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午前１０時３０分開会
○永田委員長

おはようございます。これより、地域文教委員会を開会いたします。以降、

着席にて進行いたします。
初めに、出席者の確認をいたします。欠席届が出ております。恩田戸籍住民サービス担
当部長、辰島万世橋出張所長が、公務のため、午後から欠席となります。ご了承をお願い
いたします。
お手元に本日の日程及び資料をお配りしておりますので、ご確認をお願いします。この
とおり進めて、よろしいでしょうか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
○永田委員長

はい。

先ほど欠席届が出ております恩田部長、辰島所長が、午後より欠席となりますので、最
初に出張所に関する報告事項を行い、その後、それ以外の報告事項に入りたいと思います。
そのように進行してよろしいでしょうか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
○永田委員長

それでは、地域振興部（３）（４）を、先に説明、お願いしていきます。

それでは、地域振興部（３）の説明をお願いいたします。
○赤海麹町出張所長

それでは、お手元にお配りしております地域振興部資料３に基づき

まして、一番町集会室の休止についてご説明させていただきます。
一番町集会室につきまして、一番町児童館の給排水設備の改修に伴いまして、その改修
工事の期間中、集会室を一時休止するというものでございます。
１番、工事および休止の期間についてです。工事の期間なんですが、前半の工事と後半
の工事と行われる予定でございます。前半の工事が１０月初旬～１１月中旬、後半の工事
が１１月中旬～１２月中旬と予定されているところでございますが、その中で、集会室の
休止の期間、予定しておりますのが１０月１日～１１月３０日の２か月間をということで、
予定しているところでございます。この期間というものが、今申し上げました前半の工事
の期間、それに加えまして１階のトイレの工事ですとか、２階、集会室の上の部分の工事
が入ったときの騒音等々の都合がございますため、１１月３０日までの期間とさせていた
だいているところでございます。
周知につきましては、広報千代田９月５日号、それから、併せて区のホームページ等に
掲載する予定でございます。また、時期が近づいてまいりましたら、一番町集会室への掲
示、それから各出張所等の窓口でのご案内を予定させていただいているところでございま
す。
３番、参考までなんですけれども、利用団体数の実績といたしまして、平成３０年度が
１３１団体、令和元年度が１２４団体ございました。
ご説明は以上でございます。
○永田委員長

はい。

説明が終わりましたので、この件について質疑を受けます。
○池田委員

これは、一番町児童館の給排水改修に伴いということですけれども、集会室

自体の改修とは違うんですか。
○赤海麹町出張所長

主に一番町児童館側の給排水工事ではあるんですけれども、一番町
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集会室にも調理室等々がございますので、そちらも手が入るということでございます。
○池田委員

これの場合、周知については、ホームページ、あとは集会室の掲示とありま

すけれども、合築になっている住宅があると思いますけれども、そちらのほうへの周知は
いかがなんでしょうか。
○赤海麹町出張所長

住宅の方々に対しても、個別にお知らせを差し上げていると思って

おります。
○池田委員

騒音については、やはり、かなり、まず給排水、水道関係ですから音は出る

と思いますけれども、しっかりと周知していただきたいと思います。よろしくお願いいた
します
で、これは、ちょっと前後してしまうので、なんですが、今現在、やはりこのコロナ禍
において、利用団体数がこれだけ少ないというところでは幸いしているのかもしれないん
ですけれども、今、四番町児童館それから集会室等も、利用ができない状況かと思います
が、今、代替えというわけではないんですけれども、使えるところは、そうすると一番町
じゃなくて麹町出張所の施設ということだけでしょうか。
○赤海麹町出張所長

はい。近隣で申し上げますと、今、池田委員がおっしゃったように、

麹町区民館でございます。そのほかといたしまして、九段上集会室も比較的近隣に当たり
ますので、適宜、ご案内をさせていただきたいと考えているところでございます。
○池田委員

ちなみになんですけれども、あの建物自体の築年数とか、もし分かりました

らお示しいただけますか。
○赤海麹町出張所長

一番町児童館・集会室の建物なんですけれども、昭和５７年９月に

竣工しております。集会室のほうで申し上げますと、利用開始がその２か月後の１１月１
日からとなっておりますので、おおむね３８年程度かと。はい。
○池田委員

様々な区有施設があると思うんですけれども、建て替え等の予定はいかがな

んでしょうか。その給排水の工事という部分的なところだと思うんですけれども、いかが
ですか。
○永田委員長

大規模改修の予定などもありましたら、そちらも教えてください。

麹町出張所長。
○赤海麹町出張所長

現在のところ、大規模改修ですとか建て替えについては、特に想定

がされていない状況でございます。
○永田委員長

はい。いいですか。

ほかに、この件についてよろしいでしょうか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
○永田委員長

はい。それでは、一番町集会室についての報告を終了いたします。

続いて、（４）万世橋出張所・区民館の整備について、理事者からの説明を求めます。
○辰島万世橋出張所長

すみません。万世橋出張所・区民館の整備について、地域振興部

資料４に基づき、説明いたします。
（仮称）外神田一丁目公共施設に建設中の万世橋出張所及び区民館のことでございます。
施設の所在地は、千代田区外神田一丁目１番１３号になります。地上９階地下１階のう
ち、地階、地上１階から３階、７階、８階が出張所・区民館になります。
出張所に新たに設置する区民館各室の種別、定員、使用料は、（４）区民館の内訳のと
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おりでございます。使用料は、他区民館の種別やスペース等との均衡を図り、また、原価
計算を行って乖離がないように算定してございます。
裏面をおめくりいただきますと、（５）番は、現区民会館の各室の内訳となってござい
ます。
今後のスケジュールですが、本年１２月に竣工、来年１月に出張所業務開始、２月ない
し３月での区民館供用開始を予定してございます。
今回の整備に係る規定の整備、併せて区民館についての規定の整備を行うべく、第３回
区議会定例会におきまして、条例改正の議案を提出させていただく予定でございます。
説明は以上です。
○永田委員長

はい。

この件について質疑を受けます。よろしいでしょうか。
河合委員。
○河合委員

この５階の千代田区観光協会のスペースなんですけども、秋葉原が直近にあ

るというところで、いわゆるインバウンドも含めた、観光発信の拠点に持っていくと。ち
ょっと観光協会、別枠ですけど入っているんで、イメージとしては、そういう、何という
かな、位置づけになるというふうに理解をしてよろしいんでしょうか。
○末廣商工観光課長

今の河合委員のご質問に関して、ご説明させていただきます。

具体的に、今、観光協会のほうと協議をさせていただいている使用の方法についてなん
ですけれども、前回の委員会のときでも説明をさせていただいた部分にも触れるんですけ
ども、事業展開におきましては、観光に資する事業者に特化したインキュベーションオフ
ィスを運営することを予定しております。
区の商工振興において、親和性の高い団体や事業に対して、安価な賃料と区のネットワ
ークなどの付加価値を提供することで、この産業――観光振興を図っていくための企業や
団体の誘致を図っていくところでございます。
具体的なテーマとしましては、例えば想定している段階ではあるんですけども、スポー
ツツーリズムや、秋葉原という地域を考慮しますと、アニメだとかコンテンツなどを含め
た、観光に資するブランディングを定めた展開を広角的に行っていく予定でございます。
以上です。
○河合委員

分かりました。要するに、単なるインフォメーションの場所ではないと。い

わゆる、基本的に千代田区の地域に資する観光の、これからというかね、方法をこの辺で
インキュベーションで考えながら、さらに発展をさせていくという場所だということです
よね。
○末廣商工観光課長

はい。まさにそのとおりでございまして、これまで観光協会のほう

が、長い経験の下に観光に資する上のノウハウと、築いてきた観光の関係の人や企業との
ネットワークを生かしながら、秋葉原の地域特性を特化した、千代田区だからこそできる
ような観光の産業の資する事業展開を図る、その場所となるように期待しております。
○永田委員長
○河合委員
○永田委員長

河合委員。
いいです。
あ、いいですか。

たかざわ委員。

３

令和 2年 8月27日 地域文教委員会（未定稿）

○たかざわ委員

今のお話なんですけども、皆さん、なかなか納得がいかないんですよね。

この間、説明を受けましたけども。近隣の方に聞いてみても、そんなことは知らないと。
観光協会に無償で貸し付けて、観光協会が新たに貸し付けたその上がりは全部観光協会に
入ると。どうしてもそこの辺が、皆さん納得いかないということなんですけども、きちっ
と説明というのはされているんですか。
○末廣商工観光課長

