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　人は、「投票に行こう」と言われても選挙
に行かないし、耐震化費用の助成があっ
ても簡単には工事しない。
　「健康のために歩こう」と言うより、モン

スターを捕まえるための方が外出する
し、「省エネしよう」と言うより、ネクタイ
を外してもらう方がエアコンの温度設定
を上げる。
　ノーベル賞を受賞したナッジ理論(※1)

など、人の行動を分析し、効果的に促す

手法が世界で広がりつつある。こうした
行動科学の知見を活用し、本区の施策
の実効性を高めていくべきと考えるが、
どうか。

区長　ナッジのような、人の行動心理や
特性の分析に基づく働きかけの手法は、
行政の施策や事業を効果的に進めていく
手法の1つとして非常に有効であり、今
後の調査・研究が必要な課題である。こう
した新たな取り組みを進めていくうえで

は、職員がいち早く知識を得て研究・検討
し、具体的な施策に反映させることがで
きる環境の整備が重要である。新しい
取り組みに挑戦することができる職員の
人材育成を進めて、より効率的かつ効果
的な事務事業ができる体制を整えていき
たい。

行動をデザインする行政へ
フォーラム目黒（立憲民主・無所属の会）　西崎 つばさ　議員

※1 ナッジ理論　人々がより良い選択を自
発的に取れるように手助けする手法。

行動科学の知見を活用すべき問

　大規模災害時の罹災証明申請等、被災
者支援体制強化のため同会と協定締結に
向け協議を進めよ。
区長　防災協定を締結するに当たり、費
用負担や相談窓口の提供場所など課題も
あるが、他自治体の実績を踏まえ、締結に

向けて積極的に協議を進める。

　児童相談所設置に向け、練馬区のよう
に都の児童相談所の拠点を、区の子ども
家庭支援センター内に設けるという手法
を検討すべきである。
区長　区立児童相談所を設置するまでの
期間、そのような手法について、実現の可
能性を検討していく。

　Society5.0（※1）社会を子ども達が生き
ていくためのEdTech（※2）を活用した教
育・人材育成についての見解を伺う。
教育長　新学習指導要領の理念を実現
する指導を充実させるとともに、今後
EdTechを活用した新たな学びの変革に
向けた研究を進め、Society5.0社会の中
で、たくましく生きる子どもたちの育成
に取り組んでいく。

　児童・生徒が「性」や「命」に関し正しい知識
を身につけ、適切な意思決定や行動選択が

できるよう、「性教育」について考えを問う。
教育長　保護者の理解を得ながら、命の
教育として性教育の充実に努める。

未来の目黒を守る！
防災･児相・未来の教室・命の教育
自由民主党目黒区議団　河野 陽子　議員

※1 Society5.0　AI（人工知能）やIoT
（Internet　of　Things）、ロボット、
ビッグデータなどの革新技術をあらゆ
る産業や社会に取り入れることにより
実現する新たな未来社会。

※2 EdTech（エドテック）　Education
（教育）とTechnology（テクノロジー）
を合わせた造語。デジタル技術を活用
した様々な教育技法のこと。

大規模災害時の行政手続きに係る
東京都行政書士会目黒支部との防
災協定締結について

問
児童相談所設置も一歩前進せよ問

EdTechを活用したSociety5.0に
向けた人材育成について

問

命の教育としての「性教育」について問

令和元年度
一般会計歳入歳出
決算認定に対する討論（要旨）

討論の詳細は、ホームページのインターネット議会中継で録画をご覧になれます。 松嶋祐一郎副委員長 河野陽子委員長

　令和元年度の区の歳入は過去最高で
財政力もある。決算年度は消費税増税、
新型コロナ感染拡大で暮らしは苦しく
なった。反対理由の第１は様々な負担増の
中、暮らしを直視していない問題。①国保
料の値上げが止まらず滞納世帯が1/4。
人頭税のような子どもの均等割は負担
軽減せよ。②エアコンのない生活保護
世帯にエアコンを設置せよ。第２は消費
税増税の問題。区内事業者が次々廃業。
区長は適切な対応に努めると述べただ
け。第３は区立保育園民営化問題。コロナ
で求められている公的保育の責任。経費
削減を目的とした区立保育園廃止をやめ

よ。第４はＰＣＲ検査対策が不十分。①コ
ロナが発生した高齢者施設で陽性者確
認時、職員・利用者全員のＰＣＲ検査は
区長の指示で行えば、感染拡大が防げ
たはず。②情報公開が不十分。③恒常的
な保健所体制を強化せよ。第５は介護基
盤が崩れる前に介護事業者を補助せよ。
第６は羽田低空飛行の問題。相談窓口
を設置せよ。
　重要なのはコロナ対策。症状なしでも
必要な人にＰＣＲ検査を行い、経済活
動を支えよ。区議団は今こそ公助の力で
暮らしを支える社会実現のため全力を尽
くす。

