
《用語解説》
※1  富岳　日本のスーパーコンピュー

ター

オミクロン株から区民を守る対策と
住宅施策の拡充を！

副校長ヒアリングの実施！
月経への理解を職場全体で！

官民連携で目黒の賑わい創出へ
共に生きる！ヤングケアラー支援と
ワーカーズコープ！

区民の安心安全を守れ、
未来に誇れる公共施設を！！

安全・安心な目黒を実現するために

日本共産党目黒区議団　松嶋 祐一郎  議員

新風めぐろ　吉野 正人  議員

自由民主党目黒区議団　鈴木 まさし  議員

フォーラム目黒（立憲民主・無所属の会）　金井 ひろし  議員

公明党目黒区議団　佐藤 ゆたか  議員

自由民主党目黒区議団　そうだ 次郎  議員

新型コロナオミクロン株感染の爆発
的広がりから区民のいのちを守る取
り組みについて
問 ��（1）生活保護受給者や、生活困窮者
にマスクや消毒液などの現物支給
を。（2）保育園など子ども施設や
学校に抗原検査キットを配布せよ。
（3）区立小中学校、特別支援学級、
保育園などの子ども施設の職員に
対する定期的な抗原検査の実施を。
（4）都が実施する校外学習、修学旅
行、部活の大会の前後に利用でき

も施設の職員に対する定期的な抗原定
性検査を実施する予定である。 （５）感
染経路や感染拡大の可能性などを考慮
して、関係者に伝えている。引き続き適
切な情報提供に努める。（６）現時点に
おいて、区として独自に検査キットを配
布することは考えていない。
教育長　（４）現時点で、当該制度の利
用は考えていない。
安心して住み続けられる目黒区の住
宅施策を
問 ��（1）目黒では公営住宅の数が少な
く、入りたくても入れない区民が後
を絶たない。一刻も早く区営住宅、
高齢者福祉住宅の増設を。（2）家
賃が高く空室になっている東が丘
の区民住宅は、区営住宅に用途変

小学校教科担任制
問 �専科加配教員を配置せよ。３学級以
上の奇数学級への対応をしっかり
行え。

教育長　推進校での研究と実践を踏ま
え、各学校の実情に即した指導・助言

望等を把握するためのヒアリング
を実施せよ。

教育長　校長ヒアリングを年3回実施
しているが、管理職としての自覚を高め
る視点もあり、学校の意見も聴いてい
く。
部活動指導員
問 �募集方法や任用形態を検討し、適
切な人材を確保せよ。

教育長　学校は、安心して生徒を任せ
られる方を求め、地域とのつながりで

コロナ禍にかなう区民の創業を支援
問 ��（1）令和４年度からの区の創業支援
等事業計画は、雇い止めで再就職
できない人の創業、副業での創業
等、コロナ禍の創業実態を踏まえ
て支援せよ。（2）民間インキュ
ベーション施設（※１）や民間開業支

境を整えていく。
Park－PFI（※２）による公園整備　
問 �既存公園はPark－PFIを活用した店
舗併設等で活性化せよ。

区長　区民、事業者、団体等、さまざま
な主体と連携した公園整備を進める。
学校給食の食品廃棄物の削減
問 �学校給食の廃棄物削減は、児童・
生徒一人ひとりが取り組める気候
変動対策であり一層推進せよ。

教育長　環境教育や食育を総合的・横
断的に進める中で、環境負荷の低減に

保育所等訪問支援事業について
問 ��「インクリュージョン（※1）の実現」が
目的で創設された事業で、現状と
周知、目的の捉え方と今後の支援
のあり方について伺う。

区長　障害のある児童の育ちを地域で
支援できるよう、取り組んでいく。制度
や支援の内容は、訪問先となる学校等

区長　社会的な課題であるとの認識に
立ち、家庭全体への支援となるよう、地
域や民間の機関と協力しながら幅広く
取り組む。より早く、広く、正確に周知し
ていけるような、認知度向上の取り組
みを展開していく。
労働者協同組合（ワーカーズコープ）