そちらのビジネスモデルといいますか、この事業運営に関するモデ

ルになるんですけども。まず、こちらの目的としましては、区内の観光産業の振興に資す
る事業展開として使用するということと、観光協会の、いわゆる自主財源の確保による財
務基盤の強化と、あと、将来的な区の財政負担の軽減というところの二つを主に考えてい
るところでございます。ここで事業運営をするためには、観光協会のほうも法人化してい
るところでもございますので、最低限の収益は必要だと考えているところでございます。
また、財務基盤に関してなんですが、一般企業で言いますと、内部留保や自己資金に当
たるような一般正味財産が、現在、財務諸表上、かなり脆弱な状況でございます。で、こ
の今の状況ですと、自主的な事業展開や、今回のコロナ禍のような緊急時の対応などの機
動力のある組織運営が、なかなかちょっと図れない状況であるというところを考えており
ます。
また、観光協会様の収益なんですけども、ほとんどが、現在、区の補助金で賄われてお
りまして、一部、１割も満たないんですが、会費の収入や物販、広告などの収入があるん
ですけども、資金の蓄積が全くできていない状況になっております。そのためには、何ら
かの自主的な事業展開が必要だと考えております。その中で、収益の一般正味財産への留
保と補助事業の財源のバランスを図りながら、将来的な区の財政負担の軽減にもつなげて
いきたいと考えているところです。
で、こちらの取決めにつきましては、協会の顧問公認会計士にもご相談しているところ
なんですが、区の補助金に過度に依存しないための収入のチャネルの多角化の必要性だと
か、弾力性のある強い組織づくりには効果的な手法であるということを、評価を得ている
ところでございます。
○たかざわ委員

詳しいことは予算とか決算でまたやらせてもらいますけども、その理由、

観光協会に無償で貸し付けて、で、観光協会の収入になるという。これは理由なんか後づ
けだと思うんですね。いい例が、まちみらい千代田に西神田のビルをそのまま無償で貸し
て、××に貸して収益を上げているんですよね。そういうことが許されるのかということ
で、大変危惧しております。これは、また改めて、この場ではなくて予算とか決算でまた
やらせていただきたいと思うんで、きちっと納得のいく答弁ができるように、準備をして
おいてください。
○末廣商工観光課長
○永田委員長

はい。かしこまりました。準備をさせていただきます。

はい。

ほかに、この件について、よろしいでしょうか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
○永田委員長

はい。それでは、万世橋出張所に関する質疑を終わります。

続きまして、子ども部に戻ります。子ども部（１）放課後児童支援員制度の見直しにつ
いて、理事者からの説明を求めます。
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○安田児童・家庭支援センター所長

それでは、教育委員会資料１に基づきまして、放課

後児童支援員制度の見直しについてご報告を申し上げます。
本件につきましては、来る第３回定例会におきまして、条例の一部改正を議案として提
案をさせていただく予定でございます。本日は、その事前の情報提供としてご報告をさせ
ていただくものでございます。
まず、１、趣旨でございます。「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基
準」、これは学童クラブの設備運営の基準というものでございますが、こちらの一部改正
を、厚生労働省令により既に施行されているものでございますが、放課後児童支援員、こ
の放課後児童支援員は、一番この下段の参考欄に記載してございますが、学童クラブで業
務に従事をする者について創設された資格制度でございます。この放課後児童支援員の有
資格者となるための要件が変更されましたことから、所要の規定整備を行うものでござい
ます。
次に、２、概要でございますが、放課後児童支援員の有資格者となるために修了が必要
な研修、その実施者に中核市の長を追加します。その他省令の改正を踏まえまして、所要
の規定整備を行うものでございます。
３、施行予定期日でございますが、条例の公布の日からといたしまして、４、改正を予
定する条例でございますが、千代田区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基
準を定める条例でございます。
ご説明は以上でございます。
○永田委員長

はい。これはあれですね、基本的質疑のみ受けるということですね。はい。

では、基本的な質疑のみ、受け付けます。
○牛尾副委員長

これは、都道府県、この間は政令市も追加された研修を、今度は中核市

も行えると。で、そこの研修を受けるということなんですけども。これ、研修の内容につ
いては、都道府県が行う、政令市が行う、で、今回、中核市も行えることができる。内容
的には、差が生まれるのか、それとも同じ内容なのか。
○安田児童・家庭支援センター所長

この研修の内容でございますが、基本的なこのカリ

キュラム、いわゆる中核になるような科目ですとか、そういったもの。あるいは、受講の
時間数、こういったものは一定のやはり基準といいますか、これは都道府県、政令市、中
核市も同じレベルで実施をしていただくということを予定しているものでございます。
○牛尾副委員長

現在、千代田区の学童で働いている方々については、大体、どこの都道

府県がやっている研修を受けているのか。それとも、ほかのところの研修を受けた方が来
ているのか、その辺は分かりますか。
○安田児童・家庭支援センター所長

現在の千代田区の児童館、これは公営の児童館、並

びに民営の児童館も含めて、やはり東京都のほうが実施をしている研修、そちらを受講さ
れている方がほとんどを占めているというふうに認識をしております。
○永田委員長

はい。よろしいですか。

この件について、ほか、よろしいでしょうか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
○永田委員長

はい。それでは終了いたします。

続いて、（２）一番町児童館給排水――あ、これはやったのか。これは別ですよね。は
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い。給排水改修工事に伴う休館について、理事者からの説明を求めます。
○安田児童・家庭支援センター所長

それでは、教育委員会資料２に基づきまして、一番

町児童館給排水改修工事に伴う休館についてご報告を申し上げます。
まず、１、工事内容でございますが、老朽化いたしました給排水管、ドレン管の改修、
受水槽、高置水槽の改修・撤去、そして各トイレの改修を予定しているものでございます。
次に２、工事計画でございますが、前半後半に分けまして、前半は１０月初旬～１１月
中旬まで。工事の対象エリアは、地下１階から１階集会室に至るそれぞれの、このエリア
というものでございます。
後半につきましては、１１月中旬～１２月中旬。こちらは、２階から３階にかけて、ま
た、１階のそれぞれの部屋、トイレ、こういったところを改修する予定でございまして、
３、休館期間でございますが、児童館につきましては、１０月１日～１２月１０日までの
休館を予定しているところでございます。ただし、学童クラブにつきましては、保護者の
就労支援という、そういった意義がございますので、学童クラブは、この児童館休館期間
中も通常どおり開室をして、お子様をお預かりするという運営をいたします。
なお、本件の周知につきましては、広報千代田９月５日号、並びに区のホームページ等
で周知を図る予定でございます。
ご説明は以上でございます。
○永田委員長

はい。

では、一番町児童館休館について、質疑を受けます。
○牛尾副委員長

ということは、先ほどの出張所の改修も同じだと思うんですけども、学

童は運営するということですけれども、ちょっと心配になるのが、その工事の影響、例え
ば騒音とか、あとはトイレをどう使うのかということですけれども、その辺は検討されて
いるんですか。
○安田児童・家庭支援センター所長

副委員長ご指摘のとおり、まさに学童は、お子様を

お預かりいたしますので、この工事期間中に、いわゆる子ども、まあお子様、あるいは保
護者が出入りする動線ですとか、あるいはトイレ、そういった必要最低限の施設、設備の
確保、そういった、あるいは騒音ですね、そういったものにつきましては、これは学童の
保育に極力、支障を来さないような、そういった段取りを、より詳細を詰めていきまして、
例えばトイレにつきましては、工事をしているフロアは使わないで、それ以外のフロアに
移動してトイレを使っていただくとかですね。若干、そういった点でご不便はおかけいた
しますが、やはりどうしてもこの給排水、もう、今、限界に来ているという状況というふ
うに聞いておりますので、かなり、期間も、それなりの期間になりますが、いずれにいた
しましても、学童の運営には極力支障を来さないような、そういった工夫といいますか、
それを、対応策として取ってまいる予定でございます。
○牛尾副委員長

できるだけ、本当に、学童で宿題とか勉強をやる子もいるでしょうし、

騒音とかが影響しないように十分な手だてを取っていただきたいんですけれども。仮に、
どうしてもこの工事の音がうるさくて、学童、一番町については、なかなか集中できない
と、行けないという方について、例えば、ほかのところに一時的に預かってもらうような、
そういう柔軟な手だてというのは取れるものなんですか。
○安田児童・家庭支援センター所長

仮に学童クラブで、なかなかそこでは、ちょっと、
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まあ、今、副委員長ご指摘の騒音等で非常に運営が難しいということに、もし、万が一な
ったとしても、逆に我々としては、学童クラブを継続して運営をするということがあくま
でも前提でございますので、そういったことのない工夫をするというのがまず１点でござ
います。
そして、もう一点は、仮に保護者のほうから、ほかの児童館のほうで子どもを預けたい
という、そういったご相談があった場合には、これはまあ個別個別に、ちょっとそのご事
情なり、ご相談をお聞きしながら、その場合には、学童クラブではなくて、いわゆる児童
館機能のほうでお子様をお預かりするということになろうかと思います。
○永田委員長
○小野委員

