ご質問があったかと思います。

まず、外部人材の登用についてというところでございますけれども、今現在、区の管理職
は東京都からの派遣等々を含めまして、運用、ポストに配置をしているという状況でござ
います。
ご案内のとおり、２０２０東京オリンピックの開催がもう間近ということでございまし
て、今現在、２名の管理職が東京都から来ておりますけれども、その派遣管理職について
も１９年度以降、確保できるかどうかというところも正直申し上げまして不透明な状況に
あるというのが現状でございます。また、区の管理職を育成をしていくという観点から、
区では管理職、翌年に必要になる管理職の需要数というものを算出をしまして、それに向
けて職員に管理職試験の受験等を励行して受験をさせているわけですけれども、その選考
が２３区特別区の選考となっておりまして、需要が完全に満たされるかどうかというよう
なところも正直言って、年度によって違いが出てきているというような状況にございます。
また一方では、これからの時代、特にＩＣＴ技術等々が日進月歩で進んでいくというよ
うな状況もあります。そういったものを区政の中に生かしていく必要もあろうかと考えて
おります。そういう意味を総合的に考えますと、区の職員だけで管理職は賄えるかという
ところを言いますと、厳しい状況にもあるかもしれないというところで、民間人材の活用
ということも過去にもございましたけれども、視野に入れる必要はあろうかと現時点では
考えているところでございます。必ず入れるというところまでは今現在では言ってはござ
いません。
それから、職員数、パッケージでというお話がございました。職員数を算出をしていく
に当たりましては、各所管から業務量に対する必要な職員数というものを、現在、算出を
して職員課の、人事課のほうに提出をしていただく作業を進めさせていただいております。
その過程においては、現時点で民間にお願いをしている部分につきましても考慮していた
だくのは当然ですけれども、新たに民間開放できる事業があれば、それも踏まえた上での
職員数の要求を出してくれという依頼をしているところでございます。それが全て上がっ
てきた段階で、人事課のほうでその数を算定をいたしまして、最終的な職員数を算出して
いくという流れになっていきます。その結果に応じまして、今年度、職員定数を見直すと
いうような作業を進めさせていただきたいというふうに考えているところでございます。
したがいまして、業務量と、完全ではないかもしれませんけれども、業務量を推しはかっ
た上で、職員定数を新たに見据えていくというような作業を今現在行っているというとこ
ろでございます。
２０

平成30年10月 3日 決算特別委員会 企画総務分科会（未定稿）

○はやお委員

まあ、わかりました。まあ、ふえるのか減るのかという話のところ、微妙

なところなんでしょう。今、業務量も調べていますよと。ちょっとここだけ確認したいの
は、この三位一体セットでやっていくという、ちょっと企画のほうが今マターになってい
るのか、どこがマターになっているかわからないんですけど、進捗としては年度内にその
辺と整合性を合わせて、定数等々についても結論を出していくというふうに考えていいの
かどうか、そこはちょっと答えていただきたいと思う。
○林分科会長

どなたに。総務課長。企画課長。（発言する者あり）総務。

政策経営部長。
○清水政策経営部長

先ほどのパッケージでというお話、職員の定数も含めまして、官と

民の役割分担、それから職員の数、きょう、るるご指摘、ご議論いただきました人材育成
も含めて、今年度中に整理をして、また、皆様方のところでご意見を賜ればと思っており
ます。よろしくお願い申し上げます。
○林分科会長

よろしいですかね、職員研修と職員定数につきましては。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕

○林分科会長

はい。

それでは、これも午前中の課題となっておりました、決算参考書２２０ページ、２２１
ページの１３番、人事情報総合システム運営について、これも追加資料３としてあります
ので、まず資料の説明から、人事課長、お願いいたします。
○大谷人事課長

追加でお配りさせていただきました、人事情報総合システムの決算額内

訳のほうをごらんください。左側のほうに導入時の金額、右側のほうに昨年度リプレース
したリプレース費の決算額を載せさせていただきます。
まず、リプレース時のほうで説明させていただくんですが、一番上段のライセンス料、
こちらはソフトを使うために権利を買った費用になってございます。こちらが９６５万円
程度。そのほか、人件費のほうで５,９５５万円程度かかって、総計が６,９２０万円程度
かかってございます。
人件費のほうの内訳のほうは、下の表のほうに掲載させていただいておりまして、プロ
ジェクト管理・各種テスト等で４,０００万程度、機器セットアップ・データ移行等で１,
４００万円程度、データセンター利用料等で４８０万円程度かかってございます。
それで、この人事情報総合システムなんですけれども、サーバのほう、アプリケーショ
ン、データベース、ウエブサーバ等、７台で運用しているところでございます。
説明は以上です。
○林分科会長

はやお委員。

○はやお委員

わかりました。でも、まあ結局、これだけの大きい金額、本来であればい

ろんな公共施設のところも、そういう投資的経費については、どちらになるのかわからな
いですけど、そういうところはやっぱり詳しく内訳を示して説明いただきたいと思う。
あと、ここのところで確認させていただきたいのが、当初予算のところでは、ライセン
ス料がなかった。だけれども、今回のリプレースということで、決算ベースではライセン
ス料が発生していると。そして、当初のこの決算というか、２億１,２００万が６,９００
万になってるというところのこの差異、どういうところからこういう差異が出てくるのか。
これは内訳ですよね。どういう差異、どういうことでこれだけの違いでよしとするのかお
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答えいただきたい。
○大谷人事課長

当初のライセンス料につきましては、この３段目にある人件費の開発業

務のほうにちょっと含められてしまっているので、細かい数字がお示しできなかったんで
すが、このときも１,０００万円程度、ライセンス料がかかっている状況にございます。
今回、人事情報総合システムをリプレースするに当たって、やはり新たにカスタマイズし
なければならないものであるとかというような費用等々ございましたので、こういった金
額で、当初、やはり２５年度導入時は全くさらの状態から導入したというふうなところが
ございましたので、莫大な費用がかかってございますが、今回はリプレースということで、
一部のカスタマイズ等があったというふうなところで、こういった経費の差となってござ
います。
○はやお委員

まあ、結局ちょっと気になったのが、リプレースだからそうだよと。一番

心配なのが、結局、今、この中身を見ると、パッケージ的なプログラムを買って、そこの
権利については、今回リプレースした会社が持っていると。それで、インとアウトだとか、
何だ、カスタマイズの部分だけをこの費用でかかっているよと。そうすると、普通ですと、
このソフト自体の権利というのがどこにあるのかというところなんですよ。
で、今の話からしたら、簡単に言うとウィンドウズの基本ソフトを買って、それでちょ
っと直したよという感じで買っているということなのか。というのは何かというと、たと
え人事システムであろうとも、かなり行政のほうの機密の対応があると思うんですね。そ
ういうところというのは、自社で開発することによって、本区で開発することによって、
外に、そのノウハウを出さないという考えもあるわけなんです。それをあえてこういうと
ころへやるというところの安全性だとか何かについての妥当性は、どうやって検討された
のかお答えいただきたい。
○大谷人事課長

先ほど委員がおっしゃっていただいた、ウィンドウズと同じような考え

方のもとにというのは、そのとおりでございます。
今回、人事情報という大切な情報が、内部でなくて、外部で、外部業者のほうのパッケ
ージを利用したというふうなところなんですが、今回の人事情報総合サービスシステムの
ほうは、人事の給与であるとか、勤怠管理であるとか、まあ、そういう、こう、ちょっと
共通事項のを担っている、多くなっている業務でございまして……
○はやお委員
○大谷人事課長

うん。一般的なね。
結構２３区共同の給料表を使ったりしているものですから、そういった

意味で、共同で開発しているもののほうが効率的で、かつ精度の高いものがつくられると
いうような考えのもとに、内部ではなく、外部のパッケージのほうを利用させていただい
たという次第です。
○はやお委員

いいです。

○林分科会長

はい。

よろしいですかね。（発言する者あり）ほかの委員の方も、人事情報総合システム運営
については。いいですね。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
○林分科会長

はい。

それでは、ほか。ないですか、一般管理費。
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○木村委員

あります。

○林分科会長
○木村委員

木村委員。
２１８、この文書事務なんですけれども、区として、意思を形成する過程に

おいて、区と第三者機関との、まあ、第三者とのやりとり、その辺はきちんと文書として
残すというふうになっているんでしょうかね。
○古田総務課長

以前も同様のご質問をいただいていたかと思います。そのときにも、ま

あ、ちょっと言い方は雑ですけども、ケース・バイ・ケースというようなお話をさせてい
ただきました。
といいますのも、まあ第三者との交渉の過程という中にも、かなりレベル感がいろいろ
ございますので、最初の打診的なレベルの打ち合わせから始まり、報告性をある程度決め
ていこうと。で、最終段階で、これで決定していこうというような、さまざまな場面が想
定されます。その全てにおいて記録を残していくというような運用には、現実的には、な
かなか難しいという状況でございます。
で、まあ、要所要所のところで、重要な意思決定にかかわる部分について、その根拠と
なる、まあ打ち合わせ等の決定事項をしっかりと記録をして、その都度決裁という形をと
るケースもございますし、それは打ち合わせ資料として保管をして、最終的な決裁文書の
ところにつけていくというようなことも想定されますので、さまざまなレベル感において、
必要な書類として整理をしているというところですので、一律に残しているというもので
はございません。
○木村委員

いろんなステップ、段階があると思うんですよ。第三者とのやりとりの中で

はですね。ただ、最初のステップ、当初の相手の状況を探るとかね、意向を探るとかとい
うこともあると思うんだけれども、そういう状況というのは、これは何らかの組織の中で
報告されるわけですよね。その報告された事項というのは、当然残されるのではないかと
思うんだけれども、それも含めて、最初の段階、まだいろんな段階の中の最初の段階でも
残さないということなんでしょうかね。
○古田総務課長

そうですね。まあ、打診レベルの話し合いみたいなところ、意見交換み

たいなところから、結果的に、そのことが積み重なって、大きな事業なりなんなりに結び
つくということも当然あろうかと思います。で、そうしたときに、最初のアイデア出しみ
たいな打ち合わせのところが発端だったねというところは、内部的には、当然、その会話
の中で行われるでしょうけれども、それを最終的な意思決定の場で、発端がこのときの意
見交換でしたみたいな記録まで残しているかと言われますと、なかなか、そこはなくて、
ある程度、組織間の交渉というか、協議というような場面になったときに、まあ記録化を
していくということが通例かなと思います。ただ、そこもそれぞれの協議の内容に応じて
というところもございますので、一律に、このレベルからとか、こういう人が出たから必
ず残っているとかという、そういうレベルのものでもないのかなというところでございま
す。
○木村委員

こういった文書というのは、重要か重要でないか、最終的にはですよ、一定

の年数がたった歴史の検証の中で行われるものであって、交渉をやっているさなか、本人
がですよ、これは重要か重要でないかというのを判断するというのは、私は歴史に対して
本当に冒瀆だと思うんですよ。傲慢過ぎると。
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こう言っちゃあれだけど、やはり今の石川区政になって、（発言する者あり）不透明な
経過というのが目につくんですよ。（「うん」と呼ぶ者あり）庁舎の移転から始まって、
庁舎土地の活用を含めてですね。移転のときには、大蔵省とどういう交渉があったのか。
それから九段坂、あの跡地については、国公共済、共済連とどういう交渉があったのか。
最近では、日テレさんだとか、ＳＭＢＣさんとかの交渉で、どういう担当者が相手とどう
いう交渉をしたのかという記録がないんですよ。結果はわかるけれども、どういうやりと
りをしたのかというのが残っていないわけで。
ただ、これはね、これは、すぐその場で公表するかどうかは別問題なんですよ。それは、
事業の展開によっては、これは公表しないほうがいいだろうという判断が必要なときも私
もあると思うんです。一概に全て公表すべきだというふうに思わないけれども、ただ、や
はり歴史の検証に後で任せる上でも、その間のやりとりというのは、きちんとやはり文書
として残していくということが必要だろうと。で、最終的には、要するに公文書管理法で
もあるように、国民の共有の知的資源という、公文書って、こういう位置づけなものです
から、やはり行政のものではないので、その辺の交渉で残した文書というのは、これは行
政のものじゃなくて、もう主権者のものですので、やはりそれはきちんと管理・保存し、
公表するかどうかというのは、第三者機関の判断に委ねるということもあり得ると思うん
です。
ですから、これはもう最初のステップの段階だから、残す必要はないということを内部
で判断するのではなくて、どんな簡単なメモでも、それが事実かどうかは別としてですよ、
主観が入ってもこれは仕方ないわけで、最初の段階からきちんとメモは残すと。で、きち
んと管理・保存すると。その辺の経過は、最終的に至った結論的な文章とあわせて保存し
ていくような、やはりそういった形で文書管理というのはこれから正確に進めていく必要
があるんじゃないかと思うんです。特に公文書というのは、このごろ、いろいろ改ざんと
か隠蔽とかというのがありましたものですから、区民の関心も非常に強くなってきており
ますので、うーん、その辺の管理・保存についての検討をぜひお願いしたいと思うんです
けど、いかがでしょう。
○古田総務課長

公文書として、どういう範囲の文書というか、物を残していくかという

ことと、さらに、残したとして、管理をしたとして、それを情報公開という形で公表する
かしないかは別のステップの話だという木村委員のご示唆は、まさにそのとおりだろうと
思っております。
で、基本的に、公文書管理のあり方として、しっかり公文書を管理・保存し、必要に応
じて、今度は情報公開という仕組みの中で、しっかりと透明性を高めていくという立てつ
けとしては、これまでもそうでしたし、今後もしっかりとやっていきたいというふうに思
っています。
その中で、特に論点となるのは、恐らく重要な意思決定にかかわる記録をどういうふう
に公文書化して保存していくかというところかと思いますので、ここについては、さまざ
まなご意見があるのは承知をしております。メモ、個人のメモに至るまで、公文書だとい
う説を唱える方もいらっしゃれば、そこはやはり組織共有、オーソライズされたものが公
文書であろうという説もございますし、ここはまだ内部検討をしているところではござい
ますけれども、しっかりと公文書の管理というものをしながら、透明性を高めていくとい
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う、この姿勢については、まあ第二回定例会の中でご質問もいただいて、区長も答弁して
おりますし、その下命を受けて、今、内部検討をしているところでございますので、そう
いう方向性については、まあ同じ方向を皆さんと向いているのかなとは思うんですけれど
も、一つ一つの、本当にこのメモがそうなのかというようなご議論の中では、なかなか難
しいというのもあるのが現実なところかなと。今の現時点での見解としては、そういった
認識でございます。
○木村委員

その検討の内容、どこまで今詳細に検討されているのかはわからないけれど

も、いつごろをめどに一定の方向性を出して、またご報告いただけるのかと。ちょっと、
その点だけ伺っておきます。
○古田総務課長

まずは現状で大きな問題があるかというようなところを、過去を振り返

りつつ分析をしているところではございます。その中で、ご批判はあろうかと思いますけ
れども、公文書管理、文書管理ということに関して言えば、規定にのっとって、おおむね
適正に処理をしているということを確認はしてございます。
で、国で言うような大きな問題が区においてあったかと言われれば、それはなかったと
いうのが実情ですので、今すぐに何かを変えなければいけないというような認識ではござ
いません。ただ、国のことを他山の石として、しっかり検証をし、より透明性を高めてい
くというような方向の中での検討でございますので、まあ年内とか、年度内とか、来年に
はとかという、明確な期限について申し上げる段階ではないですけれども、作業としては
日々進めておりますし、実運用の、現状の、今、現状の規定の中での運用については、若
干、監査のほうで指摘もされていたりして、まあ、もう一段、適正化を図らなければいけ
ないというようなところでもございますけれども、それはそれの日々の運用として、しっ
かり管理は、管理というか、管理・指導をする立場でございますので、そういった運用を
しつつ、なるべく早く検討結果を皆様にご報告できるように、頑張りたいと思っておりま
す。
○木村委員
○林分科会長

ちょっとがっかりしちゃった、何かね。
はい。（発言する者あり）よろしいですかね。文書（発言する者あり）事

務につきまして（発言する者あり）
ほか、一般管理費について、何かございますか。よろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○林分科会長

はい。

それでは、２目の広報費の調査に入ります。
決算参考書２２０ページから２２３ページです。特に説明はございますか。ございませ
ん。（発言する者あり）ある。はい。どっち。特命担当部長。
○須田広報広聴課長
○林分科会長

特にございません。

はい。

調査に入ります。委員の方。
○小枝委員

大きなマンション等に広報を何か置こうというような動きもありますし……

○須田広報広聴課長
○小枝委員

はい。

あ、ように聞いたんです。そのラックを貸し付けるであるとか、そういう申

請をするであるとか、そんなやりとりがあるように聞いたんですけれども、どうなってい
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ますか。
○須田広報広聴課長

マンションの中に、縦長のラックを置いていただいて、広報を、ま

あ、古いものも含めて置くという方法と、それから、例えばコンシェルジュのところに毎
回置いておいていただきますよというのが、マンションのやり方だと思うんですが、２８
年から、特にまちみらい千代田のほうで、マンション管理組合のほうからも依頼もあった
し、我々のほうも、ぜひ、広報紙を置いていただきたいという話がございまして、基本、
２８年度・２９年度は、マンション管理――マンション連絡会ですか、連絡会を通じてお
話をさせていただいておりまして、今、マンション連絡会で設置をしていただいているの
が、９マンション。それで、そのほかの個別にお願いをしているのが、１５、２６棟から
――１５ぐらいございます。
○小枝委員

それは行政サービスとして、もう公式の、何ていうか、どうぞ申請ください

というふうに公表されていますか。予算上も位置づけられているんでしょうか。（発言す
る者あり）いいことだとは思いますけれども、口コミだけですと、わからない人にはわか
らないですし、まあ、大規模なところだけじゃなくても、やはり広報広聴というのは非常
に重要なものを含んでおりますので、伝える、意見を聞く、それがなかなか町会伝わりで
マンションに入っていかないということ、非常に大きな問題になっていますので……
○須田広報広聴課長
○小枝委員

