決算特別委員会 質問の要旨
決算特別委員会での質問の要旨を掲載します。答弁も含む詳細は区議会議事録またはイン
ターネット議会中継、9/24(金)および27(月)をご覧ください。
<コロナワクチン接種>
昨年度から感染症対策
として進めているワク
チン接種、高齢者につ
いては都内では目黒区
の接種率が比較的高い。
私が行った会場、防災センター。 その経験を活かし、今
後の接種を進めるにあたって、今後は若年
層向けにどのような広報活動を行なってい
くか。また区の公式LINEでの発信では情報
が届きにくい相手がいないか。

<生産緑地>
都市農地の貸借の円滑化に関する法律によ
り、目黒区では生産緑地のうち1軒が貸農園
として事業計画の認定に至っている。土地
所有者ご本人が自ら耕さねばならない土地
を減らすことで緑地の維持に繋がるほか、
地域の住民にとっても土に触れる機会や食
育の機会にも繋がると考えられる。生産緑
地の所有者のかたに、このような選択肢の
提示や、ノウハウの共有を進めてはいかが
か。

<重層的支援体制整備事業>
今年３月には目黒区保健医療福祉計画が改
定され、重層的支援体制整備事業を進めて
いくとのこと。目黒区では子ども・障が
い・高齢・生活困窮といった分野を越える
相談に対応できるよう、福祉の相談窓口を
設置するなどの取り組みを進めていること
は評価するが、当該の事業を実施すること
で、人手や金銭面で却って不利益にならな
いか。

<耐震化促進>
耐震化促進につ
いては令和2年度
の当初予算2億
4300万円余りに
対して決算額は
2800万円程度。
細い道も多い祐天寺や上目黒。セットバック
3月に改訂された が必要な道路沿いは建て替えが進みにくい。
目黒区の耐震改修促進計画では、耐震化率
の目標数値は改定前と変わっていないが、
無理な計画になっていないか。また、同じ
ようなアプローチでは限界がある。国や都
の交付金を使い切るくらい、取り組みを進
めて頂きたいが、どのような策があるか。

<ワークサポートめぐろ>
コロナ禍で住居確保給付金の支給件数は令
和２年度に15,798件と、元年度の19件から
大幅に伸びている。それと比べるとワーク
サポートめぐろでの相談件数は「ハロー
ワーク」及び「キャリア相談」の合計件数
は令和２年度に8,395件と、元年度の10,241
件と比較して大きな増加がみられない。
就職を斡旋する民
間事業者と違って、
行政は多機関の共
同が強み。当事者
に寄り添って連携
頂きたいが、いか
写真はイメージ。
がお考えか。
手書きの履歴書、ミスが多い私は苦手です。

<介護保険>
国からインセンティブとして交付される
「保険者機能強化推進交付金」及び「介護
保険保険者努力支援交付金」を得るにあ
たって、区の事業での出費は見合ったもの
になっているか。また、社会保障の費用は
会社員にとっても、会社員を雇う側にとっ
ても大きな負担。予防介護については、費
用や効果について常に検証し、施策を改善
し、必要に応じて国や都にモノを申す姿勢
であって欲しいが、いかがか。
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目黒区行政のデジタル化、 第3回 区議会
どう進んで欲しい？
定例会終了
9/15(水)、10/8(金)の区政再構築・感染症
対策等調査特別委員会にて、目黒区政のデ
ジタル化推進に関しての報告がありました。
9/15(水)には今後のスケジュールや、これ
までに行なってきたICT(※)実証実験の結果、
アンケート調査(9/17(金)に目黒区公式LINE
にて配信済み)について、10/8(金)には「目
黒区DXビジョン」(仮称)骨子案についての
報告を受けました。
目黒区の目標としては「DXで『もっと』を
かなえる」とし、
①行かない・待たない もっと便利な区役所
②ヒト・モノ・カネを もっと上手に使う
③区民と区役所 もっとつながる
の３つを掲げようとしています。

①に関しては行政
手続きのオンライン
化やWeb相談を実施し
たり、行政手続きを
ワンストップ化させ
たり、支払いの
イメージ図。情報技術は日進月歩！
キャッシュレス化を進めたりすること、②
に関してはデジタル技術の活用で職員の業
務の効率化や執務スペースの有効活用、危
機管理機能の向上(災害時における行政機能
の維持)を想定しています。
③に関しては区からのプッシュ通知で行政
情報をお知らせしたり、区の持つデータを
区の内外で有効に活用することを考えてい
るそうです。
より良い行政の形を追求する目黒区にぜひ
ご注目を頂くとともに、ぜひ「目黒区DXビ
ジョン」(仮称)の骨子案へも、多くのご