この件について、ほか、よろしいでしょうか。
この児童館の工事の期間中というのは書いてあるんですけれども、この期間

中の、さらに日々の工事をする時間帯というのが大体決められていると思うんですけど、
もし分かれば、何時から何時までというのを教えていただけますか。
○永田委員長

答弁できますか。

○安田児童・家庭支援センター所長

ちょっとこの具体の工事時間については、ちょっと

まだ、そちらのほう、こちらにまだ資料として届いていない状況でございますが、基本や
はり日中、仮に、万が一騒音が出るような場合も、いわゆる日中ということで、あまり朝
早くですとか、あるいは夜遅くで工事を継続して、周辺にご迷惑がかかるようなことのな
いように、そこは配慮をしてスケジュールを組むというふうに考えております。
○小野委員

はい、分かりました。詳しい時間帯は分からないということですけれども、

騒音はどうしても出てしまうと思いますので、実際に、そこに気をつけつつ、あとは時間
帯で何とかカバーもできるのかなというふうに思います。
先ほどの牛尾副委員長からありました、勉強するとか、そういう時間帯も、もしかした
らそれによって若干の調整がきくかもしれませんので、工夫をお願いできればと思います。
特に答弁は結構です。
○永田委員長

じゃあ、そのようにお願いします。

ほかによろしいでしょうか。
○池田委員

今のこの工事の期間中のことで、もう一点確認させていただきたいんですけ

ど、あそこは１車線ずつの狭い道路なんですけれども、この給排水工事に伴いまして、あ
そこの道路のほうに、何か重機だとか、何かを置くぐらい大規模的な、程度を、ちょっと
聞かせていただきたいんですけれども。
○安田児童・家庭支援センター所長

申し訳ございません。ちょっと、いわゆるその具体

の工事の、例えばそういった重機ですとか、あるいはその前面道路をどういう形でという
ようなところはまだ、ちょっとこちらとしても情報を把握していないところでございます
が、ただ、今、委員ご指摘のとおり、あちらの前面道路が、あまり幅員の広い道路ではご
ざいませんので、したがいまして、いわゆるそういった交通等にも、あるいは動線として
通行者に危険とかそういったことのないような、そういう配慮は当然なされて、仮に車両
等が必要な場合は、どちらか車両の駐車スペースを確保してということが考えられると思
いますので、いずれにいたしましても、周辺の道路環境も含めて、極力その負荷がかから
ないような、そういった工事を進めていただきたいということで、ご意見としてそれは持
ち帰らせていただきたいと思います。
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○池田委員

はい。よろしくお願いいたします。

それと、工事内容の件で、各トイレの改修ということですけれども、その中に、これ洋
便器化とありますけれども、これまでの和式の小さいのとは違って、全部洋便器化になる
という解釈でしょうか。
○安田児童・家庭支援センター所長

やはりこちらは、現場のニーズということで、基本、

その洋便器のほうに変更をするというふうに聞いております。
○永田委員長

温水とかがないのかな。

池田委員。
○池田委員

もうちょっと具体になってしまうんですけども、例えば、そこが温水便座に

なるのか、もしくは和式的な旧型のものを残すのか、そのあたりはいかがでしょうか。
○安田児童・家庭支援センター所長

申し訳ございません。ちょっとそこまでの詳細な情

報は、まだ、こちらとしても把握をしていないんですが、ただ、やはり、このトイレの改
修に当たりましては、現場で、こちらの児童館を運営している、やはり現場の館長をはじ
め、あるいはご利用の保護者、児童のニーズを改めて確認をいたしまして、洋便器化を基
本にしながら、そういったニーズに十分応えられるような、そういった改修ということを
図ってまいりたいと思います。
○池田委員

これ、先ほどの一番町集会室と、きっと、もう併設というかな一緒になって

いると思うんですけど、あくまで今回は、児童館の中のトイレの改修ということで、ほか
の、例えば上の住宅だったりとか、この集会室のほうのトイレ関係、水回り関係の改修と
いうのは含まれていないんですか。
○安田児童・家庭支援センター所長

まず、住宅のほうのトイレですとか水回りは、今回、

この工事には含まれておりません。
それから、一番町児童――私のほうで、ただいまご説明、ご報告を申し上げているのは、
あくまでも児童館の館内の設備等についてでございますので、集会室につきましては、先
ほど麹町出張所長のほうからご説明を申し上げたとおりでございます。
○永田委員長
○池田委員
○永田委員長

池田委員、いいですか。
はい。
はい。

河合委員。
○河合委員

今の小野委員それから池田委員の質問に対しても、詳細が分からないという

ところが多かったんですけども、これ、もう１０月だから、あと１か月後には工事が始ま
るというところですよね。そうした場合に、普通、地域で業者が来て工事をする場合には、
時間帯も含めて、詳細はこうですよという説明をもって、地域に説明をするわけですね。
と、もう、そろそろ地域の説明も、工事をやりますということが入るんでしょうけども、
今日発表されたということは、我々委員も、児童館それから集会室、工事が始まりますよ
という話を地域ですることがこれから多くなると思うんですけども、今日の委員会の答弁
だと、時間帯も分からない、道路の使用はどうなっているかも分からないと。これじゃ説
明のしようがない。やっぱり、この委員会でこういうふうに報告をするんであれば、もう
ちょっと情報を精査して、持ってきていただきたいなと私は思います。
まあ、答弁はできないでしょうから、これはきっちりと委員長のほうに、細かい詳細も
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含めて報告をお願いしたいと思います。
○安田児童・家庭支援センター所長

はい。大変申し訳ございません。ただいま河合委員

ご指摘のとおりの部分も当然ございますが、本日、この案件をご報告させていただきまし
たのは、広報千代田９月５日号で、児童館が１０月から休館をするということを、皆様に
まずは周知をさせていただくという、そういったことから、それに先んじて当委員会にご
報告をさせていただきたかったものでございまして、実は、工事業者のほうが、９月３日
に入札で決定をするというふうに聞いておりますので、まだ具体の工事事業者も決定をし
ておりませんので、したがいまして、まだ、ただいまご質問いただきました工事の詳細な
仕様ですとか、そういったものについては、まだ不明確な部分がございます。したがいま
して、今後、より内容等がまた固まりましたら、改めてまた当委員会にもご報告等はさせ
ていただきたいと思います。
○永田委員長

まあ、発注前とはいえ、もう仕様は決まっていないといけないと思うんで

すけども、そこも決まっていないということなんですね。
先ほど池田委員から指摘があった温水洗浄付の便座については、公衆トイレにはもう使
わないという方針だったのは聞いていますけども、こうした公共施設においては、学校は
まだそこまで採用しないにしても、児童館の場合は、保護者の方も使うので、温水式の洗
浄がついたものがあるのが、もう標準仕様にしたほうがいいと思いますが、その点、もう
一度答弁いただけますか。
○安田児童・家庭支援センター所長

温水便座の洗浄機能付トイレにつきましては、やは

りニーズもあろうかと思いますので、改めてそういった仕様といいますか設備のその点に
つきましても確認をいたしまして、逆に本日、委員の皆様にから頂戴したご意見について
は、これを工事の所管課のほうにも伝えてまいりたいと思います。
○永田委員長

決まりましたら、また追って報告をお願いします。

この件について、ほか、よろしいでしょうか。
○西岡委員

先ほど所長の答弁にありました、この工事によって個別にほかの児童館への

一時的な移動も可能であるというふうにおっしゃっていましたけど、その件も保護者へは、
もう既に周知していらっしゃるんでしょうか。
○安田児童・家庭支援センター所長

児童館については、これは、区内居住の保護者、お

子様であれば、これはご自由にほかの児童館にも行っていただけますので、改めてそこの
部分は、一番町児童館休館のご案内と併せて、ほかの児童館等の、いわゆる場所ですとか
機能等も含めて、ご案内はさせていただきたいと思います。
○西岡委員

改めて、やはり記載しているのと、また、表記されているのとではまた違い

ますので、よろしくお願いします。
それで、この工事をするということも、どこかに、例えば貼ってあるとか、その保護者
の方に分かるように、目につくようにしていらっしゃるのか、その点を聞きたかったんで
すけど。
○安田児童・家庭支援センター所長

本日のこの委員会のご報告を踏まえて、児童館のほ

うから、各、いわゆる児童館のご利用の皆様には、情報として発信をさせていただく予定
でございます。
ただ、学童クラブのご利用の保護者のほうには、先んじて、この期間、学童クラブに、
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いわゆる工事によって学童の部屋が変わるといったことについては、情報提供をしている
ものでございます。
○永田委員長
○西岡委員
○永田委員長
○小野委員