（※3）について
問 ��「ともに働く　ともに生きる　地域
をつくる」新しい働き方として注目
されているワーカーズコープ。ポス
トコロナ時代に向けて、企業相談窓
口を設置すべきではないか伺う。

新たな区民センターの基本計画策定
に向けて
問 ��（1）現在の絶対高さ制限（※1）は、２０
メートル。民間参入には最低４０
メートルが必要。絶対高さ制限の
見直しを伺う。（2）ふれあい橋と立
体都市公園の空間が避難に適切

再犯防止推進計画
問 �誰一人取り残さない社会の実現に
向けて、地域社会で生活する犯罪
をした者等の支援には、就労、福
祉、医療、保健などの各種サービス
を提供する基礎自治体である市区

入も予定しており、整備全体の中で災
害時の対応にどのような対策が取れる
か検討を深める。（3）効果的な豪雨対
策や目黒川の水質改善を講じる。
帯状疱疹（※２）ワクチン接種助成
問 ��（1）ワクチン助成制度は区民の予防
や健康保持に効果があり、医療費
軽減につながる。（2）発症72時間
以内の治療は重症化を防ぐ。若い
世代にも周知や受診への呼びかけ
が必要である。

区長　（1）国の定期接種化への検討状

地域特性に応じた計画の策定を目指し
て、今後も調査・研究に努める。
ながらスマホの危険について
問 �スマートフォン（スマホ）等の操作と
イヤホンで音楽等を聞きながらの
自転車運転や歩行をする「ながらス
マホ」は、各地で事故やトラブルが
多発し社会問題になっている。（1）
自転車の「ながら運転」への区の対
策と周知。（2）歩きながらのスマ
ホ使用に対する条例の制定を見据

るＰＣＲ検査キットを区でも活用せ
よ。（5）陽性者が発生した学校や
保育園での保護者への情報提供と
検査が受けられる施設などのきめ
細かい情報提供を。（6）家族が陽
性になり自宅療養者を抱える家庭
内感染を防ぐために検査キットを配
布せよ。

区長　（1）現時点で、感染防止用品配
布の必要性は高くないと考えている。

（2）抗原検査キットを配布することは、
現在のところ考えていない。（3）子ど

更せよ。（3）家賃の高い目黒にお
いて生活保護利用者の住宅確保を
支援せよ。（4）居住支援協議会で
の家賃低廉化補助に取り組め。

区長　（1）区営住宅の単独での新規建
設は、考えていない。高齢者福祉住宅
は、区有施設見直しの取り組みを踏ま
え、既存の区有施設の大規模施設改修
や建て替えの機会を捉え拡充する。

（2）住宅の活用は、今後検討を行う。 
（3）住宅確保が円滑に進むよう、努めて
いく。 （４）令和4年度に居住支援協議会
を設置した後に、委員が活動や取り組
みを具体的に話し合うべきものと考え
ている。

を行っていく。
副校長ヒアリング
問 �全教職員との連携を図り課題を解
決し、学校の窓口として保護者や地
域の意見や要望を的確に把握して
いる副校長へ学校現場の状況や要

適任者に依頼している。
目黒区立中学校連合体育大会
問 �中学校統合への対応や教員負担軽
減への取り組みを検討せよ。

教育長　中学校長会と連携し、工夫し
ながら進める。
月経について職場全体での理解
問 �他自治体や企業、国などの取り組み
事例等も参考にしながら検討せよ。

区長　他自治体の取り組み事例等も参
考にしながら検討する。

援団体と連携した創業支援に取り
組め。

区長　（1）中長期的な視点で各種施策
を推進し、地域経済の活性化に取り組
んでいく。（2）創業者の希望に沿った
支援ができるよう民間事業との連携・
協力を図りながら、これまで以上に環

