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【校庭の天然芝について】
春の運動会時、非常にきれいだった

下目黒小学校の校庭の芝生が、ついこ
の間、見たらその状態が変わってい
た。真ん中部分だけが残り、他の部分
は、なくなっていた。天候のせいもあ
るが、主な原因は害虫（おけら）と言
われている。学校側は、草取りをして
いるが、芝生の根が虫にやられてい
る。虫も年々繁殖し、さらに悪い状況
になっている。薬剤処理をしてほしい
が、難しいとも聞いている。良い対策
を考えてほしい。

下目黒小学校の芝生の状況について
は、把握しています。天然芝の維持管
理には、大変な労力と費用がかかりま
す。特に、夏場は芝の育成状況が良い
ので虫も発生しやすく、地域の方々に
は、養生のお手伝いをしていただき感
謝しております。しかし、害虫駆除は
難しく、殺傷性の高い薬剤を使用する
ことは、子ども達が遊ぶ場所ですので
危険があります。そこで、地域の
方々、学校、教育委員会が協力して、
その都度、忌避剤を撒いて対処してい
ますが、薬の効力が切れると、再び虫
が発生するという状況です。抜本的な
対策が見つからない状況にはあります
が、今後も引き続き、研究していきた
いと考えています。
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【図書返却カウンターの駅前設置につ
いて】

目黒駅等、駅前または駅の近くに、
図書館で借りた図書を返却できるカウ
ンターを設置してほしい。

目黒区立図書館は、区内に８か所あ
ります。どの図書館でも返却可能です
が、図書館以外の施設では返却できま
せん。今年度、今後の区立図書館のあ
るべき姿・方向性を示すものとして目
黒区立図書館基本方針を策定していま
す。今後は区民サービス向上という観
点からいろいろ検討していきたいと考
えています。今回いただいたご意見も
検討課題とさせていただきます。

区民と区長のまちづくり懇談会　会議録　[東部地区] 
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【校庭の芝生化について】
ある自治体の市長等も、校庭の芝生

化が進めば良いという話をしていた。
健康寿命が８５歳まで伸びているとい
う話もあるので、シルバー人材セン
ターに登録されている健康な高齢者の
皆さんに芝生の養生作業を覚えても
らったらどうか。仕事がなく老後の生
活に不安を感じている方のちょっとし
た収入にもなり、それと同時に校庭の
整備もできて良いのではないか。また
クラウドファンディングを使って、校
庭の芝生化への財源提供を試みること
等、と併用していけば、いろいろなこ
とができるのではないか。

校庭の芝生の養生については、学校
と地域の方々のご協力をいただきなが
ら、日々行っているところです。現
在、校庭の芝生は、天然芝の他に、人
工芝を使用している学校もあります。
これはそれぞれの学校の使い方による
もので、学校と相談しながら決めてい
ます。いただいたご意見も今後の検討
の際の参考にさせていただきます。
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【町会について】
町会は、地域における役割が大きい

が、町会への加入者数は少ない。しか
し、区は町会に頼らざるを得ない状況
である。町会は、形態や活動等がさま
ざまであるので、区が最低限のルール
を作るなどして、コントロールしてほ
しい。区民にしてみれば、居住してい
る地域の町会に加入するのであって、
選択できないからである。

町会は、任意団体であり、自主的な
団体です。区は、統一的なルールを作
る立場になく、各町会において自主的
に判断していくものだと認識していま
す。
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【待機児童対策について 】
駅前だとなかなかまとまった土地が

ないという話だが、町田市では保育の
送迎サービスを始めているようだ。駅
前に保育所を建設しようと努力しても
お金がかかるだけだ。比較的土地があ
るような郊外に、収容力のある大型保
育所を整備して、駅前からの送迎を行
えばオペレーションも含めて安くでき
るのではないか。

なかなか適した土地がありません
が、いくつか気にかけている国有地が
あります。今は具体的なことはお話で
きませんが、その場所が、まとまった
土地であれば、大きな保育所を建設す
ることができ、待機児童が多い地域か
ら送迎するということも考えられま
す。一つの手法として有り得るプラン
であると認識しており、そのようプラ
ンニングも考えております。引き続き
待機児童対策にしっかり取り組んでい
きます。