いいですか。
分かりました。
この件について、ほか、よろしいでしょうか。
今回、業者が９月３日の入札で決まるということなので、詳細はこれからと

いうことで承知しました。一つリクエストなんですけれども、近隣への案内もされると思
うんですけれども、同時に学童クラブの運営者にも、工事の計画が出次第、早めにお知ら
せいただくと、多分、学童の中身を、カリキュラムを組みやすくなるのかなと思いますの
で、そのあたりのフォローもよろしくお願いいたします。
○安田児童・家庭支援センター所長

はい。小野委員のご意見、踏まえて対応してまいり

ます。
○永田委員長

この件について、ほか、よろしいでしょうか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕

○永田委員長

はい。以上で、子ども部の報告事項を終わります。

続いて、地域振興部の報告事項に戻ります。地域振興部の（１）千代田万世会館指定管
理者候補者選定委員会の選定結果について、理事者からの説明を求めます。
○菊池コミュニティ総務課長

それでは、地域振興部資料１に基づきまして、千代田万世

会館指定管理者候補者選定委員会の選定結果についてご報告申し上げます。
本件につきましては、令和２年第３回定例会の議案提出予定案件となっているため、今
般は、その概要について情報提供するものでございます。
まず一つ目、選定経過でございます。（２）のとおり、選定委員会を実施いたしました。
選定委員会のメンバーでございますが、恐れ入ります、裏面の５の名簿をご覧ください。
地域振興部長を委員長としまして、学識経験者として公認会計士の井上様、区民代表とし
まして、麹町地区連合町会長の横山会長、万世橋地区連合町会長の作道会長、区職員とし
て、管轄の万世橋出張所長の辰島所長にお願いして、構成いたしました。
資料、表面にお戻りいただきまして、１の選定経過でございます。
まず、４月に第１回の選定委員会を開催いたしまして、この中で募集要項や、（１）に
掲げております選定基準等を決定いたしました。その後、５月に現地説明会を実施いたし
まして、６月に、主に財務評価に関する第一次審査を実施いたしました。この段階で応募
のあった団体は１団体となっておりまして、書類審査の結果、この応募団体が第一次審査
を通過いたしました。そして、７月に、応募団体によるプレゼンテーション審査に基づく
第２回選定委員会を開催しまして、応募団体を指定管理者候補者として選定いたしました。
（３）番、評価結果につきましては、評価者５名の合計点１,０００点満点中６０％以
上を採用基準として設定いたしまして、８０４.５点を得たものでございます。
２番、指定管理者候補者名は、株式会社日比谷花壇でございます。
裏面に参りまして、３番、指定期間でございますが、令和３年４月１日から令和８年３
月３１日までの５年間でございます。
４番、選定理由でございますが、当該団体は、都内ほかの自治体におきましても葬祭施
設の指定管理業務の実績があり、ノウハウが期待できること。利用者からのヒアリング等
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を通じ、葬儀利用において、重要な公平、公正な対応を重視していること。さらに、新型
ウイルスの影響による葬儀市場の縮小の中においても、サービス向上のための意欲が感じ
られたことなどによるものでございます。
また、事前の財務評価におきましても、収益力の改善が今後の経営課題であるものの、
資金・収支計画とも合理的なもので、疑義を生じるものではないと判断されました。
最後に、６番、今後のスケジュールです。今後、令和２年第３回定例会におきまして、
指定管理者の指定を議決を頂くため、審議をお願いする予定でございます。その後、業務
継続を可能にするため、債務負担行為の設定を令和３年第１回定例会でご審議いただき、
令和３年３月まで区と事業者との間で協議を行いながら、令和３年４月１日に協定締結の
予定となっております。
ご説明は以上でございます。
○永田委員長

はい。

あれっ、この件についても基本的な質疑のみということですよね。はい。基本的な質疑
のみお受けいたします。よろしいでしょうか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
○永田委員長

はい。それでは、万世会館指定管理者についての質疑を終了いたします。

続きまして、地域振興部（２）商工融資緊急経営支援特別資金の実施期間延長について、
理事者からの説明を求めます。
○末廣商工観光課長

それでは、地域振興部資料２に基づきまして、説明をさせていただ

きます。商工融資緊急経営支援特別資金の実施期間延長についてご説明をさせていただき
ます。
まず１番なんですけども、事業概要としまして、新型コロナウイルス感染症を受けた特
別の資金を、今年の３月９日から期間、時限措置としまして９月３０日までの措置として
実施をしているところでございます。こちらの資金につきましては、これまでの既存の資
金とは別枠で、有利な条件でコロナの影響を受けて売上げが減少した方を対象に、中小企
業を対象に実施しているところでございますが、融資の条件につきましては、こちらの下
の表のとおりになっているところでございます。
２番、延長させていただく理由なんですけども、新型コロナウイルスの収束が見通せな
い中、経営環境はますます厳しさを増しておりまして、中小企業の資金繰りは逼迫してい
る状況でございます。そのため、９月３０日という時限措置を延長させていただくところ
をご説明させていただいているところでございます。
３番、概算費用になります。信用保証料の補助と利子補給を合わせまして、１,１１６
万円を予定しているところでございます。
４番、利用実績見込み及び経費内訳になります。利用実績、今後、１０月以降の利用実
績につきましては、おおむね月２０件を予定しているところで、そちらに対する費用とい
うのは、こちらの表に示させていただいたとおり、システムのほうに打ち込んで、算出さ
せていただいた費用になっているところでございます。
こちらの２０件についての根拠なんですけども、飛んで６番のほうの貸付実績のほうを
ご説明させていただきますと、この制度が始まった３月以降から７月までの間に、融資の
実行をした実績になるんですけども、合計１０６件となっております。そうしますと、５
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か月の間に、月約２０件というところで推移してきましたので、この傾向が今後続いてい
くだろうというところでございます。
また、ちなみに参考でご説明させていただきたいんですが、実行まで判明しているもの
は１０６件なんですが、この本資金を金融機関のほうにあっせんしている件数につきまし
ては、４番の下のほうに書かせていただいているとおり、３５３件となっておりまして、
この中の恐らくほとんどが、今、東京都のほうの融資制度のほうに流れているというとこ
ろが予想されているんですが、まだ結果的にはちょっと分かっていないところではありま
す。とはいいましても、東京都のほうの制度が使えない中小企業の方に対するニーズとい
うのは、引き続き１０月以降もございますので、そういったところまで、我々のほうで支
援をさせていただきたいと考えているところでございます。
５番の今後のスケジュールになりますが、途切れなく融資のほうを対応させていただき
たく考えておりまして、１０月１日から３月末までの実行分を対象にしたいと考えている
ところでございます。
以上です。
○永田委員長

はい。

それでは、商工融資について、基本的な質疑をお受けいたします。
○牛尾副委員長

先日の予算臨時会、この臨時会でも、新たな融資制度、今度は２０名以

下の企業ということを対象に、区民だと無利子ということで融資制度ができますけれども、
この現在の支援、この融資制度で、２０名以下の企業、中小零細企業は大体どれぐらい借
りているかというのは、数字は分かりますか。
○末廣商工観光課長

およそ、制度の種類にもよるんですけども、８割から９割が小規模

企業がご利用していただいております。
○牛尾副委員長

まあ、なかなか難しいとは思うんですけれども、そうした方々が新たな

無利子の制度を利用したいと。今までだと、利子がつく、と。じゃあ、今度新しく無利子
の制度ができたと。そちらに移行したいという、そういう、じゃあ要望があった場合、借
り換える、または新たな融資を借りるというのは可能かどうか。難しいのか、どうなんで
すか。
○末廣商工観光課長

こちらに関しましては、国でやっている制度、都でやっている制度、

区のやっている制度、どれを活用するかということになってくるんですけども、現在、区
の制度を活用して無利子の制度に借り換えるということは難しい状況になっていますが、
例えば、今、東京都のほうで実施している制度は、３年間無利息という制度もございます
ので、そういった形で、いろいろな制度を活用しながら一番有利な条件を選んでいただい
て、お借りできる、していただけるということは可能だと考えております。
○牛尾副委員長

そういった東京都の制度を利用するというのは可能だけど、この千代田

区の新しくできる制度、それを、また、今これを借りている事業者が、新しい、その、区
の無利子の融資制度を使うというのは難しいということ。そこを聞かせてください。
○末廣商工観光課長

そちらの説明は先日の予算特別委員会のほうでもご説明させていた

だいたんですが、今回、臨時会のほうで補正予算で提案させていただいている新たな融資
制度につきましては、新たな資金調達を目的にした制度になりますので、借換えを目的と
する制度でございませんので、それは保証協会、信用保証の制度上、ルールに反すること
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になりますので、できない形になっております。もし、今後、区の制度融資で、借換えを
含めた融資を対応するんであれば、また今後になるんですけども、その借換えを目的とし
たメニューというのを設定することは可能ですので、そういったところで検討していきた
いと考えております。
○永田委員長