向けた一層の取り組みを進めていく。

全国ワクチン副反応
死亡者１４７４人・重篤６４５４人

川端 しんじ  議員

ワクチン副反応疑い報告と小児用ワ
クチン接種事業について
問 ���（1）ワクチン３回目接種者からも副
反応疑いの死亡事例が報告され

るのか。（３）小児用ワクチン接種に
おいて死亡報告が発生した場合に
即時中止せよ。（４）小児用ワクチ
ン接種券の一律送付は心理的圧迫
である。申請型にせよ。

区長　（１）厚生労働省から情報提供を
受けた副反応疑い報告の件数は４３件、
同一人を除く人数は、４１人である。こ
のうち、２人について死亡に係る報告が

た。政府は一例も救済補償となる
因果関係を認めていない。区内の
件数は。（２）ワクチン副反応におけ
る「死亡」は接種リスクと理解してい

出ている。（２）仮に今後、国がワクチン
接種との因果関係があると結論付ける
事例が発生した場合には、当然リスク
の一つとなるものと考える。（３）接種
を求める方に接種できる体制を構築す
る自治体の役目を放棄することはでき
ない。（４）国から、申請者のみに送付
せよとの指示はない。

に丁寧に説明を行い、保育所等訪問事
業のさらなる充実に努める。
ヤングケアラー（※2）の周知と支援の
あり方について
問 �私自身もヤングケアラーであった
と気づき、周知・幅広い横断的な支
援のあり方や現状把握をどうして
いくのか伺う。

区長　区として専用の相談窓口は、設
置しない。

か、避難誘導は。（3）新たな区民セ
ンター周辺は、浸水の恐れがある。
下水貯留空間が必要である。

区長　（1）最適な施設サービスと財政
負担の軽減の両面の視点を持つととも
に、地域の方々の理解を得ながら適正
な高さを検討する。（2）民間機能の導

町村の役割は極めて重要である。
区の考え方を問う。

区長　計画の課題は国や都も把握して
おり、法律やそれぞれの計画の改定に
向けて検討を進めている。今後の法律
や国の計画の改正等も注視し、本区の

況を注視し、費用対効果などについて
調査研究を行う。（2）早期受診の必要
性を区報やホームページで啓発する。

えた対応をすべきだと思うが区の
考えを問う。

区長　（1）自転車のながら運転の危険
性や罰則について、区報やホームペー
ジ、LINE等に掲載するとともに、交通安
全フェアなどを通じ、周知徹底を図る。

（2）警察署はじめ関係機関と連携し、歩
きながらのスマホ対策に取り組むとと
もに、本区の実態に応じた対策を検証
し、他の自治体の条例も参考にして、条
例の制定に向け調査検討する。

感染者数の高さは
第1波が1階建てなら今は200階！

松田 哲也  議員

オミクロン株の対応
問 �感染対策の委託化で約10倍・100
名体制となった。しかし感染者は第
1波と比較して連日約200倍のス
ピード。業務の逼迫を軽減するた
めに、もっと全庁的に民間委託等で
体制構築を。

区長　民間活力の活用を進めてコロナ
対策に適切に対処していくとともに、公
民連携の拡大を図り効果的、効率的な
サービスの提供に努める。
保育所等の感染対策

第6波はもっと換気等喚起を
問 �富岳（※１）はマスクをしても50セン
チ以内で14％が感染すると警鐘を
鳴らす。区はもっと強い注意喚起
を。

区長　３密（密閉、密集、密接）を避ける
努力を継続することが重要であり、今
後も十分な広報を行う。
重症者数の情報
問 �都独自の基準により、国の基準より
はるかに過少な報道がずっと続い
ている。両方の基準で上げたり、宣
言要請の基準もあったり、なお分か
りづらい。区が分かりやすく。

区長　情報を正確かつ迅速で分かりや
すく、ベストのタイミングで効果的な手
法により発信していくよう努める。

問 �保護者の休業を区が一部補償し、
家庭による保育で感染抑制と負担
軽減を。

区長　登園自粛を保護者に求めていな
い現状において、区独自の休業支援金
の制度をつくることは考えていない。
臨時療養・待機施設を
問 �駐車場等区有施設を活用して施設
を臨時開設し、家庭内感染の抑制
を。

