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2021 年 12 月議会 一般質問 

 

私は通告どおり、一問一答で以下 5 テーマについて、順次質問いたします。 

 

はじめに、 

投票所のバリアフリーについて、選挙管理委員会事務局長にうかがいます。 

 

質問① 

10 月 31 日に行われた、衆議院選挙、市長選挙では、当日投票所での大混雑

が各行政区で生じ、多摩区でも複数の投票所で長蛇の列ができました。車椅子

の夫を介助しながら宿河原小学校に出向いた女性は雨が降りだすなか 30分待

ちと聞き、一旦帰宅し再度出直し。また腰を痛め日常的に杖が手放せない女性

は稲田中学校まで歩いて行くのも大儀なのに、校庭で立ったまま 1 時間も待

たねばなりませんでした。他会派への答弁による混雑の理由は「複数選挙の同

時執行、コロナ対応での人数制限、降雨予報による人出の集中など、複数要因

が重なったため」とのことでした。しかし、こうした状況は今後も起こり得ま

す。高齢者や車椅子の方、障がいのある方などが待ち時間に座れる椅子を設置

するなど、会場設置にも配慮が必要と考えますが、対応につてうかがいます。

また、大混雑が生じた場合、長時間待つことが困難な方に優先枠は設けられな

いのか、うかがいます。 

 

答弁① 

投票日当日の受付についての御質問でございますが、今回の選挙におきま

しては、投票所内が密にならないよう対策を行ったことで、投票所の外でお

待ちいただく受付待ちの列が例年よりも長くなり、ご不便をおかけしまし

た。今後も同様の状況が生じる可能性があることを念頭に、ご高齢の方や障

害のある方に対する対応について、市・区選挙管理委員会で検討してまいり

ます。 

 

 市・区選管で各投票所の設置環境に応じた対応を、よろしくお願いしま

す。 

質問② 

 次に投票行為に関する支援についてうかがいます。重い知的障がいなど、一

人での投票行為が難しい有権者は、市の職員が本人の意思を聞いて代筆する

「代理投票」が利用できます。しかし、障がいによっては初対面の職員との意



 2 / 12 

 

思疎通が難しかったり、不安になったりする方もいます。東京都新宿区では 4

年前から、本物の投票箱や投票用紙を使って練習できる模擬投票を選挙前に

開催したり、投票手順をポスターにして投票所に掲示するなどして、障がいが

ある方の投票支援に取り組んでいます。本市の対応について、うかがいます。 

 

答弁② 

代理投票についての御質問でございますが、代理投票制度につきまして

は、健康福祉局発行の「ふれあい一障害福祉の案内一」や「高齢者福祉のし

おり」、選挙管理委員会ホームページなどで日頃から制度の普及を図るとと

もに、各投票所及び期日前投票所にコミュニケーションボードを配置し、そ

の中で代筆で投票したい旨の意思が容易に確認できるよう取組んでおりま

す。また、投票所で代理投票を行う際は、必要に応じて、選挙人の付添人等

との間で、選挙人本人の意思の確認方法を事前に打ち合わせることとするな

ど、障害がある方の投票支援に取り組んでおります。 

 

 周囲に気兼ねして投票に行かない方もいらっしゃいます。積極的な制度の

周知と、障がい者が候補者を選びやすいカード式の選挙公報など、現場での

工夫を求めておきます。 

質問③ 

 投票所に出向けない重度の身体障がいや介護度の高い方には、自宅や入所

先などで署名した投票用紙を郵送できる「郵便等による不在者投票」の制度が

あります。しかし、介護保険の被保険者でこれを利用できるのは要介護５の方

のみです。また、まず郵便等投票証明書の交付申請が必要など、手続きも複雑

で時間も要するため、非常にハードルが高い制度になっています。今回の選挙

で、制度利用者は何名いたのか、うかがいます。要介護３，４であっても投票

所へ出向くには、介助者がいても厳しい状況です。制度利用対象者を拡大すべ

きと考えますが、見解と対応をうかがいます。 

答弁③ 

郵便等による不在者投票についての御質問でございますが、今回の選挙時

において郵便等投票証明書の交付者数は319人となっておりまして、そのう

ち、郵便等による不在者投票をされた方は、選挙によって若干異なります

が、各選挙とも概ね240人の方が投票されております。介護保険の被保険者

における郵便等による不在者投票につきましては、現状では「要介護5」の

方のみが利用できる制度となっておりますが、この適用対象者を拡大するこ

とにつきましては、政令指定都市選挙管理委員会連合会としても制度改正を
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要望しているところでございますので、引き続き、国の動向について注視し