日本共産党目黒区議団　斉藤 優子　議員
区財政好調の中、検査対策、暮らしや中小企業の支え不十分反

対

　私の調査により発覚したＮＨＫ問題。
４点の改善を求めたが、全く解決の兆し
が見えてこない。①産業経済・消費生活
課、被害相談の適切な対応と相談員の知
識と教育の徹底。②契約課、未契約受信
機の徹底調査と法令の遵守。③戸籍住民
課、区民の住民票を交付！利害関係の疎

明資料の欠如および個人情報保護の徹
底。④障害者支援課・生活福祉課、扶助世
帯の個人情報を無償提供問題。その他、
ＮＨＫへの隠れた債務が発覚！ＮＨＫ
の暴走により増え続ける高齢者宅の集
金人被害と特殊詐欺、青木区長よ、被害
者の声を聞け！

無会派　川端 しんじ　議員
真相はこうだ。ＮＨＫと密接な関係を暴露！被害者の声を聞け！反

対

　令和元年度に起きた重大な個人情報
漏えい事故は、区長判断で議会報告を怠
り、事故発生から一年が経過しても対応
を終えないことを理由に未成熟として
発生報告もしない。意図するしないに関
わらず、区長は令和元年度に重大な行政
運営事故を隠蔽した。この他に隠してい

る事案がないと断定できない。行政運営
が明らかに不適切だった令和元年度決
算認定に反対である。再発を防止するた
め、個々の職員は日常業務に潜む危険性
を自覚し、常に自己の良心に従って正し
い行政運営を選択していただくよう強
く期待する。

無会派　白川 愛　議員
行政の情報漏えいは簡単に被害者の生活を壊すと心に刻め！反

対

　新型コロナウイルス感染症により今
後の区の財政はリーマンショック以上
の影響を受けるため、事業の優先順位付
けや大胆なスクラップ、中長期的な視野
で新しい基金の積立ルールを見直すべ
きである。区有施設見直しについては絶
対高さ制限の改正と、区有施設の有効活
用等で総延床面積の縮減を目指し、区民
センターについては区財政の負担軽減
を図り、施設配置基準の具体的な検討を
行うこと。新設した区政再構築検討会議
では、聖域なき見直しや若手職員の意
見・アイデアの採用を期待する。防災対
策は、インフルエンザとコロナ感染拡大

防止、コロナ禍と自然災害との複合災害
に備えること。新しい日常での健康寿命
延伸事業、空き家を利活用した障害者グ
ループホームの整備等による福祉の充
実を求める。子育てについては、保育の
質を高めると共に学童保育クラブの整
備を確実に進めること。区立小・中学校
の土曜授業に伴うスクールゾーン設定
見直しで安全を確保すること。
　決算特別委員会において、我が会派の
委員から総括と各款各項で申し述べた
審査内容を十分に反映することを要望
し、自由民主党目黒区議団の賛成討論と
する。

財政、事業、組織見直しでポストコロナ期を見据えた
区政改革を！

賛
成 自由民主党目黒区議団　小林 かなこ　議員

　令和元年度は、景気の好循環の恩恵を
受け、目黒区史上第１位となる特別区税
収入に支えられたが、新型コロナウイル
ス感染症の影響で今年度、来年度の税収
の落ち込みは目に見えている。コロナ禍
にあって、区民の生命を守り、暮らしを
支えるには、役所の「前例主義」を廃し、
果敢に行財政改革に取り組まなければ
ならない。現在、目黒区では、区政再構築
検討会議を設置し、未来に向けた区政運
営を構築するため改革に着手している。
しかし、単なる切り捨ての改革となって
はいけない。大事なのは、区民に思いを
寄せる「心」である。中世の高僧は、その

文献の中で国という漢字を国構えに
「民」と記述するものがある。つまり民衆
の生活基盤の上に国家が成り立つと解
釈することができる。区政も同様であ
る。区民の生活があって成り立ってい
る。今、区民は健康への不安、生活への不
安、将来への不安を抱えている。行政は、
区民に寄り添い、希望を届ける存在にな
らねばならない。
　私たち公明党目黒区議団も同じ思い
で「心こそ大切なれ」を胸に、希望あふれ
る街「めぐろ」を目指し、令和元年度一般
会計歳入歳出決算の認定に賛成する。

心こそ大切なれ！常に区民に心を寄せ希望あふれる街
「めぐろ」へ

賛
成 公明党目黒区議団　川原 のぶあき　議員

　庶民には実感がなかったものの好景
気に支えられ、特別区税収入は前年度に
続き最高額を更新。結果的に1千憶円を
超える財政規模となるも、ふるさと納税
では２１億にものぼる大規模な流出を余儀
なくされた。これについては、引き続き国
への要望を上げよ。
　来年度以降は新型コロナウイルスの
影響によるリーマンショックを超える税
収減にしっかり備えられたい。区民生活
を守り、安心して暮らしていけるよう、あ
りとあらゆる支援策を打ち出し、支えてい
く姿勢を見せ、実行していただきたい。