区長　区独自で開設する状況下にはな
い。

富士山噴火
問 �富士山噴火時の降灰による甚大な
被害は、目黒区にも及ぶ。計画改定
を待たず、政府が既に出している
想定等は、早くＨＰと区報で周知を。

区長　気象庁から降灰予報が発出され
た場合の広報体制を整えるとともに、
区の降灰対策の考え方や具体的な内
容が一定程度まとまった段階では、区
報やホームページなどにより周知に努
める。

一　般　質　問

《用語解説》
※1  インクリュージョン　地域社会への

参加や包摂。
※2  ヤングケアラー　大人が担うよう

な家族ケア（家事や家族の世話、介
護、感情面のサポートなど）をする
18歳未満の子ども。

※3  労働者協同組合　働く人自らが出
資・労働・運営に関わる組織。

《用語解説》
※1  インキュベーション施設　創業初

期の起業者を支援・育成するため
に、オフィスとなる場所を安価に貸
し出したり、事業の立ち上げに関す
る専門家によるサポートを提供した
りする施設。

※2  Park－PFI　民間事業者の費用負
担で公園や園内施設を整備する公
募設置管理制度。

《用語解説》
※1  絶対高さ制限　低層住居専用地域

などでのみ適用される建物高さ制
限。

※2  帯状疱疹　子どもの頃に感染する
水ぼうそうのウイルスが神経節に潜
伏し、過労やストレス、加齢などによ
る免疫力の低下により再び活性化し
て発症する疾病。　

委員会名／視察日 視察先 視察事項 報　　告

企画総務委員会
令和３年

１２月２１日（火）
～１２月２２日（水）

福岡県
北九州市

北九州市の
広報戦略

都市イメージの確立と職員の意識
改革による発信力の向上、情報弱
者向けのdボタン広報誌を視察。

ＳＤＧｓ未来都市
市民や企業向け出前講演、職員の
意識改革などＳＤＧｓトップランナー
の「見える化」を視察。

福岡県
大牟田市

令和２年７月
豪雨災害に伴う
復旧対応

発災後のボランティア活用、苦情処
理、心のケア、生活再建支援、市民
の防災意識向上を視察。

行政視察 委員会では、先進的な取り組みをして
いる自治体等の視察を行っています。

住所が変更になりました
鈴木　まさし　議員 

目黒区駒場2-1-7-1F

橋本　しょうへい　議員

目黒区中町2-2-16-201

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、傍聴者には
手洗いや手指消毒液の使用、マスクの着用、事前の検温をお願いし
ます。

〈問い合わせ〉区議会事務局庶務係　☎０３-５７２２-９４１３

傍聴に関するお願い 請願・陳情の受付
　請願・陳情とは、皆さんが区政に関する事柄等を、直接区議会に要望できる制度で
す。請願は、議員の紹介が必要です。議員の紹介がない要望等は陳情となりますが、
目黒区議会は、原則として請願と同様に扱います。

◆受付方法
　常時受付をしていますが、各定例会で審査を行うため、定例会ごとに締切日を設け
ています。各定例会ごとの提出期限を過ぎた場合には、次の定例会で審査を行いま
す。また、直接持参してください。郵送によるものは原則として審査を行いません。

◆令和4年第2回定例会で審査を希望する場合の提出期限
　　　　　　　　　　６月８日（水）正午

〈問い合わせ〉区議会事務局議事・調査係　☎０３-５７２２-９４１４

令和4年第２回定例会の予定　会期：6/17～6/30
日 月 火 水 木 金 土

17 18
議会運営◯委
本会議（一般質問）
議会中継 

19 20 21 22 23 24 25

本会議（一般質問）
議会中継 

議会運営◯委
本会議（議案付託）
議会中継 

26 27 28 29 30
議会運営◯委
本会議（議案議決）
議会中継 

◯委  ：委員会　 議会中継   ：本会議はホームページで中継　
◦ 開会予定時間： 本会議は午後1時、委員会は午前10時。
◦ 最新の情報はホームページで確認できます。

企画総務◯委
生活福祉◯委
都市環境◯委

文教・子ども◯委
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