ともに支え合い健やかに安心して暮らせるまち

ふれあいと活力のあるまち
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【学童保育クラブの増設について】
保育園に入れない子どもが増加して

いるということは、学童保育クラブの
待機児童も相当増えているということ
である。今回、学童保育クラブ増設計
画の中に東部地区の新設計画がないの
は、どうしてか。平町には新設計画が
あり、不動児童館学童保育クラブは改
善されるが、田道小学校内学童保育ク
ラブ、目黒区民センター児童館学童保
育クラブ、そして中目黒住区センター
児童館学童保育クラブは児童数がほぼ
いっぱいの状況である。現在、区民セ
ンターにある児童館スペースの一部が
学童保育クラブ用に転用されている
が、別フロアのため、学童クラブの活
動が統制しづらい等の問題がある。ま
た中目黒スクエア内では、タイムシェ
アで学童保育クラブの活動場所が拡充
されたが、他団体との共存ということ
もあって騒音問題等が生じている。高
齢化が進む中、次世代を担う子どもた
ちを育てていくことについて、どう考
えているのか。

今回の実施計画素案にもありました
ように、学童保育クラブを区内に５か
所、来年４月から順次整備していく予
定です。区の駐車場等、活用できる土
地等を利用し展開してきたいと考えて
います。東部地区では、中目黒住区セ
ンター児童館学童保育クラブが、今年
４月から中目黒スクエア内の青少年プ
ラザの部屋をタイムシェアで併用して
使用しています。田道小学校内学童保
育クラブと目黒区民センター児童館学
童保育クラブは、スペース的には収
まっていますが、これも時間の問題で
あると認識しています。保育園の需要
が増えれば学童保育の需要も増えてき
ますので、どう対応するか検討してい
るところです。また、八雲地区では賃
貸型民間ビルの利用等も考えていま
す。転用できる区の施設があれば最良
なことですが、その施設の使途等もあ
りますので、いろいろと検討していき
たいと思います。
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【私立保育園の検証について】
学童保育クラブも民間委託が進んで

いるが、保育園も私立保育園の開設が
急速に進んでいる。私立保育園に通っ
ていた保護者からは、保育の質がとて
も低かったとの話を聞いた。またそれ
は、認可園であるとのことだった。私
立保育園がすべて悪いとは言わない
が、私立保育園の質を個別に検証して
ほしい。

区内にある私立保育園の中には長い
歴史を持つ園もあります。存続してい
るということは、評価する方がいらっ
しゃるとも考えています。私立保育園
については、園長経験者が定期的に巡
回し助言をしておりますし、事業者選
定に際しては公認会計士による財務上
の調査もしています。また福祉サービ
ス第三者評価という制度があり、それ
によれば私立園と区立園に差異はない
との客観的な評価が出ています。平成
２９年４月に人気保育園について集計
したところ、上位５位内に民間が運営
する園が３園入っていました。受け止
め方は、個々に違うかと思いますが、
具体的なデータから見ても私立園が区
立園に劣っているとは考えていません
し、一定の評価がされています。日常
の中で助言等を行いながら、問題があ
れば指導する等、総体的に区の保育園
の質の向上に努めていきたいと思いま
す。
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【学童保育クラブ非常勤職員の欠員に
ついて】

目黒区学童保育連絡協議会での独自
の調査によれば、現在、学童保育クラ
ブの非常勤職員は３０名程度欠員して
いる。田道小学校内学童保育クラブで
は、２年前に学童の定員を増やし、す
し詰め状態だがなんとかやっている。
そのような中で非常勤職員と臨時職員
の計２名が欠員し、かなり大変な状況
にある。職員の自助努力に頼った保育
となっているのだが、どのように考え
ているか。また、非常勤職員が集まら
ない理由について調査中との話だった
が、もっと真剣に優先して考えてほし
い。