はい。

ほかによろしいでしょうか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
○永田委員長

はい。では、この件につきましては終了いたします。

以上で報告事項を終わります。
続いて、日程２、その他に入ります。執行機関から何かございますでしょうか。
○新井子ども支援課長

それでは、新型コロナウイルス感染症対策に伴う保育園、こども

園の１０月以降の運営について、口頭でご報告させていただきます。
保育園、こども園の運営に対しましては、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、９
月末まで登園自粛を希望される方は、休園いただいているところです。このたび登園自粛
の取扱いを３月末まで延長することといたしましたので、ご報告いたします。
以上です。
○永田委員長
○西岡委員

はい。この件につきまして質疑を受けます。
今年度内までは、コロナによって、様々な、やはりご家庭の事情もあって、

その子どもたちの通園を配慮するのであれば、料金のまた日割りですとか充当も継続して
いくべきだと思うんですね。それに対しては、どのようにお考えですか。
○新井子ども支援課長

保育料に関しましても、日割りで返還、充当等を実施してまいり

たいと考えております。
○西岡委員

はい。ありがとうございます。コロナによる登園自粛期間中の延長保育料に

対する保護者への周知も、実は各園ごとに違いがあったと聞き及んでいるんですけれども、
今回も、その保護者の方への各園からの保育料の意見も、周知するように指導はしていら
っしゃいますか。
○新井子ども支援課長

延長保育料に関しましては、各園の対応となっておりまして、取

組等も様々です。しかし、延長保育料に関しましても、各園に日割り等で返還するよう、
こちらからお願いしております。
○西岡委員

分かりました。各園にはお知らせしていらっしゃるとは思うんですけれども、

その各園から保護者に対して、延長保育だけではなくて、１０月以降も、要は来年３月ま
で料金の日割りですとか充当が継続できるということを周知しているか、もう一度確認し
たいんですが。
○新井子ども支援課長

第一報といたしましては、今週周知いたしますけれども、１０月

以降、また詳しく保護者のほうにも詳細を周知していきたいと思っております。
○永田委員長
○西岡委員
○永田委員長

はい。いいですか。
はい。よろしくお願いします。
ほかに。

池田委員。
○池田委員

ちなみにといいますか確認をさせていただきたいのは、これまでの期間で、
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自粛期間を延長するということですけれども、これまでの期間で、大体各園とも、どの程
度の自粛された園児、ご家庭があったか、もし分かるようでしたらお聞かせください。
○新井子ども支援課長

月単位でいらっしゃらない、もう全く行かないという方は、各園

数名ずつおります。また、リモート等と併用して出勤されていらっしゃる方もおりまして、
週に２日だったり３日だったりというような登園というようなことを選ばれた方もいらっ
しゃいますので、その辺は、はっきりは分かっておりませんけれども、何らかの形では、
１,０００人中、七、八百人の方は、何らかの形でそういったご協力をしていただいてお
ります。
○池田委員

この間、本当にお子さんたちもご家庭も大変だと思いますけれども、そうい

うお子さんたちを預かる保育士さんだったり、保育園、こども園環境も、非常に過密なと
ころだと思いますので、そのあたりのほうの職員分の方々に対しての対応というのは、ど
うなっていますでしょうか。
○新井子ども支援課長

保育士さんたち、本当に今、大変な現状をよく頑張って、子ども

のため、保護者のためにやっていただいておりますので、その辺は、補助ですね、新しい
補助をコロナに対する補助金等、また国からもそういったような補助金で何か今、これか
ら何か備えられるものというようなところで、アンケートを取っているところでございま
すので、様々な面から支援していけたらというように思っております。
○永田委員長

はい。

ほかによろしいでしょうか。
○牛尾副委員長

ちょっと、これは少し離れてしまうんですけれども、コロナの対策とい

うことで、保育園でも、もちろんその辺は、先生たちが各所を消毒されていると思うんで
すけれども、やっぱり先生たちがやっていまして、ここへの例えば専門家からのアドバイ
スなり、ちゃんとした消毒をここはやるようにというような、そういうのができたといい
ますか、本当は専門業者がそういったところも消毒してもらえば一番いいと思うんですけ
れども、そういった対策というのはどうされていますか。
○新井子ども支援課長

各園には、看護師さんがおります。また、いない園については、

うちの子ども支援課の看護師が随時巡回しているという状況です。そこではアドバイス等
はきちんとしておりまして、どこを消毒したらいいか、どんなものを使ったらいいのかと
いうことは、随時ご提供させていただいているところです。
掃除に関しては、本当に大変だという声も聞いておりますし、私もそのように、という
ことは十分認識をしておりまして、保育補助的な方を雇用いたしまして、掃除をしたりと
している園もありますし、皆さん協力して、今、うまく回っているというように認識して
おります。
○永田委員長
○西岡委員

西岡委員。
園児は、もともとすごく体温が高いんですけれども、コロナももちろん大事

です、対策も大事ですけれども、熱中症対策で何か各園にご案内はしていらっしゃいます
か、指導はしていらっしゃいますか。
○新井子ども支援課長

本当に、熱中症に関しましては、毎年、保育園も様々な工夫をし

ているところですが、今年に関しましては、そういったコロナ、また熱中症、両方、もう
本当にいろいろな場合があると。コロナですけれども、水分は小まめにであったりだとか、
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体温については、先生たちも気をつけてくだっていると思いますし、特に、熱中症だから
というのは、いつもの熱中症ということで、十分注意できていると思っております。
○永田委員長

はい。

ほかによろしいでしょうか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
○永田委員長

はい。

その他はございますか。
指導課長。
○佐藤指導課長

それでは、令和２年度２学期、小中学校における区の連合行事及び宿泊

行事、そして学校行事等の実施に関しまして、ご報告を口頭でさせていただきます。
このたびの新型コロナウイルス感染症の関連で、２学期以降の予定されていた様々、今
申し上げました行事等につきましては、次のように、中止、変更とさせていただきたいと
いうことでご報告をさせていただきます。
まず、宿泊行事でございます。小学校のほうの４年生の岩井臨海学校。こちらのほうは、
一度ご報告をさせていただきました。そして、１０月に予定していた５年生の嬬恋自然体
験教室。こちらのほうも中止といたします。中止といたしました宿泊行事につきましては、
代替となる体験活動等の実施を各校において検討をしているところでございます。
また、延期としているものとしましては、小学校６年生の学年移動教室、中学校３年生
の修学旅行。こちらのほうにつきましては、まだ中止とせずに延期というふうに考えてお
ります。おおむね実施は、２月もしくは３月ということを想定しているところでございま
す。
また、連合行事としましては、小学校の連合音楽会、そして水泳記録会のほうを中止と
いたします。
そのほか、各校における運動会、体育祭、文化的行事についてでございますが、例年ど
おり行っているような運動会、もしくは文化的行事、音楽会のような、例年今まで見てき
たような形での開催は行いません。３密を避け、３密の重複を避け、競技内容や保護者の
参観方法等を工夫して、新型コロナウイルス感染症の予防対策を十分に講じた上で、例え
ば運動会であるならば、その実施につきましては、各校が３密にならないような工夫をし
て実施する計画を立てて、進めてきているというところでございます。
ご報告は以上です。
○永田委員長
○池田委員

はい。この件につきまして、質疑を受けます。
ただいまの説明の中に、小学校の嬬恋の授業が、秋も中止になったというこ

とですけれども、これまで姉妹都市として、行ったり来たりというか、子どもたちの交流
も含めたことをしてきていると思いますけれども、全く中止となってしまっては、ちょっ
と非常に寂しいところなんですが、例えばこれまで植付けをやったり、収穫をしたりとか
ということも含めた、あくまでコロナに影響がない程度の何ていうんでしょうね、収穫し
た物を子どもたちに何か味わってもらうだとか、ある程度の何か、その学年しかできない
体験ですから、何か考えていただきたいと思っていたんですけれども、そのあたりはいか
がなんでしょうか
○佐藤指導課長

今、池田委員からご指摘ありましたようなことは、各学校でも非常に重
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きを置いていたところでございます。今回、嬬恋の自然体験教室に関しましては、本区の
みの決定ではなく、嬬恋村の教育委員会とも協議をして、やはり先方のほうの考えもあっ
ての、このような形になったというところでございます。
ただし、収穫等はありますので、そのものを触れられるような体験を何かできないかと
いうことは、実は学校のほうでもアイデアを出しているところがありますので、そういっ
たところを校長会ですり合わせし、私どもも検討に入った上で、何ができるかということ
を考えていきたいなというように思っております。
○池田委員