てまいります。 

 

 投票所のバリアフリー化について前向きなご答弁をいただき、ありがとう

ございました。郵便等による不在者投票の対象拡大は法改正が必要で国に委

ねられるところですが、投票所の環境整備や障がい者の意思決定の支援につ

いては、各選管や投票管理者の判断に任されています。今回の投票率は衆議院

選挙、市長選挙ともに前回比 5 ポイント以上アップしたとのことですが、そ

れでも 50％台であり、有権者の 2 人に 1 人程度しか投票していません。参政

権は、すべての人に人権として保障されています。高齢者や障がい者が、行き

づらさのために投票を諦めることがないよう、投票所の環境整備といっそう

の合理的配慮を要望しておきます。また夏場の選挙では、熱中症対策も併せて

求めておきます。 

 

次に 

生田緑地における土砂災害対策について、建設緑政局長にうかがいます。 

 

質問① 

 生田緑地は市内随一の緑の宝庫であり、市民に親しまれている憩いの場で

すが、いっぽうエリア内には、土砂災害が心配される急傾斜地崩壊危険区域

や、土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域が点在しています。2017 年の

大雨では、警戒区域外の土砂約 17 ㎥が流出し、近隣マンションの敷地内に流

れ込む土砂災害も起こりました。(ディスプレーお願いします。) 写真のよう

に、事故後は、養生シートで覆われ、4 年が経過するもそのままになっていま

す。 

 

ここは、東生田 1 丁目から桝形山展望台への遊歩道沿いにあり、安全性の確
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保とともに景観復活も望まれています。今後の対応について、うかがいます。 

 

答弁① 

生田緑地の斜面地についての御質問でございますが、当該地につきまして

は、平成29年10月の台風における大雨により、斜面地の表士が流されたもの

で、現在、景観に配慮した深緑色のシートを敷設し、表士の流出を防ぐため

養生しているところでございます。今後につきましても、指定管理者と連携

し、適宜、斜面地の現状把握に努めながら、安全性を最優先とし、引き続

き、当該地の適切な管理を行ってまいります。 

 

質問② 

 次に、生田緑地に隣接する市道の安全対策についてです。東生田一丁目から

桝形方面へ抜ける市道沿いの緑地はほぼ垂直に切り立つ崖地で、土砂災害特

別警戒区域となっています。 

 

防護壁が設置されている場所もありますが、道路側にせり出している樹木も

あり、豪雨や台風などによる倒木が懸念されます。この道路は、集団登校を実

施している東生田小学校の通学路であり、万が一のことがあれば多くの児童

が事故に巻き込まれかねません。以前より指摘させていただきましたが、この

危険樹木への対策について、うかがいます。 

 

答弁② 

生田緑地の安全対策についての御質問でございますが、当該地の安全点検

につきましては、日常のパトロールに加え雨天時に、当該地及び周辺の斜面

地に変状がないか確認に努めております。また、樹木への対策につきまして

は、生田緑地の貴重な自然環境の保全を図る一方で、民家に近接する場所等

においては、倒木の伐採など、引き続き適切に管理してまいりたいと考えて

おります。 
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 生田緑地内であっても、公道や民地の安全性が懸念される場合は、樹木伐

採も行うとのことで、安心しました。早めの対応を要望しておきます。ま

た、土砂流出地の景観復旧にはしばらく時間を要するとの答弁でした。草木

の再生を促す種付き養生シートの検討なども求めておきます。 

 

次に 

生田大橋のハトの糞害対策について、建設緑政局長にうかがいます。 

質問① 

世田谷町田線から生田交番前を左折し、西三田団地方面へ向かう途中にある

生田大橘は、五反田川や小田急線をまたぐ跨線橋で、階段で小田急線沿いの

下道に降りられるようになっています。(ディスプレーお願いします) 

 

この階段がハトのたまり場になっており、近隣にお住まいの方や通行される

方から、糞害への苦情がたびたび寄せられていました。早々に道路公園セン

ターに清掃していただきましたが、すぐに元の状況に戻ってしまいます。鳥

を寄せ付けない抜本的な対策を求めたところ、生田大橋の補強工事の際に検

討するとのことでした。進捗をうかがいます。 

 

答弁① 

生田大橋についての御質問でございますが、鳩の糞害対策といたしまして

は、今年度、「生田大橋橋りょう長寿命化修繕工事」に合わせて実施する予

定でございます。対策の内容につきましては、階段部には、手すり外側のフ

ェンス上部に防鳥ワイヤーを設置し、階段と近接する橋脚部などには、防鳥

ネットを設置することとしており、令和4年3月末の完成を予定しているとこ

ろでございます。 

 

