
コロナ禍での学校防災と
18歳成人への準備について

安心して産み育てられる
環境づくりを！

目黒区が国も都も動かす！
先駆的なコロナ対策を！

感染拡大防止の独自策を。
省エネ施策推進せよ

コロナ禍の今を考え
その先の区民の日常生活を考えて！

障害者福祉施設の販路拡大と
性自認の理解啓発について
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〔コロナ禍における学校防災〕
問 �（1）コロナ禍において学校防災も

感染症対策を考慮しなければなら
ない｡ 目黒区地域防災計画の修正
に合わせて変更や追加になる点を

症対策と動物の受け入れは､ 速やかに
修正する｡また､風水害対策に係る記載
を踏まえ､具体的な検討を進める｡（2）
児童･生徒用､ 教職員用として3日分の
食糧を備蓄している｡ 不足する場合は､
地域避難所である学校からの連絡によ
り、物資の補給を行う｡
〔｢民法の一部を改正する法律｣（成年
年齢を18歳に引き下げる法改正）の
準備と対応について〕

〔子どもを望むすべての人が安心して
産み育てられる環境を〕
問 �令和4年4月から不妊治療に公的医

療保険が適用となる。このように環
境が大きく変わる中、本区としても
不妊に悩む夫婦への支援を積極的

〔骨髄移植等による定期予防接種の再
接種費用への助成を〕
問 �小児がんや難病などで骨髄移植を

した場合、ワクチンを接種していて
もその免疫がなくなってしまう場合
がある。予防接種の再接種につい
て助成制度を設けることを求める
がいかがか。

区長　今後、国の議論を見据えつつ、
他自治体の対応状況について情報収
集を行いながら実施に向けた検討を続

〔コロナ病床確保病院への損失補償〕
問 �｢支援金｣で病床確保を進めても追

いつかない。経営破綻＝医療崩壊
を回避したい病院が求めているの
は｢損失補償｣だ。過去3年の平均収
入の差額から補填すべきだ。また
特別な救済策を実施する際は、区
の外郭団体同様の直接監査で公平
性担保を。

区長　憲法上損失補償の対象とするこ

には休廃業を余儀なくされた飲食
業者等の営業場所として活用し、経
済の危機からも命を守るべきだ。

（２）軽症者については、原則、単身
者は自宅、同居家族がいる方はホ
テルと整理されたい。

区長　（１）現時点で区民センターの見
直しにおいて、あらかじめ仮設病院やプ
レハブ屋台村を設けることを前提とし
て取り組みを見直す考えはない。（２）
十分な宿泊療養体制を維持するよう東
京都に要望するとともに、患者の生命
に関するリスクの側面と生活環境等に
おける感染拡大防止の側面を考慮しな
がら、さまざまな知見を踏まえて適切

〔介護や障がい者施設に対し職員や利
用者にＰＣＲ検査が進むよう積極的に
働きかけよ〕
問 �施設内クラスターを発生させないた

めに、検査が進むよう働きかけよ。
区長　区がＰＣＲ検査経費の助成を行う
際は、対象となる事業者に個別に案内
するなど周知を行っている。引き続き、
適時適切に周知を図っていく。
〔区長の判断で、訪問介護従事者に対
しＰＣＲ検査を〕

区長　介護サービスが継続して提供で
きるよう、必要な支援を検討していくと
ともに、国や東京都の情報の周知も務
めていく。
〔保育園にもＰＣＲ検査を〕
問 �集団施設にも関わらず東京都の補

助金対象外保育園に社会的検査
を。

区長　職員の陽性者発生のみをもっ
て、区が他の職員全員のＰＣＲ検査を無
料で実施することは考えていない。
〔介護事業者に区独自の給付を〕
問 �２度目の緊急事態宣言で経営が厳