9/30(木)、目黒区議会
第３回定例会が終了し
ました。この時期の議
会では例年、前年度の
決算についても議論を 議会中継の映像は、いつも前のめり。
していきます。目黒区議会では議長と監査
委員以外の議員全員が「決算特別委員会」
に出席し、前年度のお金の使われ方につい
て振り返ります。
私も区政の様々な分野にわたって質問をし
ていきました(質問の要旨は最終面に掲載)。
また最終日には各議案の採決も行われ、私
の所属する会派「フォーラム目黒(立憲民
主・無所属の会)」は全てに賛成し、全ての
議案が賛成多数により可決されました。そ
の中には目黒区議会議員の議員報酬や費用
弁償に関するものも含まれています。会派
結成当初から既に議論が始まっていた長期
欠席議員への対応、合意を得るまでにだい
ぶ緩くなってしまった点は少しモヤモヤし
ますが、変わるべきだと思っていたことの
ひとつが改善されました。
意見を頂けたら幸いです(10/31(日)まで、
URLは末尾に記載)。

※DX(デジタル・トランスフォーメーショ
ン)…“Digital Transformation”の略語で、
「デジタル技術を活用した変革」の意味。
ICT…「Information and Communication
Technology」(情報通信技術)の略語。
https://www.city.meguro.tokyo.
jp/gyosei/keikaku/torikumi/
johoka/dxvision-kossi.html

キャッシュレス決済
ポイント還元事業 開始！
東京都が打ち出したキャッシュレス決済ポ
イント還元事業、目黒区内では10/15(金)～
11/15(月)及び12/1(水)～1/14(金)に、対象店
舗でNTTドコモの「d払い」アプリを利用し
てお支払いしたかたに決済金額の30%が「d
ポイント」として還元されます。付与され
るポイントの上限は1回500ポイント、期間
中の上限は10,000ポイントで、区外在住者
でも区内の店舗であれば対象とのこと。他
区では1回3,000ポイントで期間中の上限が
10,000ポイントという自治体もある中で、
より多くのかたが使えるようにした点は良
かったと考えます。
都内の他自治体ではPayPayなど、異なるア
プリが対象となる
地域もあります。
可処分所得が少な
い低所得者層には
恩恵が小さい(「現
金派」が多いとさ
れる)点や、普及率
があまり高くない
指名入札で最安の手数料だった「d払い」 「d払い」を選ん

学問の秋、各種勉強会参加
議会の合間には、
いくつもの団体が
議員向けに勉強会
を開催しています。
この夏から秋にか
けては「広報のス
実際はオンライン受講が多くなりました。
キルアップ」と
いった実務的な内容のものや、コロナ対応
と展望、北海道胆振東部地震からの復興、
ひとり親支援、不登校特例校、公共施設再
生、子ども庁創設、スタートアップへの支
援などといった政策に関する内容の勉強会
に参加してきました。行政の扱う分野は本
当に幅広いですが、区内でお会いする方か
らどんな分野の話が飛んで(?)きても打ち返
せるよう、引続きアンテナを張っていきま
す。
だ点など疑問の余地は大いにありますが、
この機にぜひキャッシュレスポイント還元
事業をご活用ください。
なお、区の予算の達成状況などにより、早
期に終了する場合もあるそうです。詳細は
以下のURLへ！
https://www.city.meguro.tokyo.jp/ku
rashi/premium/cashless-point.html

国会で、情報保障について考える
8/24(火)、超党派で有志の地方議員で構成さ
れる「手話推進議員連盟」の一員として、
衆議院議員会館へ行って来ました。オリン
ピック開会式の放映では手話通訳が付かず、
当事者団体の活動によって閉会式(やパラリ
ンピック)では通訳付きの放送が実現したこ
とを踏まえての要望活動です(抜粋した内容
は末尾に記載)。
実は耳の聞こえない方、特に幼少の頃から
手話を第1言語として育ってきた方の中には、
字幕だけでは理解が困難な方もいます。さ
らに手話の中にも、語順や文法が日本語と
大きく異なる「日本手話」、中途失聴や難
聴の方々に伝わりやすい「日本語対応手
話」の2種類があります。
聴覚障害に対する情報保障だけでも、ニー
ズは様々。政策について考える際には色々
な当事者の方々をイメージできることが