 長寿命化修繕工事は年明けから開始予定とうかがいました。ぜひよろしく
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お願いいたします。次の質問に移ります。 

 

登戸区画整理事業の清算金について,まちづくり局長にうかがいます。 

質問① 

 登戸区画整理事業の仮換地指定は、2021 年 9 月 1 日時点で累計面積 24 万

7,887㎡、進捗率は94.1％に達しました。建築物等移転棟数は1,131棟で83.4％、

宅地使用開始面積も 20 万 169 ㎡で 76％、商業ビルや住宅が次々と建設され、

登戸での新たな営みが始まっています。いっぽうで地権者等が憂慮するのが

清算金の問題です。区画整理事業では、従前宅地と換地とでは面積や位置が変

わるため、両者の土地評価の差を金銭で処理し、全体の公平性を保つために清

算金が発生しますが、その決定時期は区画整理事業完了時とのことです。事業

完了は 2025 年度予定とのことですから、清算金縦覧時期は目前に迫ってきて

います。わが党は、清算金の各権利者への早期開示を求めてきましたが、区画

整理事業も終盤のいま、周知方法や時期について、うかがいます。 

 

答弁① 

清算金についての御質問でございますが、権利者に対し、仮換地指定をす

る際には、仮換地の位置、面積、減歩率等とともに、清算金の徴収または交

付の目安について御説明し、御理解をいただいているところでございます。

また、その額につきましては、区域内の工事が概ね完了し、敷地の測量結果

を踏まえ、換地処分の前に不動産鑑定士などの評価員の意見を聞いて策定す

る換地計画の中で算定するものでございます。 

事業も一定の期間を経過していることから、事業完了に向けて、清算金に

ついて改めて認識していただくことが必要と考えておりますので、来年度か

らホームページや全権利者に配布しているまちづくりニュースなどを活用

し、清算金の制度やスケジュール等について周知するとともに、清算金の案

を策定した段階で、権利者の皆様に対して説明会を開催することを予定して

おります。 

 

質問② 

 清算金は清算指数と個価で算出され、従前地評価が換地評価より高ければ

交付、低ければ徴収、等価ならゼロになるとのことです。登戸区画整理事業区

域内で清算金徴収となるのは、全体の何割程度になるのか、うかがいます。そ

のうち公共減歩が難しいために、そのぶんを清算金で徴収される 100 ㎡以下

の狭小宅地は何件あるのか、うかがいます。清算金徴収金額の幅についても、
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うかがいます。 

答弁② 

清算金についての御質問でございますが、清算金徴収の権利者数や画地

数、また金額につきましては、換地処分の前に策定する換地計画により定め

るものでございます。現在、仮換地指定を進めている状況であり、また、換

地処分までは権利変動などの状況も換地計画に反映する必要がございますの

で、清算金徴収の対象や金額について、現時点で明らかにすることは難しい

と考えておりますが、権利者の方々に対しましては、必要に応じて個別に対

応してまいりたいと考えております。 

次に、狭小宅地につきましては、本市の小宅地等取扱要領において、住居

利用については100平方メートル以下、商業利用については65平方メートル

以下を対象に減歩しないこととしており、その件数は約130件でございま

す。 

 

質問③ 

登戸区画整理事業では、少なくとも狭小宅地約 130 件は確実に清算金徴収

が発生するということがわかりました。これは大変な数だと思います。他都市

では、区画整理終了後、ある日突然、1,000 万円以上の清算金が請求され、支

払えず困窮したという話は珍しくありません。登戸区画整理事業は事業開始

から 30 年以上が経過していますから、仮に権利者が当初 40 代なら、現在は

70 代の高齢者です。資産がなければ多額の清算金を支払うのは困難です。本

市における清算金の納付ルールについてうかがいます。権利者に支払い能力

がない場合、救済措置はあるのか、うかがいます。 

 

答弁③ 

清算金についての御質問でございますが、納付のルールにつきましては、

換地計画の縦覧を経て、換地処分において確定した金額を各権利者に通知

し、納付していただくことになります。その際には、川崎都市計画事業登戸

士地区画整理事業施行条例に基づき、一括納付以外に、清算金の額に応じ5

年を限度に分割納付も可能とし、さらに、資力が乏しい権利者につきまして

は、分割納付を最長10年とすることができるよう定めております。 

 

 資力が乏しい権利者に対しては、最長 10 年までの分割納付が可能とのこと

ですが、清算金額次第でそれでも難しい場合があると思います。 

質問④ 
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清算金の納付に民間融資を利用することもできますが、多額の利子返済に