しい介護事業者に２度目の独自給
付を。

区長　引き続き発生状況、国や東京都

〔健康づくりのための公園整備のさら
なる推進の勧め〕
問 �社会的課題としての視点も頭に入

れ、充実した健康遊具のさらなる推
進をお勧めするが考え方をお伺い
する。

区長　それぞれの公園ごとに地域の意

お伺いする。
区長　トラブルを未然に防げるよう、住
宅情報冊子にトラブルの際のガイドラ
インや相談先を掲載し、より活用しても
らえるよう周知徹底を図る。
問 �私は「三河屋三平さん計画」と言っ

ているが、商店街と区民をつなぐ方
策が必要だがお伺いする。

区長　商店街が底力を発揮して、宅配
サービスの取り組みを商店街で実施し
ていただけるよう、区としても調査研究
に努める。

〔自主製品の販路拡大について〕
問 �（1）新型コロナの影響で展示販売

の機会が激減したが、安定した工賃
につながるよう区立施設を活用し

区長　（1）令和3年度、めぐろ区民キャ
ンパス内に福祉の店を開設するなど、
販路拡大に努める。（2）カタログの作
成､ 区報やホームページによる情報発
信を行う｡ 新たに開店する福祉の店で
は､ 販売方法を工夫して販路拡大に取
り組む。
〔性自認の理解啓発〕
問 �｢男女が平等に共同参画し性の多様

伺う｡（2）都市直下地震を想定した
場合､ 帰宅困難になった児童･生徒
の避難場所や災害物資の供給につ
いて伺う｡

教育長　（1）避難所運営に関する感染

問 �（1）消費者被害防止の教育をどの
ように取り入れるのかを伺う｡（2）
若い世代にむけた起業の支援･サ
ポート体制を伺う。

教育長　（1）消費者被害防止に関する
教育も含め､｢消費者に関する教育｣の
一層の充実を図っていく｡
区長　（2）既に若い世代も含めて支援
の仕組みを整えている。

に行っていくべきだと思うが所見を
伺う。

区長　区が直ちに不妊治療助成事業
を行うことは予定していないが、国や
東京都の動向を注視し、不妊に悩む夫
婦の支援について調査研究を行う。

ける。
〔多様な人が対話できる場づくりを〕
問 �政治・行政に縁遠い方々を含めた

多様な対話の場づくりを、行政が
進める必要があると考えるがいか
がか。

区長　区政への幅広い参加を促進する
ため、さまざまな手法について調査研
究しながら、多様性に応じた広聴の仕
組みを確立していく。

とは難しいと考えるが、今後も医療機
関に対し、状況に応じた支援を行ってい
く。
〔区民センターのコロナ仮設病院転
用〕
問 �（１）公立より中小の民間病院が多

く、更に病床も使用されている状況
では、損失補填に留まらず、区民セ
ンター跡も仮設病院の敷地として
提供すべきだ。また、敷地は、平時

に対応していく。
〔震災時の分散避難と情報確保〕
問 �車中泊を希望する方が増えてい

る。危険性回避の訓練をしつつ感
染防止を図るべきでは。また、避難
所でスマートフォン等の通信制限
がかからないよう現状のLTE（※13）

からWi-Fiに切替えるべきだ。
区長　建物の安全が確保できるのであ
れば、在宅避難や分散避難など多様な
避難行動を周知していく。車中泊の危
険性は、ホームページなどで積極的に
啓発する。避難者が円滑に情報収集・
情報発信することができる通信環境の
整備は、今後の検討課題である。

ＮＨＫ会長は集金人トラブルを認め、
集金人削減へ

川端 しんじ  議員

問 �ＮＨＫ集金人の業務は弁護士法第
７２条違反の可能性が大きい。未収
納者に対して「無限ループ」という
残高０円の口座へ変更させ、受信料

区長　ＮＨＫがどのような業務を委託で
処理しているのかなど承知していない
し、考えを述べる立場にもない。本区と
して、ＮＨＫの委託業務が弁護士法に違
反しているかといった所見をお答えす
ることはできない。
問 �二酸化塩素分子がウイルス・菌を