はい。

わかるように、どうぞ申請くださいと、あるいは、こういうサービスしてい

ますよというふうになっているのか、なっていないのか。
それと、申し込むとしたら、区のほうに申し込むのか、広報のほうに申し込むのか、ま
ちみらいのほうに申し込むのか、どちらでもいいのか。
予算上は、どこに位置づけているのかということをお聞きします。
○須田広報広聴課長

特に予算というのは、ラックを買う予算ぐらいの話でございまして、

それについては、マンション連絡会のほうには、広報広聴課のほうで依頼を差し上げてご
ざいます。それが正式といえば正式なルートなんですが、あとは、我々のほうで、まあ、
新しく建つマンションなどに個別にお願いをしているというのが現状でございまして、広
報に載せているとか、対外的に何かＰＲをしているということは、今のところ、ございま
せん。
○小枝委員

うん。何となく非公式な口コミ感があって、まあ、その、まあ、実際そうな

のかもしれませんけれども、ラック程度といっても、ラックは予算がかかることですから、
ちゃんと一つの事業項目として位置づけていくなり、その他、もう少し、何ていうか、政
策的に展開をしていったらどうかなというふうに思います。どうですか。
○須田広報広聴課長

マンションの対策というのは、小枝委員おっしゃるとおり、これか

ら広報紙をどういうふうに配布をしていこうかというところの重要な問題であるんですね。
今のマンションのセキュリティの管理の問題ですとか、配ったはいいけれど、ちゃんと居
住されている皆さんに届くかどうかとか、そういったところも課題となっておりまして、
まあ、広報課の中では、今後、広報紙全体の考え方の中で、配布方法というのを今検討し
ている最中でございます。それがまとまり次第、またお話をさせていただくんですが、千
代田区特有の特性といえば、セキュリティの問題があって、それはどこでも、まちみらい
も含めて、どうしようかと検討しているところなので、一緒に考えていきたいなと思って
２６

平成30年10月 3日 決算特別委員会 企画総務分科会（未定稿）

おります。
○小枝委員

その際に、広報に伴う広聴ということで、聞くということがとても大切です

よね。
○須田広報広聴課長
○小枝委員

はい。

それから、目安箱ではありませんけれども、まあ区長への手紙というのもあ

るんでしょうけれども、やっぱり何かご意見やお問い合わせがあったら、こちらへという
ものをセットで、きちっと意見が出せるように、フラストレーションがたまらないように、
そういうふうな、やりとりのやっぱりコーナー的なものは、双方欲しがっていると思うの
で、制度として、きっちりと位置づけていったらどうかなと。今回は決算ですので、余り
予算めいたことはあれですけれども、こういった平成２９年の使い方をもとに、そういう
ようなことも考えて、検討されていったらどうかなと思うんですけども、いかがでしょう
か。
○須田広報広聴課長

区民の声を中心に、広聴という部分については、我々も幅広くやっ

ているつもりです。それで、広聴については、広報紙やホームページ、それから各出張所
にも区長への手紙というのを置いてございます。それで十分かということであるならば、
そうではないとは思っておりますので、今後、広聴のあり方というものも課題の一つでご
ざいますので、まあ今やっていることに満足をせずに、さらに進めていきたいと考えてお
ります。
○林分科会長

どっち。

岩佐委員。
○岩佐委員

今、広聴のあり方の一つとしてホームページというご説明がありましたけれ

ども、まあその広聴があって、その後にいろんなもの、段階においてはパブコメをやる場
合がありますよね。パブコメの前段階としての広聴として、ホームページを、もし、ご利
用されていることもあるということでよろしいですか。
○須田広報広聴課長

広報紙にパブコメは出す関係から、ホームページに広報紙も載せて

おります。そういう意味では、両方やっているというふうに。まあ、広報紙を見ていただ
いて、そこでパブコメがわかるというようなところと、パブコメだけをたしか取り上げて
はいなかったか、ちょっとそこが確認できていないんですが、していればいいんですが、
していなければ、そういうふうな形も考えたいと思います。
○岩佐委員

まあ、パブコメのあり方について、かなり今、委員会で議論に……

○須田広報広聴課長
○岩佐委員

はい。

なっているところなんですけれども、要はパブコメの段階では、もう本当に

てにをはだけしか直せないんじゃないのと。パブコメをされたときに、そもそも論から直
そうと、そもそも論の意見が来たとしても、そこで意見が覆ることって、ほとんどないん
じゃないのという、そういう指摘があるわけですね。そうすると、パブコメに至る前に、
定期的に段階段階で状況をお知らせしていかなきゃいけないんですけれども、そこに、今、
ホームページのあり方として、まあそこがいずれパブコメにつながる情報であれば、数あ
るほかの情報と同じように並べられても、一般の人たちというのは、そのとき欲しい情報
しか見ないわけですから、そのときに、あ、これはいずれ自分たちが意見を聞かれる、パ
ブコメとして案内されるべき重要なものなんだということが、それぞれ重要なんですけど、
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ホームページに載っているものは、それでも、まあ、どこどこのまちで楽しい祭りがあり
ましたという情報と、それから、もう、まちづくりの構想がどんどん変わっていきますよ
という情報とが、ベタに一つに並べられても、見つけられないし、そこでスルーしてしま
う可能性が高いですよね。そうすると、やはり参画と協働ガイドラインに書いてある、そ
の目的のための広聴としては、やはりここは一つ工夫が必要だと思うんですけども、そこ
についてはご検討されたことがありますか。
○亀割企画課長

参画と協働というお話でしたので、私のほうから答弁させていただきま

すが、パブコメが課題になっているとおっしゃったんですが、ちょっと、パブコメの位置
づけをちょっと１回整理したいと思うんですけど、パブコメの段階というのは、もう、区
の考え方ですとか、もう素案という形でできています。ですので、この素案に対して、も
し意見があれば、それに対して、区はこういう考えでこういうものをつくったんだよって
答えるのがパブコメなんですね。ですので、まあ、はっきり申し上げると、パブコメの段
階では、もうおおむね固まっているというイメージになります。
問題は、パブコメに至るまでの広聴のあり方と、合意形成のとり方なんですけども、そ
の辺を参画と協働ガイドラインのところに、類型のところでは細かく整理はしてあるんで
すが、まず、最初には、やっぱり広聴活動として、区民の声ですとか区政モニターですと
か、あと、日々の仕事の業務の中で、もちろんその辺は、各所管は把握しているはずです。
まあ、これがスタートラインになりまして、素案等を作成する段階では、意見交換会や懇
談会、住民説明会というものを経ながら、何だ、ニーズや広聴活動に努めて、その辺を反
映した形で素案をつくると。そのできたものに対して意見があれば、それに対して区の考
え方を整理して、お示しするというのがパブコメなので、そういった形で、段階を経て、
細かく区民の声を酌み取りながら、パブコメまで至っているという認識でございます。
○岩佐委員

まさにご説明いただいたとおり、もう素案が固まった状態がパブコメだとい

うことは、そこの前の段階で、どれだけの区民が、細かくしっかりと意見を反映できるか
ということが重要になってくると思うんですね。今さら聞かれても、もう遅いよねという
段階で聞かれて、ちょっと、じゃあ、ここには点を入れますとか、ここはやっぱり文章を
改行しますぐらいのことだけされても、本当に、それは意見が反映されたとはならないわ
けですから、せめて情報の発信の仕方として、特に、いずれパブコメになるということが
わかっている案件ということに関しては、そこは、そういうくくりを一つつくるべきだと
思うんですね。構想とか、地区、地域に関すること。それは防災とかもそうですね。防災
に関すること、計画。そういったことも進めて、やはり最終的にパブコメに載せる前の段
階でというのは、これは企画で、まあ多分はやお委員が言ったと思うんですけれども、や
っぱり最終的に区民のどうやって意見を聞いていくかというのを、最初から、こう、段階
段階できちんと決めていく、ここで議決だよね、この前にパブコメだよねと、この前にこ
ういう意見を聞いていくよね、この前に相談会だよねということが、まあちゃんとできる
だろうということの一つの位置づけとして広聴活動があるわけですから、その広聴活動に
関しては、ホームページにしても、区政報告にしても、ほかの情報と一緒に、漫然に出す
のではなくて、やはりそこの一工夫が、画面とか紙面の一工夫が必要なんじゃないかとい
う、そういったことなんですね。
だから、必要な情報にアクセスしにくい、いろんな審議会があって、その審議会の情報
２８

平成30年10月 3日 決算特別委員会 企画総務分科会（未定稿）

が、しっかりとすぐ見れるようにしたいのに、審議会の情報の議事録までに行かない、ど
こをクリックしても、なかなか行かないというのは、やはりそれは適切に情報を受け取れ
ていないということになってしまいますので、そこの工夫をお願いしたいということなん
ですけれども、そこはいかがでしょうか。
○林分科会長

うーん……

○須田広報広聴課長
○林分科会長

じゃあ、分科会長。

えっ、どうしましょう。

○亀割企画課長
○林分科会長

すみません。分科会長、企画課長。
はい、企画課長。

○亀割企画課長

ただいまのご指摘ですけども、ご案内のとおり、参画と協働ガイドライ

ンでは、先ほど私が説明申し上げた手順でやっているんだけども、まあ、それだけでは拾
い切れない部分がある、広聴活動を使って、例えば節目節目のところでの情報提供を随時
して、同時並行でそういった声を聞けるような方策をとったらいかがかというご指摘です
か。
○岩佐委員

あ、違う。

○林分科会長

違いますね。

○亀割企画課長
○岩佐委員
○林分科会長
○岩佐委員

あ、違いますか。すみません。

私の、私の言い方が……
岩佐委員。
私の説明が本当に悪くて、申しわけありません。

そうではなくて、まあそれもあるんですけれども、そもそも適切に情報を今受け取れて
いる状況にない、受け取りにくい状況じゃないかということを指摘させていただいている
んですね。
だから、審議会なんかが一番いい例なんですけれども、まあ、パブコメをやる前には、
大抵のものは、どこかの審議会とか協議会ですごくご審議いただくと、ご協議いただくと。
その過程を例えば地域の住民がアクセスにすぐできるかといったら、そこには、ホームペ
ージからは、まあ、普通には行かないですよね。こう、いろいろクリックしていて、やっ
とたどり着ければ、本当にラッキーぐらいの、宝探し状態なわけですよ。だけど、それは、
もう本当に近い将来、絶対、パブコメに当たるものであれば、そこに関しては、どこかも
っと見せやすい情報提供の仕方、今、こういうことが審議されているんだ、いずれ、これ
はパブコメにかかることが審議されているんだということの情報発信というのは、あえて
一つ視点を持って発信していかなきゃいけないことだと思うんですね。
やっぱり情報が入ってくれば、どこで参画するか、参画できる機会というのは、本当に
最終的にはパブコメしかないのかもしれませんけれども、でも、そこはやっぱり表向きは、
表向きというんですかね、行政手続の中ではパブコメしかないですけれども、一般の日常
的な中で、やはり区民がいろんな形で参画するやり方というのはたくさんあって、それは
もう、この参画と協働ガイドラインをつくられる場合にも、どういうやり方が一番いいで
すか、アンケートがいいとか、ホームページ、一番だめだめみたいなアンケート、いっぱ
いありましたよね。そういったことも、いろんな段階段階で区民ができる参画の仕方とい
うのはたくさんありますので、そのためには、まず、何が一番今ホットな、一番身近な、
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自分たちが意見を言わなきゃいけない事項なのかということを、ホームページでも、紙面
でも、わかりやすく、それを発信していただきたいという意味では、ある意味、広聴なん
ですけれども、そちらからの発信の仕方のことをお願いしているんですけれども、いかが
でしょうか。
○林分科会長
○岩佐委員

うーん。なかなか、ちょっと難しい話にもなってきて。
すみません。言い方がわからない。

○林分科会長

うん。一つずつ階段を上っていきます。（発言する者あり）

まず行政側でパブリックコメントにする案件というのは、パブリックコメントをする前、
どれぐらいの段階で、これはパブリックコメントしましょうという意思決定をされるのか。
大体、計画や何かはそうなんでしょうけども、その期間をまず確認して、そうすると、意
思決定した段階で、周知というか、まあ、広報のやり方というのが出てくると思うんです
けれども、そこは整理されているんですかね、行政の内部のほうで。この事案については
意見公募、パブリックコメントをやる事案ですよというのは、どれぐらい前に内部で確認
していくんですか。特に決まっていない。
○亀割企画課長
○林分科会長

休憩じゃないですね。
ええ。休憩したほうがよければ、休憩しますけど。

企画課長。
○亀割企画課長

先ほど大まかな手順の流れは申し上げましたが、期間という意味で言い

ますと、事案とか内容によりまして、長いものもあれば、短いものもあると。
ただ、スタートラインは、とにかく、まあ、日々の課題ですとか、何かを策定しよう、
改定しようというときに起こる。で、区政モニターや日々の仕事の状況などから声を拾う
という段階から始まって、ある程度の期間を持って、最終的には素案という形で区の意見
を確定してパブコメに至るんですけども、その経緯・経過の中では、これもガイドライン
には類型整理はしておりますが、内容によりましては、住民説明会をやると。岩佐委員が、
今、ご意見、ご指摘いただいた部分は、その節目節目での説明会の内容が、その人たちだ
けではなく、ほかの人にも伝わって、そこからも意見が聞けるような形にしたらいいんじ
ゃないかというご指摘ですよね。
○岩佐委員

うん。

○亀割企画課長
○岩佐委員

そうです。

○亀割企画課長
○岩佐委員

ですね。
はい。それも……

意見を聞かなかった。

○亀割企画課長

多分、事案によって所管のほうで柔軟に対応していると思われますが、

今、ちょっとここでは、どこまでやっているかというのが確認できませんので、それはま
さにおっしゃるとおりな部分はあるかと思います。また、意見を言っていただいても、そ
れは、もしかしたら懇談会の中で決まっているので、なかなか反映しにくいという部分も
あるかもしれませんが、この辺は、パブコメ、参画と協働を所管している企画課としても、
毎年のこれをベースにした事務の説明会で、各部に周知する際に、今ご指摘いただいた点
も含めて、工夫していくように申し伝えていきたいと考えています。また、広報課とも連
携して、その際の情報提供の手段については、広報広聴課とも相談しながら、取り組んで
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いきたいと考えています。
○岩佐委員

はい。

いいですか。
○林分科会長
○岩佐委員

岩佐委員。
ぜひお願いしたいところです。

それで、少なくとも、もう議会で、例えば委員会で、まあ、これはこういう段階でいず
れはパブコメやりますというような説明があったぐらいには、もうそれは広報として載せ
ていっていいと思うんですね。やはり、もちろん案件案件で全て事情が違いますし、本当
に、利害関係人の方ですとか、あるいは、本当に、ちょっとプライバシーの問題とか、い
ろんなことも、ご事情もありますから、全てが全てオープンにできるとは思わないんです
ね。ただ、実はもうオープンにされているのに、それが単にアクセスしにくい。要は、公
開はしますよ、でも、わかりにくくしているというのは、それはやはりちょっと、こちら
としては、それ、見えないように公開していますよねって言われちゃうぐらい、それはも
ったいない話で、そこはやはりしっかりと初めの段階から、もう議会に出てきている段階
からは、もうしっかりとそこはやっていただきたい。
それで、住民説明会とか、そういったものに関しては、やはりこれは箱の問題もありま
すし、もう、聞いたことがない、届いていないという話が、もうずっとそれは水かけ論的
に、いや、うちのところには来ていない、見なかった、もしかしたら捨てちゃったかもし
れない、そんな話に、もう暇がないわけですから、やはりそれとはまた別立てに、広聴、
広聴というので、意見を聞ける、要するに行政が聞く手順というのは、本当に限られてい
ると思うんですけれども、知らせることだけが、まず一番最初だと思うので、そこをぜひ
しっかりやっていただきたいところです。ぜひお願いします。
○林分科会長

どっち。（発言する者あり）

○須田広報広聴課長

今お話を伺った中身を受けとめて、例えば、まあ、何ていうんでし

ょう、例えばホームページが一番早いと思うんですけれども、現在話題になっているコー
ナーみたいな、例えばつけて、それで今出せるものを、意思形成過程の段階であっても示
していくというのが、やはり区民の皆さんのご希望だと思いますので、そこは前向きに考
えます。よろしくお願いします。
○林分科会長
○岩佐委員
○林分科会長
○岩佐委員
○林分科会長
○岩佐委員
○林分科会長
○岩佐委員

はい。
あと、もう一個、パブコメでいい。
どうぞ。岩佐委員。
全然話が変わるんですけど、パブコメの仕方の問題なんですけれども。
パブコメの仕方。
あと、手法で……
広聴活動なのかな。
一般的に、パブコメは、（発言する者あり）多分、ごめんなさい、これ、私、

確認していないんですけれども――は、ホームページと区報で出されていると思うんです
けども、いわゆる障害のある方とか、ちょっと、普通に情報をとるには、ちょっと一手間
かけなきゃいけない方には、特別にパブコメに関しては送っていただきたい。例えば点字
版ですとか、あるいは、何ていうんだ、音声版ですとか、そういったこととか、それから、
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やはり例えば手足の不自由な方が、ホームページをいっぱいクリックして、あるいは、こ
うやって紙面をめくって、パブコメを見る、探すというのは、実はすごく苦労なわけです
よね。だから、そういったことは、もう、どの方が、ほんと、ねえ、どういう、ご希望は
とる必要があると思うんですけれども、どういう障害を持って、どういうふうにちょっと
お困りのことがあるかということを区が一番わかっていらっしゃるわけですから、そうい
う方の声をやっぱりしっかりとパブコメでとっていかなきゃいけないというのは、いつも、
当事者団体に、じゃあ、聞こうとかって、それもお願いしていることなんですけれども、
パブコメという一般的に手法の中で、特別にそういう方たちは、ご希望があれば、ぜひ、
しっかりお願いをして、パブコメをとっていく手法をとっていただきたいんですけど、い
かがでしょうか。
○須田広報広聴課長

障害者の方の、今、全般的に広報紙という意味では、点字版と音声、

朗読版があるんですけれども、パブコメに限って特にということになると、またそれの対
象をちょっと考えていかないといけないと思います。それはお知らせをするという意味で
の重要なことでもあるので、数の多い少ないではなく、障害者の方に読んでいただけると、
区政へ参画していただけるというところで、企画課とも相談をしながら進めていきたいと
思います。
○岩佐委員