　安倍政権が終焉を迎え、第99代菅内閣
が発足した。政権運営ということにおい
てはまだまだ未知数ではあるが、国には
国としての役割があり、地方には地方と
しての役割がある。この非常事態におい
て今こそリーダーシップが問われてい
る。目黒区独自の支援策を打ち出し、
しっかりと政策・対策を引き続き検討し、
目黒モデルとして後世にも語り継がれる
くらいの思い切った事業展開をすべき。
　二元代表制のもと、行政と議会が知恵
を出し合い、切磋琢磨し、新しい未来を
切り開くことを要望する。

新型コロナウイルスと、ふるさと納税による影響賛
成 フォーラム目黒（立憲民主・無所属の会）　金井 ひろし　議員

　「新型コロナ」に関わる区の感染症対
策への評価と、社会分断の認識について
ただす。特に人権擁護に関しては生きた
情報の適切な開示が必要！「財政状況」
の考察より、基準財政需要額の圧縮への
施策の在り方をただす。職員の年齢構成
に起因する人件費負担に関するジレンマ

についての認識、今後の人事計画につい
てただす。
　「２０２０オリパラ」延期に関しての本区
の理解をただす。関連費用の税負担を、
再度区民へ強いる事への説明の在り様
をただす。２８万区民は冷静に、事の成り
行きを見守っている！！

直面した社会変革に、区もこれまでと同じ認識では
持続できない

賛
成 無会派　岸 大介　議員

　２００８年リーマンショックを超える命と
経済の危機が、いま私たちの目の前に
迫っている。感染症対策と経済対策には
お金が必要。その財源捻出には、行政の
スリム化とデジタル化が欠かせない。し
かし、スリム化は2%程度の歳出削減で、
ダイエットにならない。デジタル化も

ウィーン会議や小田原評定のように、会
議は踊りされど進まなければ、とてもこ
の危機は乗り越えられない。危機に際し
ては、各自治体の首長の真価が問われ
る。だからこそ区長に、上記の取り組み
のスピードアップを強く求め、本決算に
賛成する。

コロナ禍で小田原評定は×　もっとダイエット！ もっとデジタル！賛
成 無会派　松田 哲也　議員

　当たり前でなかったことが当たり前
になりつつある今、行政としてはこれま
で組み立ててきた計画、方針については
大きな見直し、方向転換が求められる。
時には固定観念を捨て、既存の考えから
の脱却をし、20年後、30年後の未来の目
黒を描く必要がある。
　我が会派からは以下の点、質疑を行
なった。住民票の郵送請求、回覧板事業、
観光目的での公衆無線LANなど既存事
業について、その費用対効果、有効性に
ついて妥当であるのか。地域の核である
町会・自治会においては、防犯カメラの
設置負担や、コロナ禍でも不安なく地域

活動が出来るようなガイドラインの公
表。災害時における、ゴミ収集作業の継
続的な実施に必要な応援体制の拡充。ま
た次世代を担う若者に寄り添っていく
環境づくりとしての条例制定や、若者議
会の実施、そして将来の出産について安
心に前向きに考えていける相談窓口の
設置。
　ぜひ目黒区としては既存の慣習など
にとらわれることなく、柔軟な発想のも
と、このまさに国難ともいえるコロナ禍
を乗り越えていただきたく、新風めぐろ
は本議案に賛成する。

議会と行政が切磋琢磨し、若者、子供たちの明るい未来を
切り開く

賛
成 新風めぐろ　青木 英太　議員

議題となっている案件について、質疑後
採決の前に、議案に対する賛成か反対
かの意見を表明すること。

討論
区議会で使われる用語

▲決算特別委員会の様子

　新型コロナウイルスによる財政支出
や今後の歳入減への危機感から行政の
事業継続に警鐘を鳴らしたい。また、新
しい生活様式が浸透する中、非接触への
対応を進めるとともに、自治体の在り方
に変革が求められている。ＤＸ(※1)とい
う単なるデジタル化ではなく、区民を中
心に行政サービスを「変革」することが
求められている。誤解のないように申し

上げると、デジタル化に抵抗のある人に
はより一層「人」が寄り添うことが可能
となるのがＤＸである。また、テレワー
クの障壁となったハンコの撤廃を強く
要望し、賛成する。

新しい生活様式への転換点を迎え、自治体ＤＸの推進を求める！賛
成 無会派　たぞえ 麻友　議員

※1 デジタル・トランスフォーメーション
（通称DX）　3面用語解説参照
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