除去と標ぼうする商品は、有効性・
安全性の確認はなく咳・喘息の危

の時効を更新させていた。多くの
問題を指摘され放送法の改正に
至った。被害者の住民票をＮＨＫへ
提供するのをやめろ！

険性が指摘されている。学校施設
や高齢者施設の導入阻止および周
知はいかに？

区長　二酸化塩素を用いた商品が存
在することは承知しているが、製品等
の調達は各所属が実情を勘案し、必要
に応じて行っているので、網羅的に把握
していない。

誰もが安心安全に住み続けられる街、
目黒を目指せ！！

公明党目黒区議団　佐藤 ゆたか  議員

〔認知症の方との共生について〕
問 �（1） 徘徊高齢者を早期に保護する

には、安心事業の区民への周知と
認知症サポーターの協力が必要で
ある。（2）認知症の方による物損

ある。
区長　（1）認知症サポーターを中心と
した支援者をつなぎ、支え合う体制を
つくっていく。安心ステッカーと位置情
報確認サービスは、一層の周知を図り、
区民の理解を得ながら取り組みを進め
る。（2）認知症の方に係る損害賠償制
度について検討する。（3）認知症基本
法案の動向や内容を精査し、各自治体
の取り組み状況などを調査研究する。

事故での被害者への支援対策が必
要である。（3）社会の一員として
認知症の方との共生、希望と住み
慣れた街で暮らし続けられるよう

「認知症条例（※１4）」の導入が必要で

問 �目黒川周辺地域は、水害時、最大５
ｍ近く浸水が想定されている。ハ
ザードマップ（※15）には垂直避難の
記載だけである。明確に示せ。

区長　避難所への避難にこだわらず、
安全が確保できるのであれば、在宅避
難や近隣の建物への避難も有効であ
ることから、こうした避難の方法につい
ても記載した。

問 �東京都の補助金対象からはずされ
ている訪問介護従事者に区長の判
断でＰＣＲ検査を。

区長　東京都が策定する集中的実施
計画の状況を見極めた上で、検討す
る。
〔区が中心となって職員応援体制など
フォローアップ体制を整えよ〕
問 �高齢者施設で職員に陽性者が出て

も運営が継続できるよう区がフォ
ロー体制を整えよ。

の動向等を注視しながら、介護事業者
等の必要となる支援策を検討する。
〔地球温暖化対策地域計画の具体的
な目標と取り組みについて〕
問 �二酸化炭素排出・エネルギー消費

量を２０１４～２０２０年で７％以上削
減目標が進んでいない。具体的な
取り組みをどう実現するのか。

区長　令和4年度に予定する計画改定
において、段階的な目標設定を含め、
検討を進めていく。
問 �住宅リフォーム資金助成に省エネリ

フォーム項目を追加して助成率を
引き上げ、省エネ促進を。

区長　財源を広く公平に配分するた
め、現行制度を継続していく。

見を反映し、検討していく必要がある
ため、公園改良工事の機会を捉えて進
めていく。
〔集合住宅（特に賃貸）のトラブル時の
解決方法について〕
問 �対応する連絡先をエントランス等

に表記させることができないのか

〔区民へのより良いタイムリーな情報
提供の在り方について〕
問 �地域FMを含め「区民へのより良い

タイムリーな情報提供の在り方に
ついて」どのように捉えられている
のかお伺いする。

区長　地域FMについて調査研究する
とともに、ホームページなど既存の媒
体を活用したタイムリーな情報提供の
在り方を引き続き検討していく。

既存のやり方を転換！
区民協働、防災、再エネ、性教育

たぞえ 麻友  議員

〔住民に最も身近な行政である目黒区
が取り組むべきDX（デジタルトラン
スフォーメーション）（※10）について〕
問 �（1）区民と自治体が協働してまちの

課題に取り組むアプリ「My City 
Report」の導入について区の見解
を伺う。（2）地域とのつながりが少
ない区民も参加しやすいLINEの
オープンチャット（※11）を活用した
避難訓練の検討、在宅避難への対