苦しみ、結局は土地を手放さねばならなかったケースなども聞かれます。東京

都練馬区では清算金が支払えない権利者に対し、自治体による低利子の融資

制度を設け、換地に 20 年間住み続ければ返済免除の条件を整えています。愛

知県春日井市も清算金融資制度を要綱で定め、30,000 円以上 1,000 万円以内

を、年 5.5％以内の貸付利率で、10 年以内の期間貸し付けます。区画整理事業

は公共インフラ整備のために行われる事業なのですから、市が施行者として

の責任を果たす意味でも、清算金への公的融資制度を創設すべきです。うかが

います。 

 

答弁④ 

清算金についての御質問でございますが、清算金の徴収につきましては、

条例に定める分割納付により、一定程度、権利者の負担軽減を図ることが可

能、と考えていることから、現時点で、融資制度の検討には至っておりませ

ん。 

 

意見要望を申し上げます。答弁では、清算金が徴収となるか、交付となるか

は換地状況によって異なり、清算金額は事業が完了しないと確定できないと

のことでした。たしかに登戸区画整理事業区域内では現在、共同ビル化に向け

調整が行われている街区が複数あり、それによる土地評価額への影響は大き

いと考えます。しかし、そもそも公共インフラが整備される区画整理事業で

は、換地の資産価値は原則上がると想定されますので、かなりの方が清算金を

徴収されることになるのではないかと心配です。また昨今は、長引くコロナ禍

による減収で、住宅ローンの返済計画や商売の資金繰りなどが大きく狂って

しまった権利者も懸念されます。また、土地区画整理事業で整備される公道は

6ｍ幅が基本ですが、区域内には 4ｍ幅のままの道路も散見されます。隣接す

る宅地が狭小宅地の場合は、道も広がらず清算金だけが徴収されることにな

ります。受益と負担について十分に合意形成できているのでしょうか。清算金

について早期の事前説明と、個々の事情に応じた丁寧な対応を要望します。併

せて、市独自の清算金融資制度創設の検討も求めておきます。 

 

最後に 

ヤングケアラーの支援についてうかがいます。 

 

質問① 
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 家族の介護や幼いきょうだいの世話などを担う「ヤングケアラー」は、わが

党だけでなく複数会派で取り上げているテーマですが、国が昨年実施した全

国調査により、その実態や課題が徐々に明らかになってきました。これを受け

国は 2022 年度からの 3 年間を集中取り組み期間とし、自治体の施策を後押し

するとしています。本市でも「第 2 期川崎市子ども・若者の未来応援プラン」

(素案)に、初めて「ヤングケアラー」が明記されました。前進とは受け止めま

すが、肝心なのはこれに基づく具体策です。素案を踏まえての、ヤングケアラ

ーへの本市の取り組みについて、こども未来局長にうかがいます。 

 

答弁① 

ヤングケアラーについての御質問でございますが、子ども・若者やその家

庭が抱える課題はより複雑・多様化し、周囲から見えづらく、支援の手が届

きにくい新たな課題も表出していると認識して.おり、ヤングケアラーもそう

した新たな課題の一つであると考えております。 

第2期川崎市子ども・若者の未来応援プランにおきましては、子どもや子

育て家庭が抱える多様な課題を早期に把握し、必要な支援に適切に繋げるた

め、令和4年度に、区役所に「子ども家庭総合支援拠点」を設置し、要保護

児童対策地域協議会の体制を強化するとともに、一人ひとりきめ細かな支援

を行う専門的支援機能の構築に向けた検討を行ってまいります。 

 

質問② 

 本市では今年 6 月にスクールソーシャルワーカー連絡会議での専門家によ

る研修や、7 月から 11 月にかけては市立学校の児童支援コーディネーターな

どが集まる児童生徒指導連絡会議での情報提供を実施。文部科学省・厚生労働

省による共同プロジェクトチームが作成した、ヤングケアラーのイメージを

示すと、参加者からは「思い当たる子どもがいる」という意見も聞かれたとの

ことです。しかし、ヤングケアラーの問題として、当事者意識が低いことや、

当事者であっても同世代の友達に打ち明けにくいなどが国の調査報告書でも

指摘されています。教職員だけでなく、児童生徒への啓発も必要ではないでし

ょうか。(ディスプレーお願いします。) 

これが、ヤングケアラーのイメージです。イラストつきで 10 の事例がわかり

やすく紹介されています。 
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こうしたイメージを掲載した簡易リーフの配布やポスター掲示などに取り組

めないか、教育次長にうかがいます。 

 