お願いします。

○林分科会長

何か、企画課長、補足して、ございますか。

○亀割企画課長
○林分科会長

あ、いいです。
大丈夫ですか。

○亀割企画課長
○林分科会長
○永田委員
○林分科会長
○永田委員

同じです。
はい。（発言する者あり）

同じところ、いい。
はい、永田委員。
戻るんですけど、広報千代田の配布方法というか見せ方について。戸別の発

送の対応をしていると思うんですけども、その件数とコストというのはわかりますでしょ
うか。
○須田広報広聴課長

戸別の郵送というふうに考えて、全体をちょっと申し上げますと、

５万部つくっていますよと。で、そのうち４万部が新聞折り込みです。あとは郵送、個人
とか事業所も含めて、１,２００ぐらいあります。それで、あとは区の施設ですとか、コ
ンビニなどの配布協力店、先ほど申し上げましたマンションなんかも、そこに入ってくる
んですが、４,０００部ぐらいがそこと。あとは、残りは予備としてとっておくという流
れでございます。
それで、郵送に関してでございますが、これは基本的には大手・丸の内、まあ、大丸有
地域は、新聞から広告がそもそも抜かれて社内に配布されてしまうということが原点で、
その地域にご希望を聞いて、郵送を希望される方はというところがあります。そこがほと
んど、１,０００部ぐらい。あとは個人で、うちは新聞をとっていないんだけれども郵送
してくれるというところがあれば、無料で区内は対応しているというのが現状でございま
す。
で、経費については、ちょっとそこまで細かく把握はしていないので、申しわけないん
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ですが、大体、郵送料掛ける部数というようなイメージでございます。
○永田委員

発送方法について質問したというのが、例えば今後、広報千代田を発行する

に当たって、まあ、あくまで印刷物というんですかね、紙ベースを主体にしていくのか。
で、それとも、あるいは何かネット上で閲覧をふやしていくのかということの考え方、基
本的な考え方にもかかわってくると思うんですけども、どうしても紙面、紙面ベースにな
ると思うんですけども、そうすると、結局は手元に来ても捨てられてしまうということが
多くなって、無駄もふえる、あるいは新聞をとっている方も少ない。では、戸別発送とい
っても、そもそも広報千代田を見たこともない人に戸別発送していることもわからないと
いうことになると、ネット上で例えばより見やすくとか、あるいは広報千代田専用のホー
ムページをつくって、何か見せ方を工夫するとか、そういった、こう、ずっと紙にこだわ
っていくのか、それとも違う方法も検討していくのかという、根本的な考え方についてお
願いします。
○須田広報広聴課長

紙にこだわっている部分もあります。というのは、まあ、インター

ネット、ウェブ環境が整わない方については、やはり区の情報を仕入れる中身としては、
世論調査でも、かつてとったことがあるんですけども、７割が紙ベースの広報紙ですよと
いうのもあります。ありますと申し上げたのは、インターネットの時代が来て、ほとんど
の方が新聞もウェブで読むような時代になってきているので、まあ、新聞を読むためのア
プリを入れたのも、今後の視点で、最終到達点を求めているわけではないんですが、多く
読んでいただく手段としては、インターネットは外せないだろうと。広報広聴という意味
でも、今後は工夫をしていかなきゃいけない部分であります。一方ではこだわりますけれ
ども、片方では、日進月歩のインターネット技術というものも、いろんな情報発信、広聴
の機能も含めて検討していきたいと思っております。
○永田委員

はい、もういいです。

○林分科会長

よろしいですか。

ほかに。よろしいですか。大丈夫。（「はい」と呼ぶ者あり）広報費については、よろ
しいですか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
○林分科会長

はい。

それでは、３目の企画財政費の調査に入ります。決算参考書２２２ページから２２３ペ
ージです。
特に説明は。
○中田財政課長

では、恐れ入ります。主要施策の成果の１１３ページをお開きいただき

たいと思います。
○林分科会長
○中田財政課長

はい。
はい。では、こちら、新公会計の整備の促進について、ご説明をいたし

ます。
こちらの制度ですけれども、昨年度の決算から導入をしておりまして、平成２９年度は
２回目の決算ということになります。平成２９年度中は、２８年度の決算の取りまとめと
いうことで、初めての決算ということになっております。
その関係で、事業費のところ、決算額がございますが、専門家のアドバイスということ
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で、トーマツの監査法人に委託をしまして、そちらのほうからアドバイスなどをいただい
ております。また、固定資産の台帳の整備ですとか、あとはソフトウエアの保守に関する
経費、そういったもので支出のほうをしてございます。
また、事業の実績をごらんいただきたいと思いますが、昨年度、こちらのほうの決算で
ご説明した後、ホームページなどで公開を行いまして、また、広報千代田などでも、わか
りやすい形でということで、区民の方に周知をしております。
特に２月に行いました予算の関係では、ほかの区との財政状況の比較なども行いまして、
出ている区というのも少し限られてはおったんですけれども、そういったところで公表を
しております。今後も、引き続き区民の皆様にわかりやすいような形で周知に努めていき
たいと考えております。
説明は以上です。
○林分科会長

はい。

調査に入ります。
委員の方、何かございますか。
○小枝委員

今の、ただいまのところで、ちょっと細かいようなんですけれども、聞いて

おきたいのは、債権というんですか、債務――じゃない。応急貸し付けとか、ああいう貸
付金絡みのことというのは、結局、貸したお金と、何ていうか、突合していなかったとい
う数字の違いがあったというのが出ていったときに、区民の方からは、そういう今の、何
ていうんですか、複式簿記とか、こういうふうな形でやっていれば、そういうことという
のは結構簡単に発見できると言われて。私はちょっとよくわからないんですけれども、後
ろのこういう財務諸表とかを見ても、貸し金とか、そういったものは載っているのに、じ
ゃあ、貸したお金は載っていないということなのか、まあ、回収していない資産の一部と
いうふうに考えれば、どこかに載るべきではないかというふうに思ったので、すみません、
ちょっと素朴な質問です。
○中田財政課長

貸付金について、どこに該当するのかというところですけれども、主要

施策の成果の１２４ページをお開きいただきたいと思います。こちらは財務諸表というこ
とでまとめているものになりますが、こちらの貸借対照表のところの資産の部というとこ
ろの下のほうになりますけれども、長期延滞債権というところがあるかと思いますが（発
言する者あり）こちらにつきまして、ここは平成２８年度以前に調定した収入未済額とい
うのを記述するところになっておりまして、まあ、今後、もし修正などがあった場合は、
こちらのところの数字が変わっていくというところになります。
また、該当するところが、その下のところの徴収不能引当金、こちらに関しましても、
一定割合については、不能引当金ということで積み上げていきますので、こちらの数値の
ほうも変わってまいります。また、これにあわせて、負債ですとか、あと純資産の部も変
わりますので、両方合わせる形で数字のほうが変わっていくという形になります。
そのほか、該当する箇所としましては、次の１２６ページの行政コスト計算書、こちら
に関しましても、徴収不能引当金繰入額というところがありますが、こちらの数字に影響
がありますので、まあ、もし正しい数字が出た場合となりますと、こちらのほうも修正し
ていくということになります。
また、この行政コスト計算書をもとにして、お隣のページの純資産変動計算書というの
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も変わってきますので、財務諸表の４表のうちの三つのところに、まあ、影響があるとい
うことです。
で、こちらのほうをつくるに当たりましては、内容を各部署のほうに伺って、その数字
を積み上げて、総括表として、こちらをつくっていますので、その内容が今後変更になり
ましたということであれば、それを受けて、今後、この財務諸表というのを変更していく
ということになります。
○小枝委員

うん。はい、わかりました。

つまり、そもそもの積み上げの数字が違ってしまうと、そのまま違った形で積み上がっ
てしまうので、それを振り返ってチェックするということは、やはりできないという仕組
みだと。
で、ただいまの貸借対照表も含めて、もとの数字が違っていれば、そこの部分も、現時
点でも修正していかなければならない状態にあるというふうに、数字的には、そういうこ
とになるんですか。
○中田財政課長

これを修正するというよりも、将来に向かって、変わった時点のところ

で修正をしていくという形になります。こちらの３月３１日までのところで切っておりま
すので、まあ、今後、それが変わってくれば、またその時点で修正を行っていくという形
です。
○小枝委員

まあ、いいです。

○林分科会長
○米田委員

米田委員。
はい、お願いします。

今のお話、もう一度言ってほしいんですけど、まあ、一旦締めましたと。で、また所管
の課からこういう修正がありました段階で公表するということですか。
○林分科会長
○米田委員

修正。
財政課がまとめて。

○中田財政課長

決算はさかのぼっての修正というのができませんので、締めた後に新し

いことがわかれば、それを反映して、次の、まあ、翌年度になりますが、そこに入れてい
くという形になろうかと思います。
○米田委員
○林分科会長
○米田委員

あの、修正……
どうぞ、米田委員。
はい。だから、修正案を来年度に公表するという形ですか。それで間違いな

い。
○林分科会長

気づいたときではなく、（発言する者あり）来年度に修正するというのが

正しい行政手続なのかということを……
○米田委員
○林分科会長

何となく、僕、ちょっと。僕の、ちょっと休憩。休憩。
いや、財政課長、答えれる。いや、休憩をとるんだったら、休憩をとりま

すけども。
休憩。
午後２時２９分休憩
午後２時４３分再開
○林分科会長

それでは、分科会を再開いたします。
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財政課長。
○中田財政課長

お時間をいただきまして、申しわけありませんでした。

こちらの、もし今後修正等があるという場合は、こちらの財務諸表もまた修正というの
が必要になってまいります。その時期につきましては、今後、改めて整理をさせていただ
きたいと思います。
○林分科会長

はい。

ほかに。
○はやお委員

同じところで、新公会計整備の推進のところをちょっと確認したいと思い

ます。
ここのところで、整備自体は平成２８年度で終わっているんでしたっけ。この２９年度。
もうちょっと。
○中田財政課長

整備は、主に２８年度と２９年度でやっております。で、２９年度中に

２８年度の決算をやりますので、去年まで、まあ、山場といいますか、佳境の業務があっ
たということになります。
○はやお委員

まあ、そこは基本的なところなんですけど、とりあえず確認したいと思い

ます。
新公会計制度の整備推進ということで６５０万円余、そして、また固定資産税台帳の整
備推進ということで７９万９,０００円、８０万円弱と、この辺のところの内訳をちょっ
と確認したいと思います。
○中田財政課長

こちらの内訳ですけれども、まず、予算のうちの７３０万円が、財政課

で所管をしているものになりますので、その内訳についてお知らせをいたします。
まず、ソフトウエアとミドルウエアという、まあ、二つソフトウエアがありまして、そ
ちらの保守点検ということで、１１５万円ほどかかってございます。それから、トーマツ
監査法人から、専門家の助言ということで、こちらは５００万円ほどかかっております。
（発言する者あり）また、サーバーの機器の賃借料ということで、３５万円ということで
かかってございます。
○加島施設経営課長

固定資産台帳の整備推進は施設経営課のほうですので、私のほうか

ら。
今、財政課長が申し上げたトーマツの監査法人のほうに７９万９,２００円ということ
で、２８年度に作成しました固定資産台帳の整備推進の２９年度の更新、そちらのアドバ
イスと、あと、今、もうホームページにアップしておりますけれども、そちらへ載せると
きのアドバイス、そちらの委託ということで計上されております。
○はやお委員

で、まあ、結局、ここのところについて、２９年度の予算のところでも書

いてありますとおり、発生主義と複式簿記による職員のコスト意識の醸成というふうに言
っているんですけど、この辺は具体的にどういうことなのか。複式簿記の、醸成すること
によって、どういうふうに仕事が変わるのかというのが、僕はわからないんです。という
のは、もともとは、民間は複式簿記なんですよ。ＰＬ、ＢＳなんですよ。だけども、何で
これが必要なのかというところが欲しい。
○中田財政課長

まあ私ども、余りその、ＰＬ、ＢＳですとか、そういったものになじみ

がないというところがありまして。とはいいつつ、やはり自治体においても、そういった
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ような知識ですとかというのが、今後必要になってくるというところがありますので、ま
あ、実際、自分がかかっている費用がどこに属して、また、それが将来どういうふうにか
かわっていくのかというところも理解いただくようにということで、若手職員を中心に研
修などを行って、若いうちからそういった知識を身につけるようにということで考えてい
るところです。
○はやお委員

まあ、ちょっとわかりにくいんですね。

何かというと、やっぱり来て、私も民間から、あと自分も零細企業のやっぱり仕事をや
っているということで経理を見ていたりすると、当然のごとく、長期的な負債だとか資産
というのを見る、それは当然なんです。だから、何かというと、どれだけの借金があって、
どれだけの資産があるかということを長期的に見るときに、ＢＳが必要になってくるんで
すね。
だけど、根本的に、行政というのは単年度主義なんですよ。つまり、単年度主義で、結
局はＰＬだけで、本来であれば済むはずなんです。単年度で、マイナスになることがない
ですから。もしあったら、ちょっと答弁の石川さんがやった、複数年でやりますよという
のだけで十分なんですね。長期的というのは、どこまで見るのか。長期的に職員たちが醸
成するというのは、どういうところにポイントがあるのかと。まあ、その辺のところが不
明確なというのが。だから、そこのところが、どういうふうに考えられて、ただ、複式簿
記の発想をみんなに植えるんだといったって、いや、単年度単年度、赤字になっていなけ
りゃ、長期的に見る必要ないんですよ。だから、そこがどういう考えなのかということを
聞きたい。
○中田財政課長

今、区議がおっしゃったように、そういった視点というのは非常に大切

だと思っておりまして、まあ、こちらをつくることによって、区の全体の財政がどうなっ
ていくのか、また将来、どういうような状況になっていくのかというのがわかってきます。
例えば世代間の負担ですか、あとは、今後、固定資産にかかわる老朽化の費用が出てきた
り、あとは施設整備をすることによっていろんな経費もかかってまいりますので、まあ、
そういったものが将来どういうふうに区の財政が運営されていくのかといった、そういう
長期的な視点も持ってほしいというところがあります。
で、これをつくることによって、私たちも非常にいろいろ見えてきたところがございま
して、例えば世代間の比率については、確かに千代田区は非常に後年度の世代の方に残さ
ないようにということでやっているところはあるんですけれども、まあ、そのほか、例え
ば行政コストなどでは、かえって、ほかの区と比べますと、一人当たりのところが非常に
高くなっていると。それは職員１人が占める割合と住民の方の比率が、ほかの区と比べる
と、比率が高いというところがあって、行政コストが少し高く出てしまっているというと
ころも、いろいろ分析できていますので、まあそういった広い視点と、また身近な視点と、
いろいろなものを学んでいただいて、それを日々の業務につなげていっていただきたいと
いうふうに思っているところです。
○はやお委員

まあ、逆に言うと、苦しい答弁だと思っています。

何かといったら、本当に、行政は単年度主義で、入ってきた金額を、本来であれば、行
政サービスを単年度に、全部、行政サービスをペイするように、イコールになるようにや
る。それが、うち、我々は、基金でこんなにためちゃった。でも、ここは何で、一つ、こ
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の長いスパンの中で説明をつけるかといったら、基本計画であったり、こういうふうにや
るから、すみません、世代間の違いについても、このお金を今使わないで将来に使わせて
くださいってやっているわけですよ。だから、余りため過ぎるということは、行政という
視点に立ってきたときに、単年度で処理するといったときに、かなり逸脱をする、原則論
を外れていくということになると。
で、こういうところについての今後の考え方をですね――私はいいんですよ、複式簿記
的な発想は必要なんだけれども、ただ、行政の基本である単年度主義をどうやってきちっ
と守って、この単年度でクローズしていく、行政のあり方をやっていくのかということが、
私はしっかりと持っていただきたい。そうでなかったら、本来であることについて、なか
ったら、ためりゃいいや、不用額でやっていきゃいいやと。そうじゃないんですよ。お金
がこれだけ来るということは、これだけのことを今ここにいる住民に対して、このいただ
いた歳入の税金を投入してください。
いや、もしお子さんがいらっしゃらない方がいたら、私は将来のことはいいですよ、今、
行政サービスを厚目にやってくださいよと言われたら、かなりもたない話だと思う。だか
ら、そことをもう一度きちっとね、財政に対する考え方をしっかりと整理していただいて、
それで複式簿記の発想というのは、悪いけれども、国政が管理するためにあるんですよ。
これだけのお金があるね、だったら、まだ吸い取れるねって、そういうところにしか私は
思えないんですね。だから、しっかりと、行政が自分のあるべきことをしっかりやってい
れば、複式簿記というのは大切なことですけれども、そこに力点を置くのではなくて、き
ちっと、一年一年しっかりと仕事をするというところに、仕事のところにかえていただき
たいと思いますが、いかがでしょうか。
○清水政策経営部長