はい。よろしくお願いいたします。残念なことに、区民体育大会も早々と中

止の決定をしているというところで、やはり姉妹都市との連携というのは、そこは教育以
外のところでも関係してくると思いますけれども、ぜひ、地方との連携というところを考
えると、やはり子どもたちも含めた産地の特産物だったりとかというのをしっかりと続け
ていっていただきたいと思いますので、そのあたりは、ほかの所管をまたいでしまうかも
しれませんけれども、検討していただきたいと思いますが、いかがでしょう。
○佐藤指導課長

頂いたご意見をもとに、検討をしてまいります。

また、収穫物だけではなくて、このたびＩＣＴのほうの整備も整ってきていますから、
そういったものを使って、離れていても通信による交流はできないか、そういったところ
も十分検討してまいりたいというふうに考えております。
○池田委員

ぜひ、指導課長がおっしゃっていたように、まさに、せっかく予算をつけて

これからやっていくということですから、ＩＣＴの活用も十分に発揮していただきたいと
思いますので、よろしくお願いいたします。
それと、もう一点なんですけれども、水泳記録会も中止となってしまったということで
すが、一部、例えば麴町の区民館にあるプールは、一般利用が、少し入場制限はしている
とはいえ始まっていますが、例えばプール施設がある学校については、各学年、各クラス
ごとでもいいんですけれども、何かその、お考えが、どうなんでしょうか。全くやらない
という年になってしまうのか、その辺、注意をしなきゃいけないところは重々承知はして
いますけれども、いかがですか。
○佐藤指導課長

ご意見ありがとうございます。大切な成長の機会であるこういった記録

会をなくしていくというのは、断腸の思いがあるところでございます。
今回の水泳につきましては、水泳そのものを、今回、各学校で授業中には行わないとい
うふうな配慮をして進めてきているところでございますので、それに伴って、記録会のほ
うも行わないというようなことになっているところでございます。
○池田委員

記録会のほうについては致し方ないと思いますけれども、もう９月に入って

しまいますけれども、プールに関しては、まだまだ暑い時期が続きますけれども、予定は
考えていないということでしょうか。
○佐藤指導課長

熱中症等のこともありますので、様々配慮は考えたところではございま

すが、１学期、途中の段階で、プール開きをするかどうかというところの時点から、感染
症の状況が思わしくないということと、水泳指導においては、非常に密になる可能性が高
いというところを、泳ぐだけじゃなくて、並んだりとか、実施の方法、安全面でかなり不
安点が多いということから中止をしたところでございますので、それをこれからちょっと
変えていくということは、しない予定でございます。
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○池田委員

今年に関しては、本当にもう、致し方ないことばっかりだと思いますけれど

も、もう一点、宿泊行事も中止になったというところも、もう致し方ない話なんですが、
ここに来て、劇場だったりとか公共ホールですとかが、席を少し空けながらの観覧、観戦
というのが出てきた状況なんですけれども、例えば、宿泊はできなくても、子どもたちに
記憶に残るような何かそういうところを、非常に３密にならないということは非常に大切
ですから、そのあたりも考慮して、できれば思い出に残るような企画をこれからまだ間に
合うと思いますので、何か教育委員会のほうからも、各学校それぞれいろいろ考え方が学
校さん、校長先生によってあると思いますけれども、やはり何かやっていただきたいと思
うんですけど、いかがでしょうかね。
○佐藤指導課長

ご意見ありがとうございます。今回、２学期がどうなるか分からないと

いうことに関しては、もう１学期の段階から想定がされておりました。そして、今回、今
このように口頭発表させていただいておりますが、このような方向になるであろうという
ことを想定をしておいてくださいということは、各学校のほうに校園長会の中で、決定で
はないにしても伝えていたところではございます。
それで、今回は、その中で一応どんなアイデアがあるだろうかということを各校で目の
前にいる子どもたちを思って計画をしていただきたいと。資金面での援助は、教育委員会
のほうがしますのでという形で提案をしたところ、各校が本当に担任、例えば５年生が行
くわけなんですけれども、５年生の担任が、こんなことができないか、あんなことができ
ないかというようなことを様々企画したアイデアが、今、私たちの手元に集まってきてい
るところでございます。
今回、このような方法で、教育委員会が用意したところに行くということではなくて、
先生たちが、学校は君たちのことを考えて、思って、こういうふうな計画をしているんだ
というような、熱意たる部分を子どもに伝わりやすいと、伝えるためには、やっぱり目の
前の教師たち、学校が考えていくものをやっていこうというふうな形がよいと判断をして、
このような形を取っております。
教育委員会としては、内容のほうを見させていただき、またそれを校長会と共有をしな
がら、適宜相談に応じて、ある程度の限度というのはあるとは思うんですけれども、バッ
クアップをしていくという形で進めていきたいというふうに考えています。
○永田委員長

はい。

ほかによろしいでしょうか。
○牛尾副委員長

小学校の行事については、私も、例えば嬬恋小学校との交流等もやって

いるわけですし、オンラインで何かできないかとは思っていたんで、今、課長のほうから
ＩＣＴも活用したものを考えたいと言っていましたので、ぜひ実現に向けて努力をしてい
ただければなというふうに思います。これはもう、答弁はいいです。
私は、小学校と同時に保育園の行事。保育園の運動会も秋にあるんですけれども、ここ
についてはどういう予定になっていますか。
○新井子ども支援課長

例年ですと小学校をお借りして、各園、０歳から年長さんまで実

施してきたというような状況なんですけれども、今年度につきましては、大体どの園も３
歳児以上、また、やり方も、時間を短縮する等、今、工夫をしているところです。また、
会社の方針で、もうやらないと決めた園もあります。今後、またちょっと少し変わってい
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くかなというところではあるんですけども、何らかの形ではやりたい、園でやりたい、親
に見せたいというようなお声もたくさん園から言われておりまして、一緒に考えながら、
何か工夫をしながらやっていきたいと思っております。
○牛尾副委員長

では、何らかの形で実施はしていく方向だといいんですけれども、例え

ば、どうしてもやりたいけれども、場所の確保、密になっちゃうというようなことに関し
ては、場所をこういうところがありますよというような相談もよく受けて、ぜひ保育園、
あと保護者のニーズも酌み取っていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願
いします。
○新井子ども支援課長

はい。密にならないようにということで、様々な発想を持ちまし

て、例えば区の体育館は大きいので、そこを借りる園もあったりとか、今、準備しており
ますので、その辺十分考えてまいります。
○永田委員長

はい。

この件について、ほか、よろしいでしょうか。
○小野委員

先ほどの指導課長からの、こういう状況ですという件についてです。まさに

現場から上がってきた企画を教育委員会、校長会で精査をして、それをどちらかというと
実現ができるような方向性で応援をしていくということだったので、これ、とてもすばら
しいなというふうに思いました。
可能であればなんですけれども、各校からせっかくいろんなアイデアが出ていると思い
ますので、それを学校を越えて、どんなアイデアが出たのかとか、またそのアイデアがな
ぜ採用されたのかだとか、そうしたところがほかの先生方からも理解ができるように、開
示をしていただけると今後の参考になるのかなと思うんですけれども、そのあたりは、ど
のようにお考えでしょうか。
○佐藤指導課長

各学校からアイデアを出していただいていることに関しまして、受け止

めていただきまして、ありがとうございます。
区としては、その中のどれか一つにするんじゃなくて、それで各学校のアイデアを実施
してもらうという方向です。
これについては、もうそれを一覧を作って、各校園長会の中で共通理解をする、もしく
は、もう、この千代田区のよさの一つとして、非常にフットワークのいいチームが、もう
まとまりやすいような人数であるということもありますので、日々そういったことは交流
をされておりますので、教員の中でもそういうものは自然と伝わっていくような形になっ
ていきますので、そういったところで共有をしていこうというふうに考えているところで
す。
○小野委員

承知しました。もう既に、そうしたネットワークも、今回のことでかなりで

き上がっていらっしゃるのかなというふうに、今思いました。
実際に様々なアイデアを出すに当たって、先生方も、自分たちだけではなくて、きっと
いろんなところで勉強したりだとか情報収集をされていると思いますので、ほかの他県が
取り組んでいることですとか、そうしたものもきっと参考になるものがいっぱいあると思
いますので、ぜひこれを機会にいろんなナレッジを蓄積していただき、今後、いい体験学
習につなげていただければなと思いますので、よろしくお願いします。
○佐藤指導課長