大切
だと、
改めて
まし
た。
１．東
京2020
オリン 各党を訪れた中、この時は立憲民主党・山花政調会長へ手交。
ピック・パラリンピック競技大会の手話通
訳による情報保障について、準備の段階か
ら適切な取組が行われたのか検証すること。
２．今後、国民的行事において、聴覚障害
者等情報コミュニケーションに障がいがあ
る全ての人々に合理的配慮が提供されるこ
と。とりわけ、手話は言語であるとの認識
のもと、手話を必要とする人に情報が確実
に伝わる形で手話通訳を付けること。

祐天寺まちづくりの参考、 ご存じですか。目黒区の
下目黒１丁目のルール
隣接中学校希望入学制度
9/10(金)、13(月)は2日間にわたって行われた
都市環境委員会では、下目黒1丁目地区(目
黒駅近くの行人坂あたり)の街づくりなど10
点の報告がありました。
学芸大学や祐天寺のエリアからは少し離れ
ていますが、下目黒1丁目地区は旧耐震基準
で建設された建物が多く老朽化も進んでい
る点、古くからの歴史や文化がある点も祐
天寺エリアと似ています。詳細は目黒区の
ホームページ(URLは末尾に記載)の「下目黒
一丁目地区街づくりニュース 第6号(令和3年
5月)」に記載の通りですが、これから祐天
寺の街づくりルールを議論していくにあ
たって参考になる内容でした。

建替えの際は壁面
を道路から0.5ｍ後
退させて歩行者ス
ペースを確保する
代わりに、土地の
所有者さんにとっ
傾斜の厳しい、行人坂。
てもメリットがあ
るよう、斜線規制や絶対高さ制限を緩和し
ます。さらに壁面後退距離を道路幅員に加
えて容積率の最高限度を算出する(300％ま
で)とのこと。

8/4(水)文教・子ども委
員会では、「令和4年度
隣接中学校希望入学制
度」についての報告が
ありました(会派の同僚
教科教室制をとる、中央中学校。
からの情報提供)。
目黒区では学区が隣接する学校への入学を
希望できる制度があります。
小学校は児童数の増加状況等から停止して
いますが、中学校に関しては来年度も実施
予定です。国・都・私立中学校を選ぶかた
も多いのが目黒区ですが、特色ある教育を
行う学校も多くあります。特に学芸大学駅
や祐天寺駅周辺、目黒中央中学校の学区内
にお住まいのお子さんには多くの選択肢が
ありますので、ぜひご確認ください。
https://www.city.meguro.tokyo.jp/ku
rashi/gakko/nyugaku_tenko/kibonyu
gaku/chugaku_kibo/index.html

目黒区議会の今後の主な日程
建物を建て
企画総務委員会
10時～
られる土地が
生活福祉委員会
10時～
多くなるそう 10月13日(水) 都市環境委員会
10時～
文教・子ども委員会
10時～
です。目黒通
10時～
10月22日(金) 特別委員会
り沿いの商業 11月8日(月) 議院運営委員会
10時～
地域も含める
企画総務委員会
10時～
生活福祉委員会
10時～
と全部で15の 11月10日(水)
都市環境委員会
10時～
下目黒１丁目は道路の幅や斜線制限(日影規
ルールがあり
文教・子ども委員会 10時～
10時～
制など)などにより、容積率を規制の上限
ますが、区と 11月12日(金) 特別委員会
10時～
(300％)まで使えない土地も多くありますが、 地域でとても 11月15日(月) 議院運営委員会
議院運営委員会
10時～
11月22日(月)
これにより今までより延べ床面積の広い
丁寧に話し
本会議
13時～
13時～
合った様子が 11月24日(水) 本会議
議院運営委員会
10時～
うかがえます。 11月25日(木) 本会議
13時～
ご興味のある
企画総務委員会
10時～
生活福祉委員会
10時～
方は、ぜひご 11月26日(金)
都市環境委員会
10時～
確認下さい！
文教・子ども委員会 10時～
企画総務委員会
10時～
www.city.megur
生活福祉委員会
10時～
o.tokyo.jp/smph 11月29日(月) 都市環境委員会
10時～
/kurashi/sumai/
文教・子ども委員会 10時～
10時～
katsudo/megur 11月30日(火) 特別委員会
議院運営委員会
10時～
oeki/simomegur 12月6日(月) 本会議
13時～
企画総務委員会
10時～
oma
生活福祉委員会
10時～
Tidu
12月8日(水)
都市環境委員会
10時～
kuri.
文教・子ども委員会 10時～
10時～
12月10日(金) 特別委員会
html
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