はやお委員から、複式簿記、新公会計制度に絡みまして、複式簿記、

そして自治体の財政運営の基本、原則ということで、ご指摘を賜りました。
ご指摘をいただきました点、さまざまにしっかりと受けとめて、サービスを提供してま
いりたいと思っております。
新公会計制度に関して申し上げますと、委員お話し、ご指摘をくださいました、自治体
は、本来は単年度主義、法的にも単年度の予算・決算ということで、まあ、現在、単年度、
平成２９年度決算をご審査いただいているという状況でございます。予算もしかりでござ
います。
そしてまた、まあ、複式簿記、新公会計制度については、国のほうが管理をするためだ
というところまでお話をくださいましたけれども、（発言する者あり）まあ、ちょっとそ
こまではどうかなとはありますけれども、確かに委員ご指摘のとおり、もともと、新公会
計制度というものは、端を発しましたのは、国におけます資産、債務改革、そこに端を発
して、まあ、国のほうでも、非常にバブル経済が崩壊した後の財政状況が厳しい中で、財
政改革をやっていかなければいけないと。国でやるのであるから、地方もやりなさいよと
いうことで、平成１７年度以降、全国の地方公共団体に集中改革プランを求めていった、
そこから正式に始まっていると言っても過言ではないんだと思います。そういう意味では、
委員のご指摘というのは、まあ恐らくそういう意味だろうなというふうに受けとめておる
ところでございます。
で、そういう新公会計制度を私どもも、もう、総務省の基準が全国一律でやれというこ
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とでございますので、整備をしたということで、先ほど来財政課長のほうでご説明を申し
上げているところでございますので、やらなければいけない、全国の地方公共団体、やっ
ているということではございます。
ただ、やらなければいけないからやっている、意味はないんですよということではなく、
そこから、その作成をした財務書類から見えてきたものがあるというのも、これまたしか
りでございまして、先ほど来財政課長がご答弁差し上げていることは、その一例だろうと
いうことでございます。
しかしながら、そもそも地方公共団体の財政状況というものは、じゃあ、この新公会計
制度による４表、財務４表をもってしなければ、地方公共団体の財政状況というものが明
らかにならないのかということで言いますと、そんなことはないと思っております。この
基準ができる前におきましても、昭和の３０年代からでしょうかね、まあ、普通会計決算
という統一的な決算ベースで、さまざまな財政状況をはかる指標というものを全国の地方
公共団体に求めて、全国統一的に公表している状況でございます。したがいまして、今ま
でのさまざまな財務指標、これに加えまして、今回の新たな統一的な複式簿記、発生主義
的な考え方に基づく財務書類、こういったさまざまな視点から、財政状況というものを常
に把握をして、また、区民の皆様方にわかりやすくお示しをしていく必要があるんだろう
と思っております。新公会計制度の基本的なところは、私どもは、そういうふうに認識を
しています。
一方で、自治体の財政運営上の基本というものは、区民の皆様方からお預かりした税と
いうものを、その財源の根幹としながら、区民の皆様方に共通の利益にかなう仕事という
ものをサービスという形で提供するんだと。そういう意味では、長期的な視点に立つとい
うよりは、むしろ単年度というものが基本ですよというご指摘については、基本ケースは、
これはそうだろうと思っています。一方では、単年度でサービスを行うというものに関し
ましても、極論すれば、今の財源を全て今年度で使ってしまえばいいということではない
んだと。それは将来にわたって安定的に行政サービスを提供するためには、そこはやはり
長期的な視点というものが欠かせないんだろうと思っております。
ご指摘の点は重く受けとめ、基本としつつも、長期的な視点を忘れずに行財政運営をや
ってまいりたいと思っております。よろしくお願い申し上げます。
○はやお委員

まあ、わかりました。

あと、お礼を言上しなくちゃいけないのは、固定資産台帳、大変な作業だったと思いま
す。まあ、これによって明らかに、複式簿記は要らないと言っているんですけど、これが
明らかになることによって、我々はどういう資産があるかということがわかりましたので、
本当にお疲れさまでした。お礼を言上させていただきます。ありがとうございます。いや、
大変な作業なんですよね。
○林分科会長

トーマツさんも。はい。

ほかに企画財政費の中で、ございますか。
○小枝委員

３番の企画財政――ごめんなさい。一般事務費の中に、首脳会議はここでし

たでしょうか。はい。
○亀割企画課長

首脳会議は特段予算が必要ございませんので、予算計上のほうは特にし

ておりません。（発言する者あり）
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○林分科会長
○小枝委員

入っていませんと。企画財政一般事務費には入ってございません。
そうは言ったって、コピーとかするじゃないですか。（発言する者あり）

○亀割企画課長
○小枝委員

そういう意味で、企画業務全般。

はい、はい。

で、ここでやっていいですか。えっ。
○林分科会長
○小枝委員

首脳会議。
あれっ。（「首脳会議について」と呼ぶ者あり）首脳会議。だって、事務事

業概要に、６０ページ、首脳会議とあって、どこなのかなと思って見ていたんですよ。
○林分科会長
○小枝委員

あ、じゃあ、入っていなくて。（発言する者あり）うん。
お金を……

○林分科会長
○小枝委員

うん。この辺かというので、大体、この辺で……
いや、もう、その認識自体が間違っていて、資料をつくるんだって、職員や、

課長や、ね、年に２３回プラス臨時会で５回、そのための準備会を含めて、大変なコスト
をかけて、この最高幹部会議を開いているわけですから、決算事項ではないというふうに
言われると、どうしたらいいんですか。ここですよね。
○林分科会長

首脳会議。

企画課長。
○亀割企画課長

すみません。そういう意味で言うと、そうなんですが、一般事務費の定

義として、各それぞれの費目には、課が所管する分掌事務を行うための基本的な執務環境
ですとか、出張旅費ですとか、事務用品、こういったものが全て一般事務費に計上されて
いますので、そこの業務が、全般的に、この事務費を使って執行されているといえば、そ
うなんですけども、決算書に基づいた審議をしている中で言うと、首脳会議というのが事
項としてはありませんよと答えただけで、そういう意味で言いますと、小枝委員のおっし
ゃるとおり、こちらの中で、もちろん首脳会議の運営に資するような経費は伴うというこ
とは言えると思います。
○林分科会長
○小枝委員

小枝委員。
事務事業概要６０ページのところに、平成２９年は、定例会が２３回と臨時

会が５回開かれたというふうに書いてあります。この５回の臨時会というのは、主にどん
な内容というふうな記録になっていますか。
○亀割企画課長

首脳会議を定例的に、日数を、なかなか、各部長、区長、副区長等は、

招集しなければいけないので、一応、日数としては、定例的で、決めておりますが、臨時
会というのは、この日以外で、どうしてもこのときに開催しなければいけないというとき
に実施するもので、内容としましては、例えば議案が多いからと。議案については、定例
会で提案する議案を首脳会議の中で整理をする際には、告知日から議案として出す日があ
るんですけども、それを首脳会議の月２回の定例会を待っていると間に合わないという例
がありますので、臨時会という位置づけで開催をして、議案についての内容を審議すると
いうことはございます。
○小枝委員

うん。

この会議の中で――平成２９年というのは非常にいろんなことが動いた年だったんです
ね。で、例えば昨日議論になっている麹町仮住宅のこととか、あるいは九段南のＳＭＢＣ
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の貸し付けのことであるとか、何を聞きたいかというと、全てお金が伴う。当然ながら。
その後、発生する費用というものが伴うものについて、会議の中で、例えば昨日出てきた
ような、地下鉄の入り口をつくるのに５億円かかるというような、そういったお話までし
た上で、最高幹部としての意思決定をしているのか。
ＳＭＢＣの広場については、たしか２億６,０００万でしたか、費用がかかるというよ
うなことでしたけれども、そういうふうな金額的なところをきちんと確認をした上で、意
思決定をしているのかという。この２点。
あ、もう一つ加えてしまうとするならば、ホームページ上は議題程度しか公開されてい
ないんですけれども、やりとりについての議事録は、公文書として公開されるものなんで
しょうか。
３点、お答えください。
○亀割企画課長

首脳会議は、行政運営の基本方針ですとか重要施策を決定するという審

議機関という位置づけになっておりまして、所管課から案件を上げていただきましたら、
企画課が事務局として、その場に出して議論をするという流れになっておりまして、どの
案件をかけたかというのは、今、すみません、手元にないので、私のほうからお答えでき
ないので、所管課のほうに聞いていただきたいというところがあります。
それから、お金の発生の意思決定というのは、もちろん時と場合によりましては、予算
査定が基本なんですけれども、それ以外の中でも、重要な案件を決定する際に経費面も審
議することはもちろんございます。そういう意味では意思決定、というか、そこで予算と
いうのは議決をもって計上するものなので、そこでは方向性の確認ということになろうか
と思いますが、そこは案件によってということになると思います。
それから、議事録とのやりとりという細かいものは、していないで、議事録概要という
ことでホームページに載せていると思います。決定事項について、こんな話し合いがあり
まして、こんな結果になりましたというところで掲示をしていると思うんですが、今のと
ころ、やりとりの詳細のところまでは、公表する予定はございません。
○小枝委員

詳細でなくても、どういう事柄について、まあ、概要というか、もう少し、

こんな話題があった、こんな質疑あったという、メモ的なものでもいいんですね。それも
含めて、これ、情報公開にならないですかね。意思形成過程。（発言する者あり）
○亀割企画課長

意思形成過程ですね。先ほども公文書のお話で木村委員からご質問があ

りましたけども、我々のほうは、メモを隠すとか、そういうことじゃなくて、なぜメモを
公文書にしないかというのは、やっぱりさまざまな議論を経ていく中で、それを、こう、
下手に残すと、後任、何年かたった人が、それを見たときに混乱が生じたり、情報公開請
求の中で、もし、それを公開したときに、あんな議論、こんな議論があったよね、でも、
結論はこうだよねといったとき、あんな議論のほうに目が行ってしまって、まあ、混乱を
来すという観点で、今、内々には、そのような、公表するということはしていませんが、
そこは公文書の整理の中で、先ほど総務課長のほうよりご答弁申し上げましたが、そこは
もう一段整理するというお約束にはなっています。
それで、質問は何でしたっけ。（発言する者あり）あ、それで、首脳会議の意思決定の
内容というのは、決まったことだけ箇条書きで載せているわけではなくて、資料は、必ず
全部添付してありますので、その資料を見れば、議事の内容と論点というのは詳細にわか
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るし、そこに金額が入っていれば、で、了承がされていれば、その金額で了承されたんだ
なということがおのずとわかるような形にはなっています。ですので、議事の概要と、使
った資料全てをホームページに載せることで、その辺は確認ができるという認識で事務を
しております。
○小枝委員

まあ、中身に入っていくと、所管外のことにはなってしまいますので、とい

うことにはなりますが、平成２９年は、非常に重大な意思決定を、大分、たび重なる意思
決定をしている場面でありますので、ホームページの中に、今、添付資料も入っているっ
ておっしゃいましたか。そういう確認。（発言する者あり）会議に出されたものについて
は、ホームページに出されているの。（発言する者あり）うん。（「出しています」と呼
ぶ者あり）あ、そう。それは失礼しました。
じゃあ、それをよく見せていただきますけれども、まあ、こういう、特に議会なんてい
うのは、債務負担も含めて議決させられるわけですよ。そのときに、つまびらかにされな
い部分もありながら、そういうことだというふうになって議決してしまった場合の錯誤と
か、いろいろな問題も発生するので、まあ、ちょっと、ホームページの中身も確認させて
いただきますけれども、数字的なところが非常に後追いになっていて、後出しなっている
のではないかと。重要な決議事項に関してね。それについては、ちょっと政策担当課長に、
いや、企画課長のほうに聞いても、いや、そうですとか、そうではありませんなんて言え
る話じゃないので、きょうは、それで結構です。いいです。答弁できないでしょう。でき
るんですか。いや、いいです。（発言する者あり）いいです。
○林分科会長

それで、首脳会議のあり方等々についても、よろしい。何か新しい。違う。

（発言する者あり）
休憩します。
午後３時０７分休憩
午後３時１６分再開
○林分科会長

それでは、分科会を再開いたします。

企画課長の、ちょっと答弁修正から。はい。
○亀割企画課長

お時間をとらせまして、申しわけございません。あ、企画課長です。先

ほどの答弁の訂正をさせてください。
先ほど小枝委員の質問の答弁に対しまして、首脳会議が、ホームページで資料も添付さ
れていると、私、答弁申し上げましたが、申しわけございません、これは資料は添付され
ておらず、議事の概要のみの公表になっています。訂正して、おわび申し上げます。
○林分科会長

はい。

よろしいですかね。はい。
そのほか、ございますかね。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○林分科会長

いいですか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕

○林分科会長

はい。

それでは、次の４目めの会計管理費、決算参考書、同じく２２２ページから２２３ペー
ジの調査に入ります。
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特に説明はございますか。
○河合会計管理者
○林分科会長

特にございません。

はい。

委員の方、何かありますか。（発言する者あり）財産調書のところで（「財産調書」と
呼ぶ者あり）ええ。はい。ないですかね。よろしいですか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
○林分科会長

はい。

それでは、会計管理費の調査を終了いたしまして、５目め、５目の施設経営費、決算参
考書２２２ページから２２５ページまでの調査に入ります。
特に説明はありますか。
○加島施設経営課長
○林分科会長
○永田委員

特にございません。

はい。それでは調査に入ります。
６番の千代田会館１０階改修について、（「おお」と呼ぶ者あり）お聞きし

ます。
３,９００万の予算がついて、工事も終了して活用されているということなんですけど
も、現状を教えてください。
○加島施設経営課長

千代田会館１０階に関しましては、まあ、いろいろございましたけ

れども、（発言する者あり）昨年の、すみません、ちょっと細かいところは抜きにしまし
て、（発言する者あり）すみません。昨年１２月に、ここにあるように予備費を予算化さ
せていただきまして、その中の３,８８８万、こちらを利用しまして、昨年度、空調の、
１０階の空調の工事を行いまして、昨年度で工事が完了しました。で、４月に入りまして、
研修室で使いますということで、１２月にご説明したとおりに、４月に入りまして、事務
什器を入れて、ゴールデンウイーク明けから研修室として使用しているような状況でござ
います。
○永田委員

研修室として使われている、説明を受けたんですけども、具体的にどのぐら

い使われているのかというか、どういった研修ですかね。（発言する者あり）実際には、
もう、ほぼ、ねえ、使われていないとかっていうことも考えられるので、その辺の回数と
か、大体わかりましたら、説明してください。（「職員研修」「職員研修」と呼ぶ者あり）
○林分科会長

職員研修になるんですかね。

では、人事課長。
○大谷人事課長

研修室の利用状況なんですけども、ちょっと今年度の利用状況について

はちょっとなかなかまだまとめ切れていないので、昨年度と比較してというところで、例
えば大人数の、要するに新人研修のように５０名以上入るようなものだと、ちょっと研修
室では無理なので、こっちの本庁舎の会議室を利用しているんですけれども、それ以外の
ものは、ほとんど、全て、あちらの研修、千代田会館１０階の研修室で実施をしています。
大体、本庁舎内で、研修室の稼働率は４３％あったというふうな状況ですので、まあ普通
の開庁日の半分ちょっと欠けるぐらい、研修室の利用があるというふうに考えます。ただ、
研修以外での利用にも貸し出し等をしています。会議等でも。だから、そういったものも
あるので、大体２割程度ですかね、空室でいるという状況は。（発言する者あり）そのよ
うな昨年度のこちらの研修室の稼働率状況でございます。
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○永田委員

その辺の稼働率で使われているということで、安心しましたけども、例えば

そこの庁内で使用する以外に、例えば議会で使うとか、その他、地域に開放するとか、そ
ういったことというのは、考えていないんでしょうか。
○大谷人事課長

そちらの使用に関しましては、ちょっと、一定時期までに申し出てくだ

さいというようなルールをつくりまして、すみません、議会のほうにはお示しできていな
いと思いますが、庁舎内では周知をして利用している状況なので、（「それはまずいな」
と呼ぶ者あり）利用できるような情報提供をさせていただきたいと存じます。
ただ、日中の時間帯しかちょっと貸し出しできない状況ですので、そちらはご理解いた
だけたらと思います。
○永田委員

さらに利活用できるように、周知をお願いします。

あと、千代田会館というのは、調べると、もう昭和２４年に竣工して、もう５０年以上
たっているということで、千代田会館自体の耐震の状況というんですかね、それを教えて
ください。
○加島施設経営課長

ちょっと年度まで覚えていないんですけれども、区役所がまだ千代

田会館２階ですか、入っていたときに、あそこのときに耐震改修を行っておりますので、
耐震上は、まあ、建物は５０年以上なっていますけれども、耐震上は問題ない建物でござ
います。
○永田委員

千代田会館の中で、区としては、以前使われていた千代田公会堂部分も区の

所有になっていますが、千代田公会堂と、あと、そこの１０階部分の所有している維持費
について、それぞれ説明をお願いします。
○加島施設経営課長

まず、昨年度の維持管理をご説明させていただきます。

こちらに関しましては、５番の施設経営一般事務費、こちらのほうに算入されているも
のでございます。まず、旧千代田公会堂、これが巡回の警備業務というものが約９０万ほ
どでございます。それと、千代田公会堂、まあ１０階も含むんですけれども、土地の使用
料、そちらが約９００万ほどでございます。それと、公会堂の保守管理費等がございます。
まあ、いろいろな点検をしなければ、巡回警備とは別の点検をしなければなりませんので、
そちらが約７７０万ほどでございます。それと、１０階部分ですね、昨年は使用していな
かったんですけれども、やはり共益費だとか、電気が通じていたりだとかありましたので、
そちらで約２８０万ほどでございます。で、今年度、先ほど研修室で使うという形になり
ましたので、そこで清掃だとか、今度、実際に電気だとか使いますので、今の２８０万が、
今年度は１,０００万ほどというふうな形の、予算ベースですけれども、１,０００万ほど
の予算を計上しているというところでございます。
○永田委員

これはちょっとすぐ計算しないと――全部幾らかって、すぐわかりますでし

ょうか。
○林分科会長
○永田委員

平成２９年度の、この決算ベースで。
はい。

○はやお委員

そうだよね。

○林分科会長

トータルで。９０足す９００足す７７０足す２８０。

待ちますか。（発言する者あり）
○永田委員

まあ、大体です。
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○加島施設経営課長
○永田委員

昨年のベースで、２,３００万ほどですね。

はい。

○加島施設経営課長

はい。それにプラス１,０００万。あ、１,０００万じゃない。プラ

ス、７００万ですか。はい。今年度は、それにプラス７００万というような……
○永田委員

わかりました。

○加島施設経営課長
○永田委員

状況でございます。

はい。

約３,０００万ぐらい使っているということで、その費用を考えると、１０階部分だけ
活用しているということを思うと、少し予算がかかり過ぎなのかなと思うんですけども、
でー、千代田公会堂は、閉館して１０年以上たっていると思うんですけども、現在の状況
ですね、説明してください。
○加島施設経営課長