ありがとうございます。恐らく全国各地で同じようなことを今考えてい
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る最中だと思います。そして、様々、実践例も出てきています。
本区は、やむなく予算的にもう中止としてしまう自治体もある中で、何かの代替を考え
て行けないだろうかと。子どもたちに、このまま何もないままで卒業するのではなくて、
何か思いとともに何か実現できないかというような方向で進んでおりますので、そういっ
た発信が全国各地、これからまた出てきてくると思いますので、そういうのも生かしなが
ら、今のアイデアがまた変わっていく可能性もあるというふうに思っております。そうい
うのもしっかりと受け止めながら、学校とともに教育委員会は考えてまいりたいというふ
うに考えているところでございます。
○永田委員長

いいですか。

その他、この件についてよろしいでしょうか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
○永田委員長

はい。じゃあ、この件について終了します。

一旦休憩します。
午前１１時４８分休憩
午前１１時４８分再開
○永田委員長

では、委員会を再開いたします。

執行機関からその他、ほかにございますでしょうか。
○菊池コミュニティ総務課長

それでは、先日、当委員会でご報告いたしました国の特別

定額給付金事業の現在の給付状況について、私のほうから口頭でご報告させていただきま
す。
今般、国の特別給付金の申請期間につきましては、受付開始後３か月ということで、国
の規定により定められていることから、８月２６日をもって申請の受付を終了いたしまし
た。
本区では、５月２５日に、郵送による申請書を給付の対象となる世帯３万７,５９７世
帯に郵送しております。これに対しまして、８月２６日現在の支給処理済みの件数でござ
いますが、３万６,８６２世帯となっております。こちら、全支給対象世帯に対する支給
処理済みの件数の割合は約９８.１％となっており、ほぼ支給が完了している状況でござ
います。これまでに給付金事務に、ご理解、ご協力を賜りましたことを厚くお礼申し上げ
ます。
今後は、消印有効となっているものの申請処理や申請書類の不備の是正などに関する処
理を行ってまいります。引き続き、きめ細やかな給付対応に取り組んでまいりますので、
よろしくお願いいたします。
ご報告は以上でございます。
○永田委員長

はい。この件について質疑を受けます。はい。よろしいですか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕

○永田委員長

はい。

その他、ほかにございますか。
○小川国際平和・男女平等人権課長

ちよだ女性団体等連絡会との共催の講演会について、

既に議員の方々には、チラシを議員ポストに配付させていただいておりますが、口頭でご
報告をいたします。
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例年は、ちよだ女性団体等連絡会と共催で宿泊研修を行っておりますが、今年は、新型
コロナウイルス感染拡大防止のため、区役所での講演会開催に変更することとなったもの
でございます。
９月１２日土曜日、１４時から１６時に、区役所４階４０１会議室において、講演会を
開催します。テーマは、「女性の人権、ジェンダー平等の前進へ－女性差別撤廃条約選択
議定書の批准について共に考えてみませんか－」ということで、講師は、早稲田大学名誉
教授、浅倉むつ子さんでございます。対象は、区内在住、在勤、在学者。定員３５名とい
うことで、広報千代田８月５日号に受講者募集記事を掲載しております。
ご報告は以上です。
○永田委員長
○池田委員

はい。この件について質疑を受けます。
今の共催講座についてですけれども、この常任委員会でも陳情書について審

査した経緯がありますが、区としての確認をさせていただきたいんですけれども、あくま
でそのテーマについての内容については、中立性を保っているというところで、認識でよ
ろしいんでしょうか。
○小川国際平和・男女平等人権課長

区としては中立性を保っているんですけれども、今

回のこの講座につきましては、ちよだ女性団体等連絡会のほうで、もう以前から計画して
いるものを、宿泊学習を講演会という形で変えて、講師もそのままという形になっており
まして、私どものほうでは、その団体の意思を尊重してという形になっておりますので、
区としては、ほかの立場の者も当然中立に考えていかなくてはいけないと思っております。
○池田委員

よろしくお願いいたします。

で、その、何ていうの、参加の対象になる方が、在住者はもちろんのこと、在学、在勤
ということですけれども、そのあたりの募集についても、直接、区が関わっていることで
はないということですか。
○小川国際平和・男女平等人権課長

団体のほうで２０名の枠で募集されていて、私ども

が共催するという形になっている関係上、区の団体でない方も、一般の方も参加できるよ
うにという形にしていますので、残りの分については、区で受付をしてございます。
○永田委員長

この講演の中身については、区としては、中立な姿勢とはいえ、講演その

ものの中身自体の中立性については分からないということだと思いますが、そういうこと
でよろしいんでしょうか。
○小川国際平和・男女平等人権課長

この先生の立場としては、批准をしたほうがいいと

いうお考えの方だということは認識しているんですけれども、この中で、中立性を確保し
た後援会ということではないですけれども、区としては中立な立場でやっていかなければ
いけないとは思っております。
○永田委員長

当委員会でも、先ほど池田委員が指摘したとおり、女性差別撤廃条約選択

議定書についての陳情についての審査をいたしました。で、政府の方針等あったり等、い
ろいろな意見が出た中で、その陳情については、結果的に不採択という形になっています。
よって、講演の内容については、私どもが何か関与するものではないかもしれませんが、
講演の内容について、後ほど委員会に報告していただきたいと思いますが、そのことは可
能でしょうか。
○小川国際平和・男女平等人権課長

はい。内容について、後日ご報告させていただきま
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す。
○永田委員長

はい。じゃあ、そのようにお願いいたします。

この件について、ほか、よろしいでしょうか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
○永田委員長

はい。

その他、執行機関から何かございますでしょうか。
○依田生涯学習・スポーツ課長

口頭にてご報告申し上げます。

３定の決算議会にも再度報告申し上げますが、昨日、新聞報道にもありました、職員の
懲戒処分に関する事故報告でございます。
事故の概要でございますが、令和元年度、昨年度、スポーツ振興基本計画の策定支援業
務、いわゆるコンサルティング業務についての事故でございます。本来、契約課において
競争入札に付すべきものにもかかわらず、その認識を誤り、また、令和元年度から令和２
年度までのものとして、担当職員が当課の専決により、特命随意契約により委託契約書を
作成したものでございます。
本来なすべき財務会計システム上の支出負担行為を完結せずに履行に及んだもので、こ
の受託業者から年度末、令和２年３月３１日に令和元年度分の履行に係る供給完了書ほか、
成果物報告書を受領しており、当課検査員並びに当課長により履行内容を確認したが、そ
の契約代金請求も受けていたにもかかわらず、未執行となったものでございます。
なお、出納閉鎖の日を徒過したために、過年度支払いを行ったものでございます。
報告は以上です。
○永田委員長
○河合委員

はい。この件について、質疑を受けます。
この、本来、入札をして、指名競争入札を行うというところを、随意契約を

一担当者がしてしまったということですよね。いわゆる行政のシステムというか、根本的
に職員がやらなければ、どういう法律にのっとって、この行政をきちっと運営していくか
という根本が、もう狂っちゃったわけですよ。
で、ここというのは、非常にヒューマンエラーとかそういうものではなくて、いわゆる
職員の意識の問題、本来やらなければやらない――いけないことをやってしまったと。こ
の辺の問題に対して、庁内としては、どのような、反省点も踏まえて議論をしたのか。そ
の辺の経緯を、分かれば教えていただけますか。
○依田生涯学習・スポーツ課長

庁内におきまして、この職務上の事故の発生を受けての

再発防止策についてという文書を発出してございます。この契約事務に関しましては、こ
の契約の意義、法的な拘束力を持つという観点から、履行に至らなかった場合には、相手
方から履行の強制等々の救済を求める可能性があるというようなこと、極めて重いもので
あるということ。また、各課長等の契約担当者、各課において全ての契約事案について把
握するとともに、係長以下、実務担当者に対して、契約事務規則にのっとり、契約締結請
求処理を確実に行われていることを確認するということ。及び、この契約課が行う手続、
案件に関しては、各課において、契約に係る起案の決裁、完了次第、速やかに契約締結を
行うといったこと。あるいは、契約課が発注する契約締結予定案件について、契約締結予
定表を毎月２０日までに契約課へ提出するといったことを確実に履行するようにといった、
こういったものの事務処理の周知の徹底を図るようにという文書。あるいは、会計事務に
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関しても、適正な請求書等を受理した場合には、速やかに支出命令を行う、と。等々、徹
底的に周知、確認せよということ。
あと、会計室からは、出納整理期間中、４月の２０日までに送付できない支出命令等の
届出が依頼されていますが、その手続について遺漏のないようにといった点。
あと、公印使用については、この公印の押された文書の重要性、公証性について、徹底
して周知する。公印の管理に関しましては、厳重に行うといったような文書を全庁的に周
知されてございます。
以上です。
○永田委員長
○河合委員