非常勤職員の欠員については、学童
保育クラブと児童館を合わせて３０人
欠員しているというのは事実です。学
童保育クラブは、日々児童たちの指導
やお世話をしていることから、非常勤
職員の配置については、児童館の方を
抑えて、その分学童保育クラブの方へ
重点的に配置しています。児童館職員
も土・日曜日を含めた勤務で、大変厳
しい状況にあります。非常勤職員を確
実に採用するために、平成２７年度、
平成２８年度に賃金の引き上げを行い
ましたが、人が集まらず、結果として
十分ではありませんでした。今後は、
財政当局と協議し、抜本的な検討が必
要であると考えています。子どもたち
に良質な保育環境を提供していきたい
と強く思っておりますので、賃金の見
直しや勤務条件の改善等を考え、一日
でも早く非常勤職員の欠員解消に努め
ていきたいと思います。
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【土地の活用について】
実施計画改定素案の中に「高齢者・

障害者・障害児の福祉の充実」の項目
がある。そこには、目黒三丁目国有地
に民間特別養護老人ホームを整備する
と書かれているが、具体的には、どこ
か。またこの地域には、銀行社宅跡地
があり、ひどい状態で放りっぱなしに
なっている。民有地なので、区の運用
は難しいと思うが、ハクビシン等が出
て、問題視している。区がこの土地を
買い取れば、町会としてもある意味、
有効活用できるのではないかと思うの
で検討してほしい。

目黒三丁目国有地は十七が坂を下っ
た所にある国家公務員住宅跡地です。
また、区が目黒三丁目の銀行社宅跡地
を買い取ることについては、財政的に
非常に難しいと考えています。
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【さまざまな保育形態について】
１歳未満の子を保育所等へ預けると

将来、成長に悪影響が出るとの話を聞
いた。それは、精神面なのか、しつけ
なのか。こういうことを政策決定する
際に考慮しているか。待機児童が多い
から区は多くのお金をかけて対応す
る。それは極端に言えば、成長への悪
影響を助長することにならないか。

人によって、いろいろな考え方があ
ると思います。保護者の方が最良だと
思う保育を選択できるように、区は、
多様な保育施策を展開していかなけれ
ばならないと考えています。

環境に配慮した安全で快適なまち

【防災行政無線について】
　日中、三田地区周辺は、防災行政無
線による放送が聞こえにくい。防災行
政無線のスピーカの場所等を検討して
ほしい。

　防災行政無線は、区内５９か所に整
備していたところ、東日本大震災後、
聞こえにくいとのご意見を踏まえ伝達
範囲の調査を実施し、平成２６年度に
６か所を増設しました。現在は６５か
所で放送しています。普段は、通信
チェックのために毎日午後５時にめぐ
ろみんなの歌のチャイム音を鳴らして
います。その他には、光化学スモッグ
注意報のお知らせや、選挙のＰＲもし
ています。音量については、一方でう
るさいとのご意見も寄せられていま
す。地震発生時や、例えば北朝鮮が発
射したミサイルが関東地方上空を通過
した際などには、防災行政無線を使っ
てお知らせしますが、その際には、最
大音量でお知らせする予定です。そう
いった緊急時に比べると、普段は若干
音量を下げていますので聞きとりづら
いとのご意見も複数いただいていま
す。防災行政無線の設置状況等を確認
しますので、後ほど具体的な場所をお
知らせください。

※後日、ご自宅付近の防災行政無線機
の設置場所や自動応答サービスの案内
について、職員が説明し、ご理解いた
だきました。
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【バス路線の変更について】
　バス路線で三田通りを通るルートは
以前あったそうだが、今はない。あの
辺りは、坂を上ったり下ったりして、
非常に不便である。高齢者の身になっ
たら大変だと思う。現在、目黒駅から
目黒通りを下り山手通りを上っていく
ルートは結構あるが、そのうち数本で
も目黒駅から三田通りを通り、新しく
できたアメリカ橋の辺りから清掃工場
前を通るルートに変更するよう交渉し
てほしい。

　バスは、公的な役割を持っています
が、企業が運営しているので、その採
算性については、当然無視できないも
のであると思っています。しかし、私
たちにとっても大事な足です。今回い
ただいたご意見は、改めてバス事業者
にお伝えします。

※後日、バス事業者へ、バス路線変更
のご意見についてお伝えしました。
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【ペット同伴可能な公園について】
私は、耳が不自由で補助犬と生活し