千代田公会堂に関しましては、正式には平成１８年の３月に廃止し

ております。平成１７年のときに、天井裏のアスベストが課題になりましたので、そこの
アスベストの除去工事を行っております。そのときに、天井だとか、あと、椅子ですね、
公会堂の椅子の部分だとか、そういったものを全部取っ払っていますので、今、正直、使
えない状況という形でございます。
それとあと、平成１７年に地震が、７月２３日に地震があったときに、舞台の袖のプロ
セニアムって垂れ壁があるんですけども、かまちみたいな、門構えみたいになっているん
ですけど、そこがちょっとひび割れて、少しコンクリートが落ちてきたというような状況
があって、今、現地を見ていただくと、足場で支えているような状況でございますので、
まあ、使用というのは、ちょっと耐えるような状況ではないというようなものでございま
す。
○永田委員

はい、わかりました。

使用に耐えられないということで説明、以前も、たしかそういったことを受けたと思う
んですけども、事業概要の１３０ページに、低未利用区有施設検討会というのが昨年度か
ら始まったというふうに書いてあるんですけども、例えば千代田会館そのものの今後の利
用について、そういったことを全庁横断的に検討をこの中でしているのかどうか教えてく
ださい。
○加島施設経営課長

昨年度から始まったときに、今、永田委員言われたように、千代田

会館全体の活用ということまで視野に入れた議論というのは、しておりません、正直。で、
まあ昨年度は、特に先ほどの１０階の事務室、会議室ですね、そちらがいろいろ課題があ
りましたので、とにかくそこの部分について活用を検討するということが命題だったので、
そちらのほうに力を入れさせていただいたというような状況でございます。
○永田委員

先ほど申し上げたように、千代田会館は、もう５０年以上たっているという

ことで、もうそろそろ機能更新の時期が来てもいいのかなというふうに、所有しているＣ
ＢＣ、中部日本放送も考えていると思うんですけども、本区とＣＢＣの関係というか、今
後の千代田会館のあり方というんですかね、そういった検討というのはしているのかどう
かという、そういう共通認識を何か持つようなことがあるのかどうか、その辺を説明して
ください。
○加島施設経営課長

ちょっと……
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○林分科会長

休憩。

○加島施設経営課長
○林分科会長

はい。

はい。休憩いたします。
午後３時２８分休憩
午後３時２９分再開

○林分科会長

それでは、分科会を再開いたします。

施設経営課長。
○加島施設経営課長

委員おっしゃられるように、もう既に５０年近くたっている建物で

ございますので、検討しなければならないというように認識、私どもでしておるような状
況でございます。
○林分科会長

いいですか。

嶋崎委員。
○嶋崎委員

ここのことに関してはね、かなり長い間、いろいろと検討もしている。それ

から、今のかがやきプラザのときも、将来的には、九段会館から清水門まで、お濠端をち
ゃんと整備をして、きれいな景観にしていこうよと。こんな話もあったはずです。それで、
まあ、相手のあることだけど、ここもそうだけど、うちも区分所有で持っている物件です
から、そこはやっぱり将来的に、将来的にって、ずっと言っても、実際には、こういうラ
ンニングコストがかかっているわけだよ、年間において。もう使っていない公会堂を含め
てね。全く使わないということなんだから。利活用できないわけだから。だったら、次の
ことを考えていかないと、将来的には負の遺産になっちゃうわけだから、そこはね、やっ
ぱり本当にちょっと考えたほうがいいんじゃないかな。ましてや、九段会館もああいう形
になった。で、かがやきプラザも、いろいろと介護の連携ということで、病院もお迎えし
て整備ができた。今度は、まさに千代田会館のことを考えていかないと、将来にわたって、
ずっとあのままでいいですよというわけにはいかないと思うんだけど、そこら辺はどうで
しょう。
○林分科会長

いい。

施設経営課長。
○加島施設経営課長

今、委員おっしゃられるとおり、九段南のあそこの一丁目に関しま

しては、九段会館等も、もう、今、改修へ入っておりますので、どんどん変わっていくと
ころなんだろうなというふうに思っています。で、先ほど永田委員も言われたように、５
０近くたっている、もうそういう状況に来ているということの認識を改めまして、そこら
辺の検討は進めていきたいなというふうに思っております。よろしくお願いいたします。
○林分科会長
○嶋崎委員
○林分科会長

はい。よろしいですかね。
はい。
千代田会館１０階改修工事を含めて、施設経営費で、そのほか。ございま

すか、何か。よろしい。よろしいですか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
○林分科会長

はい。

それでは、６目の情報処理費の調査に入ります。決算参考書２２４ページから２２５ペ
ージ。
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特に説明はございますか。
○中尾ＩＴ推進課長

６目、情報処理費のうち、全庁ＬＡＮの運営と統合型ＧＩＳの導入

についてご説明させていただきます。主要施策の成果の１１４ページをお開きください。
まず、全庁ＬＡＮの運営でございますが、事業は三つに分けております。これは昨年度
と同じような形でございます。そのうち、（１）番の全庁ＬＡＮの運営と、全庁ＬＡＮの
運営の（情報セキュリティ強化）、こちらにつきましては、２８年度に実施させていただ
きました機器の老朽化に伴うリプレース、それと、総務省の強靭化対策によって新たに構
築いたしましたネットワークの運営補修をやらせていただいております。
システム保守の経費と、機器が大分ふえましたけども、その機器の賃借経費のほうを執
行させていただきました。
また、ＶＤＩと呼んでおりますけども、仮想デスクトップシステムと呼ばれるものです
とか、あるいはコンピュータウイルスの侵入を防ぐ機能を追加しましたことによりまして、
メールなどによる外部からの攻撃は、現時点で全て防ぐことができております。
全庁ＬＡＮと呼んでおります内部業務のネットワークの安全性は、確実に向上させてい
ただけたというような状況でございます。
また、全庁ＬＡＮの運営の（リプレース）と２番目にございますけども、こちらにつ
きましては、音声系システムと呼んでおりますけども、庁内で使うＩＰ電話と、あとコー
ルセンターで使用いたしますＭＣＳ端末がございますけども、そちらの更新と、あと、２
８年度に実施しました、先ほど申し上げました機器リプレースによって構築しました新し
い環境へのデータの移行ですとか、あるいは職員の使う端末、パソコンですね、こちら。
あるいはプリンターですとか複合機、こちらのほうの設定配備、こちらのほうを実施いた
しております。これによりまして、２８年度と２９年度にかけまして、２カ年で実施いた
しました全庁ＬＡＮの機器の更新のほうは、全て完了させていただいたというような状況
でございます。
続きまして、主要施策の成果の１１５ページの統合型ＧＩＳの導入でございます。
ＧＩＳは地理情報システムというふうに呼ばれるシステムでございまして、位置に関す
る情報を持つデータを地図上に表示をいたしまして、情報の分析ですとか、あるいは判断
を可能にする技術のことを呼んでおります。例えばエクセル表などで管理している区有施
設の位置に関する情報など、さまざま情報を保有しておりますけども、こういったものを
地図上に落として、可視化、見えるような状態にすることで、職員が仕事をする中で新た
な課題の発掘ですとか、あるいは行政サービスの向上などを目指す取り組みのシステムで
ございます。２９年度はこのシステムの導入後、ワークグループ、ちょっと３月になって
しまったんですが、こちらのほうを立ち上げをいたしまして、活用事例の研究の必要性が
あることなどが判明してまいりましたので、そういったことの検討を開始しているという
ことでございます。まだまだちょっと庁内の利活用をこれから促進していく部分でござい
ますが、機能強化の話ですとか、あるいはここで使うデータの整理などを、今後とも進め
ていきたいという部分でございます。
説明は以上です。
○林分科会長

はい。それでは調査に入ります。

委員の方、何かございますか。
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○米田委員

今おっしゃられた１１５ページ、ＧＩＳのところで、さっき課長から説明が

あったとおり、２９年度に導入しましたと。３月から庁内で集まって検討を始めた段階だ
というところをお聞きしたので、余り言わないですけど、これって非常に２Ｄとか３Ｄと
かができて、いろんな分野で活用できると。道路の維持管理もそうだし、いろんな庁舎と
か、さっきおっしゃった管理ができるというところだと思うんですけど、どういった活用
と、あと、どういうふうに見える化していきたいというのを、お持ちでしたら教えてくだ
さい。
○中尾ＩＴ推進課長

具体の利活用につきましては、所管課、各事業所管課のほうで検討

していただくような話になるんですが、今まで自分の所管部署でしか持っていなかった地
図にならないデータとかも、今後、地図上に落として見えるような形になっていきますの
で、例えば人口の分布とＡＥＤの情報と、あるいはごみ集積所の情報だとか、いろんな情
報を複合的に合わせて見せていくことができますので、ちょっとＩＴ推進課としましては、
そういったことができますよと、簡単に操作もできますよというようなことを、うまくち
ょっと周知していって、他県の取り組み事例ですとか、そういったことも参考に情報とし
て流しながら、利用のほうをちょっと促していきたいというところで、ちょっとここで具
体的にこういった形でうまく活用できますよという例はないんですけども、そういった複
合的な情報を一つの地図上に見せることができるということのＰＲというか、アピールを
庁内では展開していきたいというふうに思っております。
○米田委員

そういうことだと思うんですけど、あと観光とかにもできるんですけど、横

の連携が非常に大事で、各部署がデータを詰め込んでいって、みんなが見えるようにして
いくのが大事だと、そう思っています。また、これを区民が見て活用できるようにとかい
う形が非常に重要になってくると。データの蓄積もそれによってされて、そのデータを生
かしていくという部分が大事だと思うので、これは大体いつぐらいにめどでオープンでき
る予定とかはありますか。
○中尾ＩＴ推進課長

今、委員おっしゃったのは、オープンデータという形で取り組みを

これから進めていく形になるんですが、まず、今、千代田区のホームページに掲載されて
いる情報は、基本的にはオープンデータという取り扱いになっております。平成２７年か
らですけども。ただ、一方で、個人情報ですとか掲載してはならないデータとかもありま
すので、今後考えているのが、カタログサイトという言い方をするんですが、データをカ
タログ化しまして、区民の皆様、ホームページ上に展開して扱えるような形で、展開を図
っていきたいなと思っておりまして、その中でどういった情報が出せるのかとか、こうい
った情報は出せないのかといった整理も、ちょっと今後、中で検討いたしまして、３０年
度、今年度中にそのカタログサイトのページのほうをつくりまして、そこに随時情報のほ
うを追加していくような形でちょっと事業を図っていきたいなと思っております。
○米田委員

最後、防災の観点でもこれは非常に重要なポイントとなってくると思うんで

すよね。例えばハザードマップで、この地域がこうだとか、こういうのを見える化、特に
していただきたいなと思うんですけど、いかがですか。
○中尾ＩＴ推進課長

実際に他の自治体の例なんですけども、防災に関するオープンデー

タの掲載だとかというのも見たことがございますので、区においてどういった形が一番適
切なのかというのは、災害対策・危機管理課とも調整しながら掲載について考えていきた
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いと思っております。
○林分科会長
○小枝委員

はい、小枝委員。
関連で。これに関して、アフターケアの人的費用は組み込んであるんですか。

○中尾ＩＴ推進課長

経費としましてはＧＩＳソフトの運営管理の経費になってまいりま

す。それとあと、データをＧＩＳに掲載するための移行経費がかかってまいるんですけど
も、人的と申しますと、要はシステムのお守りというか、保守をするための経費というの
は計上させていただいております。
○小枝委員

こういった新しいというか、各自治体では先行的にやられているけれども、

千代田区としては手探りでこれからやっていくという流れの中で、このオープンデータの
地図化ということについて、やはりプロというか、そういった方たちのアイデアなども聞
きながら、効率的に運営していくというのも大切じゃないかと思うんですね。その体制、
人的な経費のことを言っています。
○中尾ＩＴ推進課長

まず、庁内で今ワークグループを組んでおりますので、そこにアド

バイザーみたいな形で、今回、そのＧＩＳシステムを導入するときに、他県でもいろいろ、
他の自治体でも導入している実績のある事業者だったりするものですから、その事業者か
ら意見を聞いたりですとか、ワークグループに入ってもらって、一緒になってやっていく
ような体制には今なっております。
○小枝委員

なるほど。これはもう本当に、災害が起きたときには災害時の情報として非

常に有効であると同時に、今、暮らしの中では、例えば赤ちゃん・ふらっと、まあほとん
どないんですけど、少ないんですけれども、少ないなりにどこにあるのかとか、車椅子の
トイレはどこにあるのか。当然ですけれども。あと、ちよくるなんかも、自転車のね、あ
れも動かない、なんていうんですかね、固定地図なんですよね。こう、今やグーグルで、
しゃべると、あそこ、と出る時代に、本当に何というか不思議な仕組みになっていたりと
かして、そういうふうなことが、それこそあったらいいなということはあると思う。
日ごろ使っていれば、災害時にもぱっと使えるということになると思うので、そういう
意味では、できるだけ効果的にめどを立てて利用にできるようになってくるといいと思い
ますし、何か進んでいるところとかでは、それこそ図書館のテーブルが幾つあいているか
までわかるという話もありますよね。今やなんかその、どこだ、デパートのトイレもどこ
があいているというのもわかるとか、余りわかり過ぎるのもどうかとは思うんですけれど
も、わかりやすいものに仕上げていくに当たってのノウハウを上手にアドバイスいただき
ながら、区民目線で仕上げていってもらったらいいんじゃないかと思いますので、いかが
でしょうか。
○中尾ＩＴ推進課長

赤ちゃん・ふらっとの事例ですとか、ソフトの部分でどういったデ

ータを提供すれば皆さんが活用できるのかといった目線も含めて、今後展開していきたい
んですけども、そうですね、オープンデータの取り組みについては、おっしゃるとおり先
行の事例とかもございますので、参考にしながら、区のほうでどういった形で有効な活用
ができるのかということも含めて検討して、導入していきたいというふうに思っておりま
す。
○林分科会長

はやお委員。

○はやお委員

同じところです。やっぱりちょっとわからないので、あれの確認なんです
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けど、まず決算ベースで１,５２２万８,０００円ということで、導入に際してこれの内訳
がどういう内容のものなのかお答えいただきたい。
○中尾ＩＴ推進課長

２９年度の決算でございますけども、まず初年度の導入ということ

で、システムの構築がございました。データのセットアップですとか、住宅地図等をこれ
は使いますので、そのソフトウエアのライセンス、調達の経費がございまして、これらで
約７００万円ほどかかっております。そのほかに、そのシステム自体を稼働させるための
運用の保守経費がございますけども、それが４００万円ほどでございます。その他で約３
５０万円ほどかかっておりますが、このシステムを稼働させるのが全庁ＬＡＮのシステム
の中で稼働させますので、そこの稼働領域の構築経費というのが、またちょっと別に初年
度だけかかるんですが、その領域の仮想マシンという言い方をしていますけども、その環
境整備費で三百五、六十万円かかってはございます。
○はやお委員

えっ、３５０。

○中尾ＩＴ推進課長

５０から６０万円ですけども、合わせて１,５００万円ほどの経費

が計上されているということでございます。２年度目以降は、そのソフトウエアの保守で
すとか、先ほどもちょっと申し上げましたけども、データをデジタル化していかなければ
ならないものがありますので、そういったものの経費が今後新たにかかっていくというふ
うなところでございます。
○はやお委員

１,５００かかって、セットアップで７００万、それで保守整備で４００

万。３００が何だって言ったんだかな。あと全庁ＬＡＮのインタフェースで３５０万ぐら
いと。ちょっと３００が何だったか、もう一度。
○中尾ＩＴ推進課長

もう一度申し上げます。システム自体を稼働させる領域を構築しな

きゃならないんですけども、これは全庁ＬＡＮの端末、職員が使っている、ふだん使って
いる端末で操作させることができるようにするために、全庁ＬＡＮのネットワーク上で展
開しておるんですけども、そこの稼働領域を構築するための経費で３５０万円……
○はやお委員

３００万というのを何か言わなかったっけ。

○中尾ＩＴ推進課長

すみません。ちょっと、じゃあ、もう一度最初から申し上げます。

○はやお委員

７００、４００、３００……

○林分科会長

５０。

○はやお委員

だけですか。

○中尾ＩＴ推進課長
○はやお委員

はい、そうです。

じゃあ、ごめんなさい。僕が間違い。

それで、先ほども次年度からもかかりますよということで、事務事業概要１１７ページ
のところの平成３０年の当初予算、７７９万２,０００円かかると。これがちょっとまた
中身をもう一度、先ほどの保守４００万、それ以外に何なのかというところを。
○中尾ＩＴ推進課長

ちょっと正確に申し上げます。保守の運営、運用・保守ですね。が

２５９万２,０００円で、その他５００万円としまして、これはデータを移行させる、要
は例えば紙ベースでしかないアナログなデータをＧＩＳで使おうとするためには、デジタ
ル化しなきゃいけないので、そのデータの移行経費として５００万円計上させていただい
ているということでございます。
○はやお委員

これだけの高額で、これだけのことをやるということになって、データ移
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行は、じゃあ、３１年度以降はないということでよろしいのか。
○中尾ＩＴ推進課長

３１年度以降も、随時移行できるものですとか、あるいは業務をや

っていく中で移行させていく必要があると思われたものについては、移行させていきたい
ので、ちょっと経費的に３２年度以降どれくらいの予算が必要になるか、わからないんで
す。
○はやお委員

なるほど。それだけに、何か非常に先行投資かなという感じが。必要性は

すごくわかるんですけど。
これは他区の事例というか、東京都の特別区並びにほかのところがどんな事例があるの
か。採用しているところをちょっと確認したいと。
○中尾ＩＴ推進課長

はい。例えば平塚市で言いますと、ごみの集積所がきちんと、要は

管内で分布がされているのかどうかという検証をしているというような話は聞いておりま
す。あと、ちょっと２３区の事例というのは、ちょっとすみません、手元がないのであれ
なんですけども、他の事例で言うと、先ほどもちょっとお話に出ました災害避難所の場所
を検証するために使っているですとか、そういった事例のほうは聞いております。
○はやお委員