〔区有施設における再生可能エネル
ギーの利用促進について〕
問 �国の温暖化排出量を2050年まで

に実質ゼロとする目標、また都のゼ
ロエミッション東京（※12）を受け、目
黒区総合庁舎の再生可能エネル
ギーへの切り替えについて見解を
伺う。

区長　総合庁舎に再生可能エネルギー
を導入した場合の費用対効果や、導入
区での取り組み状況などを十分に検証
しながら、今後の在り方を調査研究し
ていく。
〔自分の命、他者を尊重することの大
切さを伝える生命尊重教育について〕

応を伺う。
区長　（1）通報システムのほか効率的・
効果的な維持管理手法について、他の
自治体等の動向や課題等を整理し、情
報政策推進部と連携を図りながら、検
討を進めていく。（2）幅広い世代の区
民に必要な情報が行き渡るよう、今後
とも、最新の技術を活用した情報発信
や情報の集約の在り方について、調査
研究を進めていく。

問 �区の性教育（生命尊重教育）は国際
標準と比較すると、特に幼児期や小
学校での対応が遅れていると思わ
れる。セクシュアリティの広い概念

（人格や他者との関わり）を踏まえ
た今後の展開について伺う。

教育長　各学校・園が、東京都教育委
員会の「性教育の手引き」や目黒区教育
委員会が作成した「教科等横断的な教
育推進資料」などを活用しながら、自分
の命を守ることや他者を尊重すること
の大切さに気付く、幼児期からの性教
育の充実に向けた取り組みを支援して
いく。

目黒区の未来への先行投資、
ICT活用の視点から伺う
フォーラム目黒（立憲民主・無所属の会） 橋本 しょうへい  議員

〔効率的で、区民に便利な目黒区に〕
問 �（1） デジタル化への対応は区役所

内部だけでなく、区民も利便性を感
じられるよう、さまざまな手続きも

ほか、オンラインは紙と違って反応
も確認できる。今後の展望は。（3）
DX（デジタルトランスフォーメー
ション）（※10）と密接な業務の効率
化、検討の取り組み状況は。人材育
成の視点でも伺う。

区長　（1）すべての人がデジタル化の
恩恵を実感でき、適切なサービスが提
供される仕組みを構築する。（2）さま

オンラインで進められるよう整備す
べきではないか。（2）区民の主な情
報源として、ホームページやSNS、
各種アプリの重要性が増加している

ざまな広報媒体の特性を生かした情報
発信に努め、さまざまなつながりを意
識した広報に努める。（3）区政運営の
再構築、長期計画の策定と連携を図り
ながら、取り組みを推進していく。区政
再構築プロジェクトチームは、若手職員
が政策に関与できる貴重な機会であ
り、これを通して人材育成に努めてい
く。

て販売機会を増やすなど新たな工
夫が必要ではないか。（2）カタロ
グ販売やオンラインショップによる
販路拡大について所見を伺う。

性を尊重する社会づくり条例｣の改
正施行に伴い、性自認についても
意識レベルに応じて、丁寧に啓発・
涵養にかかる推進施策をとるべき
ではないか伺う。

区長　性の多様性に対する関心を広く
喚起する。人々の意識の持ち方に応じ
て内容や伝え方を検討し、時間をかけ
て丹念に意識啓発に取り組む。

※10  DX（デジタルトランスフォーメーション）　デジタル
技術やデータの活用で、提供するサービスをニーズ
に対応したより良い方向に変化させ、業務や組織など
を変革していくこと。

※11  オープンチャット　誰でも参加できるグループを作成
して友達以外のユーザーとも交流できるＬＩＮＥの機能。

※12 �ゼロエミッション東京　気温上昇を1.5度に抑える
ため、2050年までに世界の「ＣＯ₂排出実質ゼロ」に
貢献する取り組み。

※13 �LTE（ロング・ターム・エボリューション）　携帯電
話の通信規格の1つ。

※14 �認知症条例　認知症になっても安心して暮らすこ
とができるまちの実現を目指して、全国１１の自治
体で制定されている。

※15 �ハザードマップ　自然災害による被災想定区域や
避難場所・避難経路などの防災関係施設の位置な
どを表示した地図。
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