副委員長。
いいですか、もう一回。

○永田委員長
○河合委員

河合委員。
ちょっと、もう一個だけ。

○永田委員長
○河合委員

はい。じゃあ、河合委員、どうぞ。
今の答弁、当たり前なんですよね。そうやるのが職員の皆さんの仕事だから。

で、気の緩みというか、基本を守らないということは、これは、何なんだろう、いわゆる
公務員という人の意識の欠如というかね、これは、一担当者の問題だけではなくて、いわ
ゆる千代田区役所の職員の意識の低下みたいなことにもつながっているのかなと。もうち
ょっとここは気を締めて、引き締めてやっていただかないといけないと思うんですけども、
その辺も含めていわゆる改善をお願いしたいと。まあ、関連があるんで、その辺は、重々、
心してかかっていただきたいと思っております。
○依田生涯学習・スポーツ課長

ご指摘を踏まえまして、もう既に、所管としましても、

こういった個々、具体的な当該事故の再発防止策、一人一人に確認してございます。これ
も、他山の石という形で、庁内周知を図り、徹底していきたいというふうに考えてござい
ます。
○永田委員長
○牛尾副委員長

副委員長。
私は、先ほど課長が述べられた点というのは、非常にやるべきこととい

うのは一緒なんですけども、問題は、これ、なぜこれが起こったかということなんですよ。
ここをつかまないと、対策が取れないと思うんですけれども。新聞報道では、業務が忙し
くてやってしまったというようなことを言っているんですよね。
つまりさ、それでしたら、あまりにも多忙な業務というのはほかの部署でもあるわけで、
同じようなことが起こり得る。そうなった場合は、人を増やすとか業務を分担するとか、
そういった対策を取っていかなければいけないと思うんですけれども、なぜこういうこと
が起こったかということについてはどう考えていらっしゃいますか。
○依田生涯学習・スポーツ課長

本人ヒアリングの際、弁明として業務が重なってしまっ

たという発言もございました。ただ、先ほど事故報告の中で申し上げたとおり、この随意
契約ができるといった、ちょっと誤った認識を持ってしまったという点があります。これ
が主な原因になります。
○牛尾副委員長

となると、その職員が、何ていいますか、レクチャーといいますか、教

育といいますか、そこが緩かったというか、認識されていなかったというか、そこに原因
がある、と。でしたら、しっかり教育もしてもらわなきゃいけないですし、本当に業務が
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多忙だったというんであれば、そこも改善しなければいけないと思いますので、そこはよ
く、原因と対策、それを今後もお願いしたいと思いますので、よろしくお願いします。
○依田生涯学習・スポーツ課長

当課、当係、業務量のバランスを考えながら、そのあた

りもしっかりと行ってまいりたいと思います。
○永田委員長
○たかざわ委員

たかざわ委員。
課長のご説明、大変分かりにくかったんですけども、これは、まず、競

争入札にしなきゃいけないものを随意契約してしまった、職員が。それで、決裁の判こも
その職員が自ら押して出してしまったと。そういうことだという認識でいたんですけど、
そのとおりでよろしいですか。
○依田生涯学習・スポーツ課長

課契約で、課長の公印を無断で押して。（発言する者あ

り）ええ。はい。ということです。
○たかざわ委員

そこが問題だと思うんですよね。決裁の判こを勝手に押せちゃうという

のは、それはもう、大変、これはもう、まず、話にならないと思うんですよ。で、それは
もう、徹底的に対策を取っていただきたいということと、もう一つは、この、専決処分に
よる損害賠償額の決定をしたという。これはどういう処理をしたのか、その辺をもうちょ
っと分かりやすく教えていただけますか。
○依田生涯学習・スポーツ課長

この契約条項の中に、遅延利息という条項が入ってござ

います。請求書が令和２年３月３１日に提出されています。それで、この出納閉鎖期間を
徒過して、６２日間執行されていない状況がございまして、年率で２％ほど、本体の契約
金額に掛け合わせた１万７,０００円ほど、こちらが損害の賠償額という形になりますの
で、損害利息ということになりますので、そういったものが支払われるということでござ
います。
○たかざわ委員

その前の質問で、決裁印を勝手に押せるという状況をなくさなければい

けないということだと思うんですよ。その対策は、皆さんに、駄目ですよ、そういうのを
やっちゃ、と言うんではなくて、きちっと担当者が決裁できるような形を取らなきゃいけ
ない。誰でもその判こを使えるようにしているんじゃ、いけないんじゃないですかね。そ
の辺はどういう対策を取っているんでしょうか。
○依田生涯学習・スポーツ課長

本来は、決裁の照合を公印管守者が確認して、公印使用

簿に記載して、それで公印を押印するといったところで、ここは、通常このような形にな
ってございますので、これをさらに、より一層厳格にという形になろうかなと思います。
○永田委員長

物理的に課長の判こを勝手に使えないようにしてほしいということだと思

うんですけども、そういうのはできないんですかね。
○たかざわ委員

誰でもその判こを持っていって、勝手に押せちゃうんなら、それはまず

いでしょうということですよね。
○依田生涯学習・スポーツ課長
○たかざわ委員
○永田委員長

ああ。

それができたわけだから、実際に。今回、やられちゃったわけだからね。
一旦休憩します。
午後０時０９分休憩
午後０時２４分再開

○永田委員長

それでは、委員会を再開します。
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地域振興部長。
○村木地域振興部長

ただいまの生涯学習・スポーツ課長からの専決処分により損害賠償

の決定をした件につきまして、様々ご意見を頂きました。こちらの件につきましては、
我々としても深く反省しているところでございます。
こういった事態に陥った原因としまして、細かいところで言えば、例えば契約事務に対
する無理解ですとか、職員への周知の不徹底ですとか、あるいは公印の使用についての運
用の問題とか、様々あると思います。また、こうした行為をしてしまったことについて、
職場全体でフォローしていけるような、そういった企業文化、そういったものが醸成され
ていないのではないか、そういったこともあると思います。
そういった様々な原因等を含めまして、この件につきましては、また改めてこちらのほ
うの委員会でも、これ、全庁的な課題ということになるかと思いますが、こちらでもまた
改めてご報告をさせていただきたいと思います。
○永田委員長

はい。この件につきましては、休憩時間、皆様から意見を多数頂きました

ので、全庁的な課題ということで捉えて、次の委員会でも、また引き続き報告をお願いし
ます。
その他、執行機関から何かございますでしょうか。
○依田オリンピック・パラリンピック担当部長

東京２０２０大会競技スケジュール等の

公表について、口頭でご報告申し上げます。
競技会場等の変更はなく、スケジュールも暦の関係で日付が１日早くなりますが、曜日、
期間とも変更がないということでございます。
まず、オリンピックでございますが、会場が日本武道館。柔道が２０２１年７月２４日
土曜日から７月３１日土曜日まで。同じく、日本武道館。空手でございますが、２０２１
年８月５日木曜日から８月７日土曜日までです。東京国際フォーラム。ウエイトリフティ
ングで、２０２１年７月２４日土曜日から７月２８日水曜日まででございます。また、７
月３１日土曜日から８月４日水曜日と二つの期間に分かれてございます。
次に、パラリンピックでございますが、日本武道館。柔道、２０２１年８月２７日金曜
日から８月２９日日曜日までです。東京国際フォーラム。パワーリフティング。２０２１
年８月２６日木曜日から８月３０日月曜日まででございます。マラソンでございますが、
千代田区内通過予定が２０２１年９月５日でございます。
以上でございます。
○永田委員長

はい。この件について、質疑はよろしいでしょうか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕

○永田委員長

はい。

その他、執行機関から、まだございますか。もう、よろしいですか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
○永田委員長

はい。じゃあ、執行機関からその他を終了します。

委員の皆様から、その他。
たかざわ委員。
○たかざわ委員

先ほど万世橋出張所の説明を受けて、やり取りをしているところで、例

示として、まちみらい千代田が又貸しをして利益を得ているというときに、借りている企
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業の名前を、私、申し上げてしまいましたけども、あまりふさわしくないかなと思います
ので、企業名は削除していただきたい。委員長、お取り計らい、お願いしたいと思います
ので、よろしくお願いします。
○永田委員長

はい。ただいまのたかざわ委員の申出どおり、先ほどご指摘の発言につい

て、削除をお願いします。はい、認めます。はい。企業名の削除をお願いいたします。
その他、委員の皆様から、その他ございますでしょうか。はい。よろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○永田委員長

はい。

それでは、最後に、閉会中の特定事件継続調査事項について、閉会中といえども委員会
が開催できるよう議長に申し入れたいと思いますが、よろしいでしょうか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
○永田委員長

はい。

それでは、本日は、この程度をもちまして閉会といたします。進行、ご協力ありがとう
ございました。
午後０時２９分閉会
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