先ほども、あ、会社名を言っちゃいけない。いろいろとそういうオープン

ソースの、またネットワークのほうのもあると。確かに千代田区ということでやることな
んだけれども、だんだんだんだんその共通化していく中に、このシステム自体が一般的な
システムなのかどうかというところの判断、今後の拡張性というところだと思うんです。
これだけお金をかけてやっても、今後の拡張性で、また広がっていけるよというのならい
いんだけれども、今ここのところで来て、これだけお金をかけて、データも移行しました。
そうすると、システムが陳腐化しましたというと、また大変な話になる。でも、いつまで
たったってできないということはあるんだけれども、余りにもその目的意識というところ
がちょっと不明確なような気がするんですよ。だって、今言ったのは、平塚のごみ集積だ
けという話になっちゃう。２３区においては特段ないんですけれどもという話で。だから、
これ、いけないとか、いいとかということではなくて、ちょっとしっかりと使い方を考え
ないと、結構厳しいなと私は個人的に思うんだけど。
○中尾ＩＴ推進課長

すみません。ちょっと私のほうでニーズの把握が十分できていなく

て、大変申しわけありません。
利用の状況をちょっと申し上げさせていただきますと、１月から６月までの庁内での実
績になるんですが、システムの利用自体は７７の課で約３,０００ほどのアクセスがある
状況でございます。多いところですと、例えば民泊指導課で５００回近く使ったりだとか
……
○はやお委員

どこ。

○中尾ＩＴ推進課長

民泊指導課です。ですとか、そうですね、あと多いところですと、

環境政策課で２５０回以上使ったりだとか、ちょっと、すみません、先ほど来、繰り返し
で、ニーズの細かいところの把握までちょっとできていないものですから、こういった使
い方ですというＰＲがうまくできないんですけども、ただ、事業化、事業化では今まで見
えていなかったものが可視化できることによる効果というのは、少しずつ出ているのかな
というような部分はございます。
○林分科会長

まとめますか。
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○はやお委員

えっ。いや、あと、最後一つ。しょうがないもん、だってこれ、そんな取

り外せというわけにもいかないんだしさ。ちょっとここのところ……
○林分科会長

まあ、ちょっと、じゃあ休憩して、最後まとめて。
午後３時５０分休憩
午後３時５２分再開

○林分科会長

分科会を再開いたします。

はやお委員。
○はやお委員

かなりいろいろ、こういうもののシステムもかなりフリーで使えるものも

ある。あといろいろな自治体の活用ということの将来性の動きというのが、まだいろいろ
さまざまあると思います。しかし、これを導入したということでありますので、きちっと
効果検証、そして今後のこういうことで拡張性があるんだということの整理を、しっかり
次の予算、つまり同じように同様に五、六百万かかる、維持費にかかってしまうというの
がわかりましたので、その辺のところをしっかりと検証して、報告を議会にしていただき
たいと思いますけど、いかがでしょうか。
○中尾ＩＴ推進課長

導入にいたしましては、これまでなかなか庁内の横串でデータのや

りとりがうまくできていなかったという部分もありますけども、全庁でデータを使えるこ
とによって、職員の政策形成能力を上げたいというような、導入当時の趣旨もございます
ので、そういったことも視野に入れながら、委員のご指摘のありましたとおり、具体的に、
じゃあ、どういった形で区民に還元できるのかといったことも、しっかり検証のほうもい
たしまして、次年度以降もデータ移行等をやることによって、拡張性も高めていきたいと
思っておりますので、引き続き検証しながら、効果のほどもお示ししていきたいというふ
うに思っております。
○林分科会長

ほかにございますかね、委員の方。ＧＩＳ。よろしいですか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕

○林分科会長

では、そのほか情報処理費についてございますか。よろしい。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕

○林分科会長

はい。それでは、７目の災害対策費の調査に入ります。特に説明はありま

すか。
○山﨑災害対策・危機管理課長

はい。それでは、総務費の１、７目の災害対策費でござ

います。主要施策の成果の掲載の四つの事業につきまして、補足してご説明をさせていた
だきます。主要施策の成果の１１６ページからになります。まず最初の防災訓練について
でございます。
区では区民が自主的に判断し、みずからの手で避難所を開設できるように、区内１５カ
所の避難所に設置されている避難所運営拠議会を中心に、区も支援をしながら避難所防災
訓練を実施しております。近年高まる首都直下地震の発生リスクから、区民の防災意識の
高まりとともに、多様な訓練形態の実施を求める意見が出てまいりました。そこで、昨年
度より、これまで行っていた受け付け訓練や資器材の取り扱い訓練など、いわゆる実働訓
練に加え、大地震発生時の避難所運営を皆で考えるＨＵＧ訓練、被災地における避難所で
の課題などを講義する防災講座の三つの種類の訓練形式を避難所運営協議会へ提案させて
いただいて、区民の皆様にお選びいただいた上で訓練を実施してまいりました。
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避難所防災訓練の実施数としましては、実働訓練が４回、うち１回は実働訓練と講座を
組み合わせた訓練でございます。ＨＵＧ訓練が６回、計１０回の訓練を行いました。今年
度においては、昨年度のＨＵＧ訓練に参加された方々のご意見を踏まえて、ＨＵＧ訓練の
本質はそのままに、実際の避難所の図面を用いるなど、千代田区の地域特性を反映させた
内容に更新して行っております。また、小学生などを対象に、未来の防災リーダー養成講
座ということで開催もしております。地域防災力の底上げに取り組んでいるところでござ
います。
なお、本事業の防災訓練の執行率５７.３％の要因としましては、基本的に訓練の実績
数に伴う執行残及び契約差金により執行率が低くなったものでございます。
次に１１７ページの被服の整備につきましてご説明いたします。
旧防災被服は昭和４８年度に整備したものであり、高まる大規模災害の発生リスクに対
し、素材の進化などによる機能性向上や、発災時に対応する職員の活動効率が上がること
を目指し、平成２８年度に防災被服更新の検討を行い、（発言する者あり）昨年度――わ
かりました。昨年度、作成をし、配付をいたしました。それで、今年度につきましては、
旧防災服の処理を行うに当たって、環境への配慮、コスト面などを考えて、超高温で熱分
解し、発電用ガスなどに再資源化できるガス化改質リサイクルを用いて、旧防災服の処理
ということを行う予定でございます。
次に１１８ページの備蓄物資・機器等の整備でございます。
こちらにつきましては、昨年度、平成２８年、熊本地震の教訓を踏まえ、段ボールベッ
ドや段ボール間仕切りを整備し、高齢者、妊婦、要配慮者などが過ごしやすい、またはプ
ライベートにも配慮した物を整備してございます。今年度も引き続き避難所等の備蓄物資
整備の充実を進めるとともに、備蓄物資の食料の再活用、こちらの部分について再活用の
多様化を行うとともに、食品ロスの削減に向けて取り組んでまいります。
最後に受援体制効率に向けた調査につきまして、平成２８年熊本地震を受けて、受援が
重要だよというところで、各自治体、受け入れ態勢の構築が求められておりました。そこ
で、昨年度、本区におきましては、既存の震災対応業務マニュアルの中で、発災が起きた
ときに多種多様な震災対応業務が発生します。それらを他の被災自治体などから洗い出し
を行って、それでうちの千代田区において必要なものを選択し、また、人的、物的支援を
円滑に受け入れられるように、応援受け入れ態勢を構築できるようにということで検討し
ました。今年度におきましては、受援体制の構築に向けた調査検討の結果を踏まえて、既
存のマニュアル等を見直しを行うということを、全庁的に調整を今行って、進めている最
中でございます。
ご説明は以上です。
○林分科会長

はい。ありがとうございました。

それでは、調査に入ります。
○永田委員

７番の災害対策用物資についてお聞きします。事務事業概要２１３ページ以

降で、そこに備蓄物資は２万６,０００人が３日間過ごせるだけ区で確保していますとい
うことになっていて、これは適切な、可能な限りの量だとは思うんですけども、災害時に
この備蓄物資を配布する際には、どのような権限で各避難所で行うのか、教えてください。
○山﨑災害対策・危機管理課長

避難所において、その避難物資の食料ですとかの配布の
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タイミングにつきましては、基本的に避難所、各避難所には避難所運営本部というものを
避難所運営協議会を中心に作成いたします。その中で、避難所運営マニュアルというもの
もございまして、その中に大筋で書いてあるんですけど、例えば物資をいつ提供するのか、
どこで提供するのかというところをまず決めて、それで皆さんに周知をして、それで配布
をしてくださいねというふうに定められており、訓練の中でも配給訓練というものもふだ
んから行っているような次第でございます。
○永田委員

実際の被災地で備蓄物資を配布するときにも、特に混乱なく地域の方の運用

でうまく進んでいるというふうには報道等で見ていますが、実際に備蓄物資を配るような
状況というのは、かなり混乱していると考えられるときに、幾ら訓練しているとはいえ、
一期の方に全て任せるのは大変困難ではないかというふうに考えますけども、それについ
て、例えば区の誰か職員が、誰か１人は立ち会うとか、あるいはできるだけ公平、公正に
そういった配布ができるように、そういったことの配慮について、どのようになっていま
すでしょうか。
○山﨑災害対策・危機管理課長

おっしゃるとおり、区の職員が避難所班というものを決

められておりますので、その担当の者がそちらに駆けつけて、一緒になって運営のほうを
行っていきます。また、こちらの区の区役所のほうで災害対策本部が設置されれば、何か
必要なものであれば指示等も行うというところでございます。
昨今の西日本の豪雨災害において、岡山県の真備町のほうに、うちのほうの職員も避難
所の運営のほうの派遣で応援で行きました。そこのところの実態のほうを見ますと、やは
り決められた時間に配布を行っていると。というのも、決まった時間に、常に同じ時間に
やらないと、外に出ていらっしゃる方も当然いらっしゃるので、ふだんのときですね、た
またま、何ですか、物が届いたのですぐ出しちゃうとかとやりますと、やはり不公平感が
出るというところで、自然にそういったものが決まっていくというような実態を見聞きし
てきたというふうに報告を受けております。
○永田委員

避難物資の提供については、適切に運営されているということがわかって安

心しました。私が懸念したのは、例えば消防団員用の備蓄物資は消防署に保管されている
んですけども、それが配布されるときは、東京消防庁の許可がないと一切そこに手を出せ
ないというふうに聞いたものですから、であれば、区の備蓄物資はどのよう運用されてい
るのかというのが気にかかったんですけども、地域の皆様によってうまく運用されている
ということがわかりました。
それで、その災害時に想定される事項として、例えば停電ということがあると思うんで
すけども、各避難所の自主電源の確保の状況というのはどのようになっていますでしょう
か。
○山﨑災害対策・危機管理課長

各避難所の施設には、それぞれ非常用発電機というのも

配備をされております。ただ、当然、本会議のほうでもご質問があったりも、それに答え
ていたりもするんですけど、当然、非常用発電機なので時間が決められております。ずっ
と何日間もというわけにはいかないです。中には非常用発電機もないようなところもあっ
たりもします。ですので、今後、特にことしみたいな酷暑のところで何か起きたらという
ところで考えますと、そこについては取り組んでいかなきゃいけないのかなというところ
で、施設経営課などとも相談しながら、対策のほうを考えていきたいというふうに考えて
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おります。
○永田委員

非常用の発電機、例えばカートリッジとか、それではどうしても限界がある

と思うんですね。できれば、基本的に避難所というのは学校だったりとか公共施設なので、
その施設全体としての自主電源ということについて把握して、こういった災害時に活用で
きるかというほうを知りたかったんですけども、その点についてはどうでしょう。
○山﨑災害対策・危機管理課長

大変失礼しました。今、先ほど私が申したのは、まさに

施設のほうの設備でありまして、そのほかに備蓄の資器材として、ソーラー等々は各施設
には配備されていますけど、建物自体の非常用発電機ですとか、そういった物に関しまし
ては、先ほど申したとおり、まだ十分で、今回の災害の、この夏の災害のほうを見ますと、
課題としては十分重大なものであるなというふうな認識は持っております。
○永田委員

各施設の自主電源の整備は優先的に取り組むべき課題だと思うので、進めて

いってください。
続いて、事務事業書の２３９ページのあたり――すみません。非常用の井戸について、
どこか書いてあったと思うんですけども、どこだっけな。
○林分科会長
○永田委員

２３９ページ。
２３９、ああ、そうですね。非常用の井戸が区有施設で１９あると。それに、

維持管理に四百何十万かかっていると。これは飲料用としては使えないということで、だ
けど、災害時には生活用水として確保して、多分、供給するんだと思うんですけども、こ
れ、飲料用に使えない水を何か配給して使うというのは、どのようなことを想定されてい
るのか。あるいは、それとあと、この自体の管理というのはどのように行っているのか。
内容を教えてください。
○山﨑災害対策・危機管理課長

はい。まず、井戸水なんですけど、これ、通常から飲み

水として使っているようなものではないというところで、なかなか飲用では難しいです。
恐らく水質検査等々をやれば細菌とかが出てしまいますということで、飲用では使えない
んですけど、何かを洗ったり洗濯に使ったり、もしくは例えば避難所だったら、マンホー
ルトイレのところで、やっぱり水で流さないと、そこにそのままたまってしまいますと詰
まってしまいますので、そういったものに使ったりというところで、十分に使えると。ま
たは、あと各家庭においても、飲用以外のもので使えるものだというふうに考えておりま
す。また、チェックということで言いますと、定期的にうちのほうでも検査を行って、稼
働状態とか、そういったものを見ております。
○永田委員

断水時に生活用水というのも大変重要だと思うんですけども、やっぱり一番

困るのは飲料水だと思うので、例えば浄水システムといったものを取り入れるというか、
そういう機材を購入するというか、そういう運用について考えはありますか。
○山﨑災害対策・危機管理課長

まず飲料については、備蓄用品でペットボトル等で十分

に数はそろえております。またそれに加えまして、応急給水施設として東郷公園ですとか
日比谷公園ですとか、あと一橋高校等にも飲み水となる応急給水施設がございますので、
そういったものを対応したり、あとは水道局等で分配車というものが来ますので、そちら
のほうで対応できるかというように考えております。
○永田委員

あと１点、消防団について、あわせて質問していいですか。１点だけ。消防

団応援、２番の。
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○林分科会長

ないですかね、この７番目の災害対策用物資、機器のほうの整備等。（発

言する者あり）ある。
では、先に、申しわけない。嶋崎委員。
○嶋崎委員

今、避難所のやりとりを聞いていましたけど、区内に区有施設とか区の管理

をしているところが基本的には避難所になっていると思うんだけど、それ以外に例えば都
立高校とか、それから大学とか、そういうの、そういうところの避難所ってあるんですか。
○山﨑災害対策・危機管理課長

区民の方が避難される１５カ所の避難所のうち、１カ所

だけ都立の一橋高校というところがございます。
○嶋崎委員

それは、一橋高校は一応避難所に指定されているんだよね。で、どうも聞く

ところによると、そこに備蓄物資を置いてない。機材もない。近隣のほほえみプラザから
持ってくる。それじゃあ、避難所の役割が果たされてないんじゃないかなと思うんだけど、
そこら辺の認識をどういうふうにお持ちですか。
○林分科会長

実態とともにお答えください。

担当課長。
○山﨑災害対策・危機管理課長

そうですね。まず実態としましては、一橋高校というと

ころは、当然、生徒さんはほとんどが区外から来られる方が多いですよと。また、東京都
の帰宅困難者の一時滞在施設にも指定をされています。ですので、校舎等は恐らくそうい
う方たちで発災時は使われるだろうと。そんな中で、区民の方のスペースとして、校舎と
は別に柏葉会館というところ、そこのところを指定をしております。あと、あいていれば
体育館というところもありますけど。そういった関係で、帰宅困難者用の物資ですとか、
あと先ほど言いましたけど応急給水施設の資器材ですとか、そういったものも倉庫には入
れて、もう既にあります。なので、区民の避難者のための備蓄物資というところで言うと、
なかなか今スペースがあいている倉庫というものがなく、今現状では、ほほえみプラザの
ほうに共用で倉庫のほうに必要量は当然納めているんですけど、ほほえみプラザのほうに
入れているという実態でございます。
委員のご指摘のとおり、こちらとしても大変問題があると。やはり発災してから重たい
物などを運んでいかなきゃいけないというところで、認識はございます。実際に区民の方
からどうにかならないかという話も以前からいただいておりました。そこで、何とかちょ
っと一橋高校の中に置けないかというところで、町会とも協議をして、あと一橋高校とも
協議をして、その結果、昨年度、２９年度末ぐらいに何とかめどが立ちましたよというと
ころで、それを町会長会議等に報告をして、今度の予算に載せて、３１年度に建てると。
倉庫を設置するというふうな流れでは今来ているところです。
○嶋崎委員

そういうやっぱり対策はちゃんと講じないとね、いつ何どき、何があるかわ

からないし、その状況の中でほほえみプラザから持ってこれないなんていうこともあり得
るわけだから。
それと、今話を聞いていて、東京都とか――今、永田委員からも話があったけども、例
えばそういう配給するときのその部分で、災害になれば、かなり混乱をして、その体育館
でも、学校の中、非常に混乱を招くわけだけど、それは東京都との話の中では、いろんな
やりとりをして、一つのルール化みたいなのはできているんですか。区と、千代田区と東
京都の中では。
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○山﨑災害対策・危機管理課長

話し合い、そこら辺のすり合わせというのは、細かいと

ころまではやっていないんですけど、実際に今までのところでは、一橋高校の生徒さん、
生徒さんも一緒になって、あとは町会も一緒になって訓練をやったり、そういったところ
で、ふだんからの訓練を通じて、いざというときに備えてはいるんですけど。おっしゃる
とおりそこら辺の細かいすり合わせみたいな、東京都のほうでどういうふうに対応するつ
もりでいるのかとか、そういったところもすり合わせをしていかなきゃなというふうには、
今ご指摘のとおりでございます。
○嶋崎委員

そうだよね。だって、そうしないと、今度は備蓄物資が実際に入るわけだか

ら、入って、ここは千代田区の方だけですよ、ここは帰宅困難者ですよみたいな話にはな
らないわけだから、そこら辺はよく、地元も含めて生徒さんも含めて、やりとりはしてい
るんだろうけども、東京都との関係で言えば、そこはきっちりルールをつくりながら、そ
れをまた地元の方にも生徒さんにも、訓練のときに、実はこういうふうなシステムになっ
ていますよということは、しっかりと明確にお知らせをする時期に、ちょうどいい機会だ
から、それをやっていただいたほうがいいんじゃないかと思うんですけどね。
○山﨑災害対策・危機管理課長