ている。公園に補助犬を連れて行きた
いが、ペット禁止の所が多い。補助犬
は、連れて行って良いのかもしれない
が、周りに悪影響を与えるのではない
かと危惧し、連れて行けない。また小
さい公園も増えているようだが、同様
である。私は高齢で補助犬と一緒に公
園で休みたいと思う時があるが、休め
ない。毎月、公園の芝刈りのボラン
ティアをしているが、ペットの糞・尿
によるマナー違反を多く見かける。こ
のようなマナー違反があるから公園に
ペットを連れて行ってはいけないのだ
と思うが、区がマナー啓発を積極的に
行い、犬を連れて行ける公園を増やし
てほしい。

補助犬は、ペットではなく、生活の
お手伝いをするパートナーですので、
当然公園に入れます。また、マナー啓
発については、広報紙や公園に表示し
ています。しかし、利用されている一
部の方にマナー違反があることは確か
です。

公園を建設する際には、地域と検討
会を行い、公園の開園後はボランティ
ア団体の皆さんと協力して公園の管
理・運営・見守りをしています。その
ため、目黒天空庭園では利用登録等を
すれば、ペットの同伴が可能な公園と
なっています。

今後は、啓発活動についてもボラン
ティア団体の皆さんの協力も得ながら
行っていくことが重要であるとも考え
ています。誰もが気持ちよく利用でき
る公園を目指し日々努力しています。
いただいたご意見を改めて受け止め、
対応していきたいと思います。

7



№ 区　民 区　長

14

【ねずみや害虫の発生について】
最近、朝、子どもたちへあいさつ運

動をしていると、ねずみやゴキブリを
見るようになった。清掃工場の建替え
で逃げてきているのか。田道小学校の
給食室は、道路側にあるので、その匂
いにつられてくるのかもしれないが、
そのことについて区はどのように考え
ているか。

清掃工場の建替工事が進んでいる
中、害虫等が発生しているというお話
ですが、区としては、実状を把握して
いません。まずは実態調査をする必要
があるかと思いますが、この建替工事
は、東京二十三区清掃一部事務組合が
行っています。区と定期的な話し合い
もしていますので、その際に、いただ
いたご意見をお伝えします。

※ご意見をいただき、直ちに東京二十
三区清掃一部事務組合から学校側に連
絡を行い、学校側からはねずみついて
は駆除したとの報告を受けています。
なお、ゴキブリの発生が工場の建替工
事によるものか特定はできませんが、
今後も周辺環境に配慮しながら工事を
進めていくとの回答がありました。
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【コインロッカーの増設について】
私は、聴覚障害者で、手話講習会の

運営を委託されている。その関係で、
資料等を大量に持って歩くことがあ
る。年齢的にも持ち歩くのは大変なの
で、移動する途中でコインロッカーを
利用したい。でも利用しようとする
と、すべて使用中であることが多い。
区への旅行者も増えているので、コイ
ンロッカーを増設してほしい。

コインロッカーは、さまざまな場所
にありますが、区では鉄道事業者の駅
舎内にあります。外国の方等、来訪者
が増えているので、コインロッカーの
ニーズも多くなると思われます。ただ
し、駅舎のスペースの関係もあると思
います。鉄道事業者とも定期的に打ち
合わせや協議をしていますので、その
際に、今回のご意見をお伝えします。

※後日、鉄道事業者へ、コインロッ
カー増設のご意見についてお伝えしま
した。

その他
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【公共施設への宅配ロッカー設置につ
いて】

新聞で世田谷区が、区役所等に宅配
ロッカーの設置を始めたのを見た。
今、宅配業界の労働環境が問題視され
ているが、宅配物の再配達や宅配時間
に制限がある。区民の利便性を高める
ために、ぜひ目黒区の公共施設にも宅
配ロッカー設置を検討してもらえない
か。三田地区なら、三田分室に宅配
ロッカーを作るスペースがあるのでは
ないか。

責任の所在やトラブル発生時の対応
等について検討する必要がありますの
で、先行事例をよく調査し、研究して
いきたいと思います。
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【内部監査について】
内部監査であっても、ある程度、業

務報告を公表してほしい。

区は、さまざまな定期監査を受けて
います。監査からの指摘事項について
は、すぐにできること、中長期的にで
きること、さまざまであります。しっ
かり受け止め、是正していきたい思い
ます。
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