答弁② 

ヤングケアラーについての御質問でございますが、本年5月に国の「ヤング

ケアラーの支援に向けだ福祉・介護・医療・教育の連携プロジェクトチー

ム」の報告書において、ヤングケアラーの早期発見・把握や社会的認知度の

向上を図る取組の必要陛が示されたところでございます。 

そのため、教育委員会におきましては、ヤングケアラーの概念の周知を図

り、その発見・把握をするために、スクールソーシャルワーカーやスクール

カウンセラー、各学校の生徒指導担当者、児童支援コーディネーターを対象

に、ヤングケアラーの早期発見に必要な知識や関係機関との情報共有等に関

する研修を実施してまいりました。 

さらに、国の報告書では、ヤングケアラーの概念を、子どもを含め広く国

民に周知するために、国が今後、ポスターやり一フレット等を作成して、学

校をはじめ関係機関、団体等に配付することが示されておりますので、国の

広報・啓発の動向を注視して対応してまいりたいと考えております。 

 

追加質問 

 ポスターやリーフを活用した児童生徒への啓発も始まるとのことです。と

ころで、国の実態調査報告では、定時制高校、通信制高校でヤングケアラー

の存在率が高く、ケアの負担も重い傾向にあるとの結果が出ています。私は

これまでも本市における実態調査を求めてきましたが、せめて定時制高校や

通信制高校だけでも調査すべきと考えます。見解をうかがいます。 

 

実態調査についての御質問でございますが、市立高等学校の定時制課程にお

きましては、家庭環境も含めて様々な課題を抱えている生徒がおりますの



 11 / 12 

 

で、丁寧な教育相談や生徒指導を行っているところでございますが、今後、

国においても報告書で示された取組が具体化されていくものと考えておりま

すので、国の動向を注視しながら、ヤングケアラーの実態を把握するための

方法も含めて検討してまいります。 

 

質問③ 

ヤングケアラーの具体的な支援として、国の共同プロジェクトチーム座長

の立正大学・森田久美子教授は家事支援やピアサポート体制の必要性を訴え

ています。厚労省もこれを受けて、当事者のメンタルサポートや居場所づく

り、幼いきょうだいを子どもが世話をする場合の「家事支援」などへの補助を

来年度予算に盛り込みました。埼玉県や神戸市では、当事者同士が意見交換で

きる交流会やオンラインサロンを開催、元ヤングケアラーの講演やオンライ

ンサロンを開催。群馬県高崎市ではヤングケアラーの家事負担を軽減するた

め、該当する家庭へ週 2 回、民間ヘルパーを無料で派遣するサービスを来年

度から開始するなど、具体策に乗り出す自治体が増えています。 

2020 年３月議会での答弁では、本市は「地域包括ケアシステムにより、多種

多様なニーズに対応できる相談支援体制を整備していく」とのことでした。そ

の具体的な内容と進捗状況について、健康福祉局長に伺います。 

答弁③ 

相談支援体制についての御質問でございますが、ヤングケアラーを含め、

地域の様々な生活課題の早期発見に向けて、区役所地域みまもり支援センタ

ーが中心となり、町内会・自治会や民生委員児童委員など地域の方々との顔

の見える関係づくりによる、課題発見の目を増やしていくための取組を進め

ているところでございます。 

また、把握した課題への対応については、地域みまもり支援センターをは

じめ、地域包括支援センター等の相談支援機関が分野横断的に連携し、介護

や福祉等の必要な支援に繋げているところでございます。今後につきまして

も、地域における様々な課題の解決に向けて、相談機関が連携し、適切な支

援を実施してまいります。 

 

 それぞれご答弁いただきましたが、ヤングケアラーを取り巻く背景が貧困

やひとり親家庭など、複雑であるからこそ、家庭、教育、福祉の各分野の連

携を強めていただきたいというのが実感です。栃木県那須塩原市では教育と

福祉の連携強化の一環として「ヤングケアラー協議会」を立ち上げました。

市の関係部署の職員をはじめ、地域包括支援センター、社会福祉協議会、
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PTAや町会・自治会、地元メディアや市会議員、当事者団体や関心の高い一

般市民まで、幅広い組織構成で、ヤングケアラーの啓発や実態把握に努めて

います。また、2今年4月からヤングケアラー専門の相談窓口を開設した神戸

市では、100件を超える相談が寄せられています。当事者が相談しやすく、

支援に直結する局区横断のワンストップ窓口の検討を改めて求めておきま

す。このテーマについては引き続き注視し、取り上げてまいります。以上

で、私の質問を終わります。 

 