そうですね。おっしゃるとおり、しっかりそこら辺の交

通整理を含めて、していきたいというふうに思っております。
また、最近のこの災害が続いたというところもあるので、まちの方たちも、もしかした
ら不安に思っているところもあるかと思いますので、倉庫のほうも、正直その昨年度末の
ときには、避難所ということなのできっちり予算立てしてから建てようというふうな考え
でもあったんですけど、ここの最近続いているところを見ますと、やはり早急に動いたほ
うがいいのかなというふうにも、今ご指摘いただいて思いました。
○嶋崎委員
○林分科会長
○小枝委員

はい。
小枝委員。
関連で。地域によっても多少違うところがあるかもしれませんけれども、私

が聞きたいところは、避難所運営と、それから先ほど永田委員のほうから言われた、その
電源に関するところを中心とした把握なんですけれども、昨日も停電など、周り、そうす
ると、ぱっとこう、ある町内が消えると。そうすると、信号まで消えて、そうすると信号
には予備電源があったと。ああ、そう、あるんだというのを私たちは知らないですよね。
今はある特定の箇所だから、東電さんが飛んでくる、警察さんが飛んでくるというふうに
なるけれども、実際はそうではないということから考えると、伺っておきたいのは、まず
避難所ごとの情報整理、今ここであれもこれもは聞けないので、例えば電源がどうなって
いるのか、例えば電池やそういったつける取り出し、非常用だけ使える電源とかもいろい
ろあると思うんですね。そのことがどうなっているのかというのを。例えば整理はもうそ
の１５カ所についてはされていますでしょうか。されていないとすれば、それは早急にや
って整理をする必要があると思いますし、それを区が知っているだけじゃなくて、やっぱ
り区民が知らなきゃいけないというと、その辺どういうふうに、私は違うと思うんです。
場所ごとに。今の都立高校の話もありましたから、場所によってきっと違うだろうと。だ
からこそ、違う情報を我がまちのこれについてはどうだというのをわかるように、一回早
急に整理して、足りないところがあれば、ちゃんと購入するなり改修するなりする必要が
早急にあると思うんですけど、どうなっていますか。
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○山﨑災害対策・危機管理課長

まず資器材としての発電設備、資器材ですね。持ち運び

できるようなポータブルなもの。
○小枝委員

それはどこもであります。

○山﨑災害対策・危機管理課長
○小枝委員

それは皆さんに倉庫の中を見てもらったり。

ある、ある。

○山﨑災害対策・危機管理課長

ここにありますよというお話をしています。非常用発電

機、施設のほうの非常用発電機で、なおかつ例えばコンセントを、ここは生きているのか
生きていないのかとか、そういった話もそうだと思うんですけど、そこまでの細かい話は、
正直、訓練のときなどでもなかなかお伝えはできていないのが実態でございます。ですの
で、ここの建物、本当に避難所によって状況は違います。何時間もつというのも違ったり
します。ここのエレベーターが動くのかどうかとか、ここのコンセントが、非常用のコン
セントというのはどこなのかというところも違うと思います。ですので、そういったとこ
ろはしっかりこれを機会に調べて、訓練等で、訓練で周知をしていきたいなというふうに
は思っております。
○小枝委員

それは早急にやったほうがよくて、それで例えば各家庭でも太陽光発電なん

かをやっているのは、もう自家電池があるから、そこで何日もつとかいうのがあるらしい
んですね。そういうのも、私たちも一般的にそうだなと思っていたけれども、具体的にど
うなのかというのは、正直今だからよくわかるというか、今だからよくわからなければい
けないことがよくわかるという状況だと思うので、これはもう責めて言っていることでは
なくて、各１５カ所がどうなっているのかというのを早急に調べ上げていただいて、恐ら
く足りないところはあると思うんです。新しければ新しいほど、そういう設備はちゃんと
しているけれども、実際使ってみないと、本当にそうなっているかどうかというのはわか
らない。あとはそれで何日もつかもわからない。それから機能別の、すみません、セクシ
ョンで、環境のほうで持っている電気、水素自動車が非常用の電池も持っているというお
話があったんですけれども、それもそうなのかなと思いながら、確認する間もない。だけ
れども、じゃあ、それが本当に非常用があるからといって、変換して使えるようになって
いるかというのは誰もわからない。
こういうことを早急に見える化する必要があって、で、見える化する、避難所ごとに情
報を整理すると同時に、それを紙ベースではなくて、やっぱり誰がその責任を持つかわか
らない状況になり得ると思うので、ネット上でというか、自分のところの避難所がどうな
っているかというのは、今は一例ですよ、電気なんていうのは。を見える化していただい
て、その情報をいつでも取り出せる、ビジュアルに、ということをやっていただくことを、
早急に１５カ所全てについてご手配をお願いしたいというのが、まあ、決算ではあります
けれども、決算イコール現状確認ですので、ぜひお願いしたいんですけど。
○山﨑災害対策・危機管理課長

恐らく以前にも、ホームページ等に、小枝委員のほうか

ら、載せたらどうなんだというご質問があったかと思います。確かに皆さん、どなたがこ
こに、避難所に来るかというのはわからない。いつも来ていらっしゃる方が来るとは限ら
ないというところでは、おっしゃるとおりだと思います。それとプラスして、そのときも
お話ししたかと思うんですけど、逆にオープンにしてしまうことによって、それを目的に、
何というんですかね、そこの避難所が区民の方だけではなく、その物資を目当てに来てし
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まうと、区のほうの影響があるかもしれないというところで、そのときもお話をしていた
かと思うんですけど、そこら辺をちょっと精査しながら、なるべく表に出せるものは出し
ていけるようにしたいなというふうには考えております。
○林分科会長

いいですかね。ちょっと一度いろいろと、九段小学校も新設になって、避

難所の区割りもまたもとに戻りましたので、一旦再点検を、来年度予算編成されているん
でしょうけれども、原案発表前ぐらいまでにすり合わせをできればと思いますので。いい
ですかね、部長。
○吉村行政管理担当部長

はい。ただいまのご指摘も受けまして、早急に点検をした上で、

議会のほうにもご報告をしながら対応をしていきたいと考えております。よろしくお願い
いたします。
○林分科会長

はい。よろしいですかね。備蓄の。あ、ここで、まだ。

米田委員。
○米田委員

同じところなんですけど、さまざま段ボールベッドとか、いろんな物を入れ

ていただいて、これはもう重要なことだなと思います。ここでもあるように女性用の生理
用品とか、妊婦さんとか、そういったところに配慮していく。これはもう重要なことだと
思います。今あるのは、やっぱり粉ミルクでは水がなくなったときに大変だと。液体ミル
クがもう国内で発売されることになったと。こういった活用は今考えられていますか。
○山﨑災害対策・危機管理課長

液体ミルクのほうに関しては、今、今年度、来年度ぐら

いに出るかというところはございます。ただ、何か１点ちょっと気になるのが、さきの北
海道の地震の際に東京都が送ったものが全然使われなかった。いろいろ情報で誤解をされ
ているところもあったりもするので、まず、恐らく発災したときも、ふだん使っている物
を使いたいというところが皆さんあると思います。ですので、そういうふうな液体ミルク
のその使われ方とか、そういったところを見ながら、うちのほうも備蓄として入れたほう
がいいのかどうかとか、そこはじっくりと検討はしっかりとさせていただきながら、必要
であれば入れたいというふうには考えております。
○米田委員

ありがとうございます。恐らく多分海外品しか今までなかったので、その懸

念があるのかなと思います。国内で発売されたので、払拭していただければなと思います。
あと備蓄物資の入れかえのところで、随時やってきましたと。今後は再活用が課題にな
っていると。今まではイベントとかさまざま配っていましたけど、いわゆる非営利、ＮＰ
Ｏとか、そういったところも考えていくということ、これは重要なことだと思うんですよ
ね。で、こういったときに運賃とかそういうのが発生してくると思うんですけど、そうい
ったところを持ってあげると、こども食堂とかそういったところは受け入れてくれると思
うんですけど、その辺のところの考えはどうですか。
○山﨑災害対策・危機管理課長

はい。おっしゃるとおり、再活用を進めていく上では、

本当に今までの、物をただ渡して、あとはよろしくねというところでは、なかなかさばき
切れなくなっていると。それはほかの自治体でも同じでして、そのままで行くと、やはり
廃棄というふうになってしまいます。廃棄では当然それに対してコストがかかります。少
なくとも運搬費用等で賄えるということであれば、廃棄にしないほうがやはりよろしいも
のでございますので、そこの部分が、もしその部分がコストがかかったとしても、やって
いく必要があるんじゃないかというふうに考えております。
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○米田委員

食品ロスの観点から非常に大事なことと思います。まずは区の財産ですので、

区民とか在勤者に活用していただけるというのは一番ですけど、それ以外でどうしようも
ないとか、そういうのがあったら、もうどんどんそういうのを活用していただきたいなと
思っております。これはいいです。
○林分科会長
○米田委員
○林分科会長
○岩佐委員

いいですか。
はい。
岩佐委員。
同じく備蓄物資について、食品は、今、米田委員のおっしゃったとおりなん

ですけれども、薬ですね、備蓄薬。多分、薬剤師協会のご協力で多分一定数備蓄をされて
いると思うんですけれども、これは期限が切れたものというのはどういう扱いをされてい
るんでしょうか。
○山﨑災害対策・危機管理課長

基本的には期限が切れる前に入れかえをして、医薬品の

その法的な手順にのっとって処分をしているというようなところです。
○岩佐委員

この今の入れかえして処分というのは、この処分というのは廃棄になっちゃ

うんでしょうか。
○山﨑災害対策・危機管理課長

これは食品と違って、区のほうで余ったので皆さんにと

いうふうなのは、当然、多分、薬事法上だめなんだと思うんですね。なので、法律にのっ
とった形で処分のほうをしているというふうなことでございます。
○岩佐委員

薬剤師協会のほうとか、あるいは区がやっている休日の――往診じゃないで

すね、診療とか、そういったところで、その一定数、入れかえてもまだ期間が残っている
物に関しては、やはりこの使える団体、使えるところで活用できる道があるというふうに
聞いているんですね。これはまだ、やはりその薬という性質上すごく限られてはいると思
うんですけれども、ここはやっぱり医師会、薬剤師会と一度話をする必要があると思いま
す。やはりこれは使い道は絶対ある。あるはずで、買っている人もいて、必要な人もいる
という中で、どういうふうに活用していくかというのは食品と同じだと思うので、そこは
ぜひちょっと関係団体の方とご調整をいただきたいんですけれども、いかがでしょうか。
○山﨑災害対策・危機管理課長

うちのほうで用意しているものは、薬といっても一般家

庭で置いてあるような、切り傷だったり包帯だったりガーゼだったりというところも含め
た物でございます。本当に休日診療等で使っているような、本当の医薬品と呼ばれている
ものだけを、そういったものを使っているわけではないと。なので、休日診療のほうで使
えるかといったら、なかなか難しいというのと、あとは恐らく薬事法でそれは行ってはい
けないことなんだというふうに聞いております。
○林分科会長

まあ、そんな形で、薬事法の点検と、意見交換を少しできるかどうか、可

能性を探るというぐらいの。
○岩佐委員
○林分科会長
○岩佐委員
○林分科会長

そうですね。
でも、法律があるんですもんね、きっとね。
でも、薬剤師会からちょっと言われたんだけど。
ええ、薬事法の。まあ、ちょっと確認の、ちょっとどこかと確認します、

ぐらいでいいんじゃないですか。
○山﨑災害対策・危機管理課長

今の岩佐委員の、薬、医薬品のことについて、所管部署
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もそうですし、法律関係ももう一度ちょっと確認をさせていただいて、対応させていただ
きたいと思います。
○岩佐委員
○林分科会長

お願いします。
はい。

それでは、お待たせいたしました。永田委員、消防団。
○永田委員

はい。消防団運営について、１点だけ質問します。

消防団の運営については、訓練や日常の活動について予算を使っていただいているんで
すけども、この中の装備の助成の中で、平成２９年度はテント、救助ロープなので、個人
には配られていないんですけども、その前はランニングシューズ、ウインドブレーカーは
個々に配られまして、そのときに千代田区の予算でこれが買われているということが消防
団員に伝わっていなかったんですね。私もランニングシューズを受け取ったときに、ただ、
ああ、どこか余っているからもらったのかなみたいな感じで受け取って、そして、今、は
やお委員にも聞いたら、そのままもらったまま使っていない。私も使っていないです。だ
から、こうやって大切な予算を使っている中で、（「貸与」と発言する者あり）そうです
ね。貸与されている。こういった大切な予算を使っている中で、こういった装備の助成を
どうやって決定しているのかということを説明してください。
○山﨑災害対策・危機管理課長

まあ、いつも消防団のご協力、ありがとうございます。

（発言する者多数あり）すみません。
中身、消防団に対していろいろと区としても補助して、当然、地域の防災力を向上させ
るために皆様に協力をいただいているところでございます。恐らくその何を、物は何をす
るかというところは、当然中身については消防団の方と協議をさせていただいて、その上
で消防団のほうで決められているというふうな認識を持っております。
○永田委員

実質、消防団のほうで決めて、とはいえ個々の団員が全員、アンケートとい

うか意見公募をしているわけでもないので、唐突に貸与されているというように感じるこ
とと、さっき申し上げたように、千代田区からということが伝わっていないということは
非常に残念だなと思うので、その辺の徹底といいますかね、それをお願いしたいと思いま
すが、どうでしょうか。
○山﨑災害対策・危機管理課長

はい。確かに区から購入して皆さんのお手元に行ってい

るということが知られていないということは、まことに残念なところでありますので、せ
っかくですので、しっかりとそこのところは周知をしたいなと思っております。
また、先ほどの補足ですけども、各署から、消防のほうから希望を聞いて、それで区か
ら購入して、区で購入してお渡しをしているといった流れでございますので、やはり消防
団の皆様にもしっかりと周知をしていきたいなというふうに考えております。
○永田委員
○林分科会長

はい。終わります。
はい。まあね、いろんな初め式ですとかね、合同点検とかを利用してやっ

ていただければと思います。
そのほかございますかね。災害対策費。ある。
岩佐委員。
○岩佐委員
○林分科会長

避難訓練のところ、防災訓練ですね。防災訓練についてお伺いをします。
４ね。２２６ページ。防災訓練。
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○岩佐委員

４番ですね。いわゆる、ちょっとずっと言っているんですけど、障害のある

方とか要支援者の方たちで、個別にやはり避難が困難な人というのは、要支援者としてリ
ストアップされているんですけれども、そういう方たちが例えば人工呼吸器を持っていか
なきゃいけないとか、さまざまなシチュエーションがあって、そのご自宅からえみふるま
で、福祉避難所まで行けるかということに関して、やっぱり個別支援プランというのが必
要だと思うんですよね。そこの要支援者というのを、リストがあるというのはちょっとわ
かっているんですけど、そこの具体的な対策としてはどういったことを今とられているの
か、お答えいただけますか。
○山﨑災害対策・危機管理課長

避難行動要支援者の方についての今の現状の対策としま

しては、避難行動要支援者名簿を作成しておりまして、以前の災害時援護者名簿ですね。
それに基づいて、民生委員さん、消防さん、警察さん含めて、見守り活動だというところ
で、ふだんから訪問なりなんなりということをしながら、いざというときは地域の皆さん
で協力し合って避難場所に避難をしていきましょう。そういうふうな想定には今なってお
ります。
○岩佐委員

見守っていただいているのは本当にありがたい限りなんですけれども、やっ

ぱりこれは、特に一番想定がしにくい、特に福祉避難所までどうやって行くのか。どうや
って、じゃあ、車椅子で運ぶのか。人工呼吸器をどうやって持っていくのかということで
は、実は一番支援プランというのを個別につくっていかなきゃいけないと思うんです。も
ちろんその度合いにもよりますので、そこに関してはあくまで個人責任だとは、もちろん
そうなんですけれども、実際に避難するということにおいては、自己責任、自助だけでは
できない方たちなので、そこに対しての個別支援のプランの作成の支援、そして避難訓練
ですね。実際にそこまで行く、人工呼吸器を持っていく。あるいは建物の外に出てみる。
信号を渡ってみるまで、とにかくやっていかないと、あるいはそれを民生委員の方なり地
域の方、あるいは地域じゃなくてもいいんですけれども、そのお手伝いくださる方を想定
してやってみるということが、やっぱりこれが一番重要な訓練だと思うんですよ。こうい
ったことに関しては、一つ、もうちょっと細かなことなんですけれども、やっぱり自助が
一番できにくい方への支援ということで、考えていただければと思うんですけど、いかが
でしょうか。
○山﨑災害対策・危機管理課長

そうですね。まず、家から避難所まで、もしくは避難所

から福祉避難所ができたときの福祉避難所まで。そういった移送については、本当に地域
の皆さんで協力しなきゃいけないんですけど、それをどういうふうに実際に具体的にプラ
ンとして残すかというところを、全体的なそのプランというのは、今年度、大体、形にな
っていくかなというところで、それからまた、福祉避難所のガイドラインですとか、その
個別のマニュアルとかというのは、今、具体に所管、各所管のほうでつくっていただくよ
うに、うちのほうも働きかけながら進めているところでございます。ですので、何かそう
いったものができて、それでなおかつその訓練という形まで行くことがやっぱり望ましい
形だと思いますので、そういう点で我々も取りかかって進んでいきたいと思います。
○岩佐委員
○林分科会長

お願いします。
はい。よろしいですかね。

いいですか。７の災害対策費。
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〔「はい」と呼ぶ者あり〕
○林分科会長

はい。それでは、調査を終了し、８目の庁舎等施設建設費、決算参考書２

２８ページから２２９ページの調査に入ります。特に説明は。
○加島施設経営課長
○林分科会長

特にございません。

はい。委員の方は何かございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○林分科会長

はい。それでは、ここで一旦休憩をいたします。
午後４時３９分休憩
午後４時４６分再開

○林分科会長

それでは、分科会を再開いたします。

決算参考書２２８ページから２２９ページの、これは項で行きたいと思いますが、よろ
しいですかね。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
○林分科会長

選挙費です。特に説明は。

○高橋選挙管理委員会事務局長
○林分科会長

ございません。

はい。委員の方、何かございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○林分科会長

はい。ありがとうございます。

続きまして、これも項で行かせていただきたいと思います。監査委員費２３０ページか
ら２３１ページまでです。特に説明はございますか。
○松本監査委員事務局長
○林分科会長

はい。特にございません。

はい。委員の方は何かございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○林分科会長

なし。ありがとうございます。

続きまして、７、職員費、決算参考書２３２ページから２３５ページまで。説明は特に。
○大谷人事課長
○林分科会長
○木村委員

特にありません。
よろしいですか。

はい。総括で……

○林分科会長

総括でやる。総括。（発言する者あり）あ、資料要求されていた。資料要

求をされたということで。（発言する者あり）はい。万全の体調で。
○木村委員

風邪が治ったから。

○林分科会長

では、委員の方、ほかの委員の方は、よろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○林分科会長

はい。それでは、８の公債費、決算参考書２３６ページから２３７ページ。

説明は。
○中田財政課長
○林分科会長

特にありません。
はい。委員の方、何かございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○林分科会長

はい。それでは、９の諸支出金の第１項、他会計繰り出し金２３８ページ

から２３９ページですが、２３８の１目の２番目、国民健康保険事業保険基盤安定繰出金
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――繰出金でいいんだよね。保健福祉部を除くところで、特に説明は。
○中田財政課長
○林分科会長

ございません。
はい。委員の方は何かございますか。ある。

木村委員。
○木村委員

そうか。政策経営部か、これ。

○林分科会長
○木村委員

政策経営部の２３８ページ。
いや、審査意見書でね、審査意見書の中に、これ、３０ページの国保法定外

繰入金について……
○林分科会長

大丈夫ですか。（発言する者多数あり）

○木村委員

ちょっと後にしよう。やっぱりやめようか。（発言する者あり）

○嶋崎委員

無理するなって、そんなの。（発言する者あり）

○木村委員

いや、これ……

○林分科会長
○木村委員

大事なところで。何ページ。
３０ページのですね……

○林分科会長
○木村委員

３０ページ。はい。
法定外繰入金。これ、保険事業会計繰出金、これは法定外繰入金も含まれて

いますよね。１億７,７７６万円余と。で、平成、この下から法定外繰入金のところにて、
３０年度からの制度改正踏まえてと、本区としてそのあり方を十分検討していく必要があ
ると。これ、国の意向としては、法定外繰入は解消しろというふうに言ってきているわけ
ですよ。で、制度改正、その方向で制度が変わってきていると。これを踏まえて検討して
いく必要があるということは、法定外の繰入金１億７,７７６万円余、これをなくしたら
被保険者の保険料が自動的にこれに匹敵する負担増がふえるというふうになるわけですよ
ね。これ、審査意見書から踏まえて、あり方を検討していくという必要になると、これ、
なくす方向で検討しろと言っているのかな。一応これについて、繰入金をなくしたら私は
大変なことになるだろうと。負担がふえますからね。その辺についてどうなんだ。今の段
階での考え方というのは、もしあったら教えてください。
○林分科会長

政策経営部のところで。

○中田財政課長

国保にも関係しているところにもなりますけれども、現在のところは、

６年間の期間を経て、だんだん減らしていきましょうというところにはなっておるんです。
その後どうするのかについては、まだ、まあ６年後になくすことにはなっているんですけ
ども、そのときにどうなるのかというところもあると思いますので、今後の状況を見てと
いうところも多少含まれるのかなというふうには思いますけれども、現時点では将来、６
年後を見据えてそういう形になっているというところです。
○木村委員
○林分科会長

ごめんなさい。ここじゃないですもんね。いいです。
よろしいですかね。

続きまして、決算参考書２３８ページから２４１ページの２項の財産積立金、最後の８、
地域福祉支援基金積立金を除く分について、特に説明はないですよね。はい。
委員の方もよろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○林分科会長

はい。それでは、歳出最後の１０の予備費、決算参考書２４２ページから
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２４３ページの調査に入りますが、特に。
○中田財政課長
○林分科会長

はい。特にございません。
はい。委員の方、何かございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○林分科会長

はい。それでは、歳出を。調査漏れはないですよね。大丈夫ですよね。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕

○林分科会長

はい。それでは、歳出についての調査を終了いたします。

次に歳入に入ります。一括してよろしいですかね。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
○林分科会長

はい。それでは、決算参考書の２８ページから、支出金、どこまでだ。２

８ページから諸収入まで。歳入、雑収入だから１２５ページまでか。違う、これは環境ま
ちづくりだ。いや、いいんだ。１２５ページまでですね。２８ページ、決算参考書から、
１２５ページまでの歳入について、一括して行きますが、説明は特にない。
○中田財政課長
○林分科会長

はい。特にございません。
委員の方も、特にないですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○林分科会長

不納欠損もないんですよね、ここ。ないんですね。

それでは、（発言する者あり）えっ、ある。ない。大丈夫ですか。歳入についての調査
漏れはないですよね。再確認で。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
○林分科会長

はい。で、ここからだ。最後に、決算参考書の調査終了後に、違うやつで

すね。各会計歳入歳出決算書の附属書類のうち、まず一つ目が各会計実質収支に関する調
書２６３ページから２６９ページまで、特に説明は。決算書のほうですね。
○中田財政課長
○林分科会長

特にございません。
はい。２６３ページから２６９ページ。委員の方も。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○林分科会長

ないですよね。はい。

これ、最後になります。同じく決算書の財産に関する調書２７３ページから３０５ペー
ジまで。特に説明は――あるよね。えっ、ないの。説明しない。ない。
なければ、それでは、委員の方。いいですか。本当にいいですか。よろしいですね。財
産に関する調書。
○河合会計管理者

あ、今これですか。すみません。財産の調書のうち物品の関係をご説

明、これ、昨年度、その前からなんですけども、高齢者総合サポートセンターの美術品と
いうことで、これは持ち帰ってちょっと内部で検討しろという話がございまして、ワーク
ショップでつくった和紙の関係でということで、３０１ページをごらんいただきたいと思
うんですけども、３０１ページの下の右側端の、一般装飾器具類というところの、まず下
から、その１行目、下から１５行目ですけども、「置物

高齢者総合サポートセンター

１」というのが、ワークショップで区民の皆さん参加でつくっていただいた光柱の関係で、
これが去年までの意見で、これがなかったということで、これは内部整理で美術品等とい
う形で入れさせていただきました。
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それと掛物。これも去年一つだけタペストリーが入っていたんですけども、照明カバー
はあれも貴重な和紙ということでしたので、それのやつも照明カバー二つということで、
３ということで、これが今回、議会のほうでいろいろご指摘等をいただいていますので、
区の中で整理させていただいて追加したということでございます。
○林分科会長

以上。

○河合会計管理者
○林分科会長

以上です。

以上で。

永田委員。
○永田委員

今回、いわゆる美術品なのか、いわゆるただの照明だったり、カーテンとい

うかタペストリーなのかというのが問題になったと思うんですけど、ほかにもこういった
曖昧なもの、美術品なのかどうかわからないような物、あるいは寄附を受けたものとか、
そういった物の調査というのは現在どうなっているんでしょうか。
○河合会計管理者

物品に関しましては備品ということで、１０万円以上のものに関しま

しては備品扱いということで整理させていただいているんですけども、そのうち５０万円
以上が重要備品ということで、財産調書のほうに載せていただいています。今、永田議員
のほうからありましたけども、これ以外に額のわからない寄附金とか、あとはワークショ
ップでつくったような金額が出てこないようなものもありますということで、そういうも
のもちゃんと管理しなくてはならないんじゃないかということで、現在、金額のないもの
はこの備品のほうにはなっておりませんので、全庁的に洗い出しといいますか、調査をか
けさせていただいて、美術品等になるものの一覧表を今つくる作業中ということで、全庁
的に調査をかけているという段階でございます。
○林分科会長

２９年度中はまだ道半ばで、３０年度にやっているということで。

○河合会計管理者

調査のほうは９月から始めておりまして、今月中ぐらいには全庁的に

出てきて、その後整理してという形になろうかと思います。
○林分科会長

３０年の９月から。

○河合会計管理者
○林分科会長

ええ。９月から調査。

調査。はい。よろしいですか。

では、はやお委員。
○はやお委員

１０月１日に決算委員会が行われまして、各会計決算審査意見書の３２ペ

ージのところで記載されています監査委員の指摘がございました。そこで、各会計歳入歳
出決算及び附属書類の３０４ページから３０５ページの３、債権の一番上の生業資金貸付
金の決算年度末現在額、これが３,０２９万８,７６０円。それと各会計決算参考書１１６
ページから１１７ページの一番下のところの、生業資金貸付金、元利収入、収入未済額２,
７１１万６,６８０円、こういうことが一致していないということが、状況が明らかとな
りました。これに際しまして、執行機関である、特に会計管理者の見解を述べていただけ
ればと思います。
○河合会計管理者

まず、財産の調書のほうの債権の関係でございますけども、そちらの

金額と諸収入の貸し付け管理収入、収入未済額のことにつきましては、会計管理者としま
しては、本来はここの貸付金の全ての方の償還期限が過ぎた後は、同じ額にならなくては
おかしいということはございました。そういう中で言いますと、ここが額が一致していな
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いということにつきましては、これにつきましては、会計のほうでは正直申しまして、い
つちょっと、到来、来た、最後の方がいつ正直到来したかはわからなかったんでございま
すけども、債権未収入額と収入未済額と債権額の突合ということは確認はしておりません
でした。こういうこと、取りまとめをしている会計管理者といたしましても、確認も、何
かしら所管も通じてということにはなろうかと思いますけど、確認も必要だったかなとい
うふうには認識しております。
○林分科会長

よくわからない。長引きそうですけど。確認ができていませんでした。

○はやお委員

だから、不一致ということに関しては……

○林分科会長

不一致に、どういう……

○はやお委員

会計管理者として、それはそのとおり。

○林分科会長

会計管理者。

○河合会計管理者

不一致ということになると、今回であれば、先ほどちょっと繰り返し

の部分がございますけども、全ての償還期限が来ていますから、本来であれば同じ額にな
っていなくちゃいけないということの不一致で、このような形での取りまとめになったと
いうことにつきましては、会計管理者のほうとしましても、申しわけなかったと思ってお
ります。
○はやお委員

ここではもうしっかりとしたことはできないと思っていますが、一応その

１日の日に全員でやったとき、貸付台帳の２,８００万９,４００円ということが、これが
まだ正規に、期間的にはこうだというところではないでしょうけれども、現実この数字が
確からしいという話までわかったと。今後この辺の手続がどういうふうにやっていくのか、
不明確なところもありますので、ちょっとわかる範囲でお答えいただければと思う。
○河合会計管理者

先日の月曜日ですか、決算特別初日でございますけども、所管の中で

も、その間、監査の指摘からいろいろ調査したという結果で、所管の台帳のほうで、また
この債権の額、または収入未済額、違う額が台帳上で、これが一番実態に近いんじゃない
かという話があって、それにつきましては、今後また詳細な調査をするということになっ
ております。
そういう中で行きますと、そういうことが今回出てきたということですので、決算上で
申し上げますと、既に２９決算の部分は締まっちゃっておりますので、修正等というのは
できないんでございますけども、それにつきましては、会計室といたしましては、来年度
に向かっては、所管のほうと密にそのあたりの精査の関係をしながら、正確な数字で決算
書附属書類を作成していきたいというふうに考えてございます。
○はやお委員

精力的にやって、結果、多分そこのときの答弁が、２,８００万という数

字が８月時点ではわかっていたと。本来であれば修正を僕はかけるべきだったと思う。そ
ういうところについての全庁的なオーソライズ、そしてチェック体制というところについ
ては、限りなく甘い。これについて、本当に誰が責任をとるんだというぐらいな重大なる
話だと思っています。結局は管理者のところでもチェックができなかった。そして初めて
監査の指摘で初めてわかった。このことについては、組織的なチェック体制、いかなるこ
とかということはしっかりと確認しなくてはいけないと思う。答弁はいただいております
けど、ちょっとこの辺のところについてどういうふうにするのか、ちょっと分科会長のほ
うで取り図らっていただきたいと思う。
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○林分科会長

はい。１点だけ。どうぞ、会計管理者。

○河合会計管理者

修正の件でございますけども、監査の指摘以降、正直言うと会計監査

もその段階で数字が違うということがわかったんですけども、会計上で申し上げますと、
会計年度が４月１日が３月３１日、出納閉鎖期間が５月３１日ということで、債権の所管
からいただく通知が５月３１日までに会計管理者に通知すると。あとの金額の支払いとか
収入の関係も５月３１日で閉まると。意思決定の、お金をもらうときの調定とか払うとき
の支出負担行為は３月３１日で閉めちゃいますので、５月３１日以降ということになっち
ゃいますと、監査の指摘等が出た後で修正というのはできないというのが仕組み上のこと
では難しいということでございます。
○林分科会長

まあ、そうすると、確認で。

今のやりとりの中で、財産調書の３０５ページにある３,０２９万８,７６０円というの
も、これも不正確な数字というのが現時点でわかっている。で、決算書のほうの８０ペー
ジ、８１ページにある、この生業資金貸付金の元利収入の収入未済額、この２,７１１万
６,６８０円というのも間違った数字だというのを認識されているということでよろしい
ですか。
○河合会計管理者

まず１点目の債権のほうにつきましては、所管調査のほうで間違って

いるということがわかっておりまして、それは認識としては会計室も同じでございます。
収入未済額のところの関係でございますけども、役所の歳入、収入といいますのは、調定
という行為をした後に、実際にどういう形で、収入からスタートして、あ、調定からスタ
ートとしての収入済額の差し引いた残りが収入未済額という形で出てきます。その中で、
今回こういう数字が違ったというので、また、所管の数字がまた２,８０７万とあるとこ
ろについては、調定額のそこが一部していなかったということにつきましては、ありまし
たということが出ています。
で、会計のお金の関係で言いますと、調定からスタートしますので、調定を幾らにする
というところから、幾らもらって幾ら来なかったという、そこの計算上の関係での数字と
しては間違ってはいないんです。ただ、調定額のところに、一部、たしか所管の部長かな
んかのが調定を一部保留したみたいな表現があったんですけど、そこのところは、会計室
としましては当然のことながら全額調定すべきだという考えを持っていますけども、この
２９年度でやった調定額とした部分からのスタートの会計とすると、数字の話だけをする
と、そこについての、そこは間違いはないということになります。はい。（発言する者あ
り）
○林分科会長

はい。そういうこと。ということは、大切なのは、我々の今この分科会で

は企画総務委員会所管分の調査という形なんですけれども、議会側に来ているのは議案第
４６号の平成２９年度千代田区各会計歳入歳出決算の認定、これが議案として来ています。
で、間違った数字の書類を認定するかしないかというのを、今の時点でわかっていますけ
ど、それをお求めになられているという受けとめ方でよろしいんですかね。財産調書に関
しては。決算書。要はこの書類一式において、間違った数値があるのを認定してください
という議案を出されたという見解でよろしいですかと。
○河合会計管理者

すみません。今の分科会長からの、認定をどうするかということで申

し上げますと、決算書の部分で認定していただくということからしますと、決算書の３１
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ページまでですね。薄い空色の前までが決算書です。これ。この部分で判断していただく
という形になろうかと思います。
附属書類につきましては、この決算の審議のときに必要なものをつけているという状況
でございます。で、今、委員長が言ったとおり、債権の部分につきましては間違っていた
ということは確認されております。収入未済額につきましては、ちょっと私が申し上げた
とおり、調定のスタートの額のところには一部漏れてはいましたけれども、その後の調定
以後の差し引きについての数字は間違っていないということでございますので、そこまで
の認識ということなんですけども、そういうことで、３１ページの中での最終的な各委員
の皆さんの判断ということになろうかと思いますけども。
○林分科会長

はやお委員。

○はやお委員

今のところからすると、まず債権部分については間違ってあったというこ

とについては、何らかのことで訂正すれば対応できると思います。あと、ただ、未収金の
この分については、丁寧にやっていかないとわからないということになりますと、わから
ないことを認定、不認定ができないということになっちゃうんですよ。だから、どういう
ふうにおさめるかということについて考えなければいけない。我々としては不一致の状態
の中で、そしてまた２,８００という数字が正しいか否かということも今の時点ではわか
らない状態。つまり、わからない中で認定も不認定もできない。それ以外のところはいい
という形になるのか。そういうことができるのか。一部ここのところについてできなけれ
ば、今のところについては継続になるのか。もしくはここでやると言ったら、認定も不認
定もできないというのが論理的な話かと思うので、この辺はどうですか。
○はやお委員

休憩。

○林分科会長

休憩しますか。休憩。
午後５時１０分休憩
午後５時１３分再開

○林分科会長

それでは、分科会を再開いたします。

ただいまのやりとりの中で、まず決算書の３０５ページの債権について、この数字につ
いては誤りであったというのを確認させていただきましたので、これも当企画総務分科会
のほうに調査を任されておりますので、改めて決算特別委員会の場において委員の皆様に
ご報告という形で、私のほうからさせていただくように委員長に申し入れさせていただき
たいと思いますが、よろしいですかね。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
○林分科会長

はい。

続きまして、同じく収入のところの未収入額２,７００万余りの金額、これについては
現在のところ確定ができないと。わからないと。正しい数字がわからないというのも改め
て再確認できたという形ですかね。まあ、財産調書と。これも決算特別委員会の総括質疑
において、総括送りではないですけれども、分科会の調査として、改めて分科会として確
認したという形をとらさせていただきたいと思いますが、よろしいですか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
○林分科会長

はい。ありがとうございます。

それでは、全て調査を終了させていただきますが、よろしいですかね。
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〔「はい」と呼ぶ者あり〕
○林分科会長

はい。改めて確認いたしますが、総括質疑において確認する事項、議論す

る事項についてはございませんでした。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
○林分科会長

で、報告が１点、決算書の数値の誤りについては報告という形で、決算特

別委員会の総括質疑にご報告をかけるという形でとらさせていただきます。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
○林分科会長

はい。ありがとうございました。

以上をもちまして、決算特別委員会企画総務分科会を閉会いたします。お疲れさまでご
ざいました。
午後５時１５分閉会
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