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一 般 質 問 と 答 弁  要 旨
区政のここが聞きたい

●詳細は、目黒区議会会議録または区議会ホームページの「会議録閲覧・検索」をご覧ください。

＜人生１００年を謳歌するために＞
（１）再就職の増加を見込みワークサ
ポートめぐろを活用した区内企業との
マッチング、学び直しの環境整備につ
いて伺う。（２）定年後の孤立を防ぐた
め、人とのつながりの大切さを強く認

識する機会について所見を伺う。
区長　（１）多様な働き方の機会が得
られるよう、その環境整備について、ハ
ローワーク渋谷との連携も含めて調査
研究していく。（２）高齢者の社会参加
を促進する環境整備や事業の充実に積

極的に取り組んでいく。
＜立替払いについて＞
各種助成金や給付金等の利用者が立替
えずに済む事について（１）感震ブレー
カー設置助成が伸び悩むが、足立区は相
談の上、該当すれば助成額を差引く支払
い方もあり、本区も再考すべきではない
か。（２）高額療養費限度額は個人毎に決
まるが、限度額認定証があれば超えた分
は立替えずに済む。周知したらどうか。
区長　（１）本区においても、施工業者
による代理申請を可能としているが、
利用実績がない状況である。簡易タイ
プのものも斡旋用品に加えるなど普及

啓発に努めていく。（２）都や他区など
とも情報交換しながら、病院等での説
明依頼について検討していきたい。
＜住み続けられる街となるために＞

（１）目黒区のファミリー世帯定住化
の考えを伺う。（２）地価、家賃とも高い
事情を鑑みて購入物件の転宅費等の支
援を検討してはどうか。
区長　（１）家賃助成、地域コミュニティ
づくりを促進することなどにより、多様
な世帯の定住化促進に向けた取り組み
を進めていく。（２）本区の実情にふさわ
しい新たな定住対策について、財政面
に配慮しつつ調査研究していきたい。

魅力ある街　目黒となるた
めに

公明党目黒区議団　関 けんいち　議員

＜子どもの幸せを第一にした子育て支
援を！＞

（１）区は2020年までに待機児ゼロを
実現する目標を立てた。急激な保育園
増設を優先するあまり、最も重要な保
育の質がなおざりになってはならな
い。目黒区子ども条例「子どもの幸せを
第一に考えること」に則り、目黒区保育
の質ガイドラインを制定せよ。（２）急増
する企業主導型保育施設に対して、区

で状況を把握し研修や質の向上に努め
よ。（３）私立認可保育園に対する巡回
指導と支援体制を強化せよ。（４）区立
保育園保育士の正規採用と事務の負担
軽減を。区立保育園廃止はやめよ。（５）
民設園保育士の処遇改善を。（６）医療
的ケア児の受け入れ体制を強化せよ。
区長　（１）現在区立保育園で活用して
いる保育方針や全体的な計画につい
て、今後改定を進め、区内の保育施設全

体で活用していく。（２）企業主導型保
育施設を含め、保育施設全体として保
育の質の向上を図っていく。（３）区内
保育施設への指導やサポートを行って
いく。（４）人材が不足する職種につい
ては、さらなる対応策の検討を進めて
いく。事務作業の見直しを行い、職員の
負担軽減に寄与していく。計画に基づ
き民営化を進め、国等の補助金を最大
限に活用し、様々な課題の解決に取り
組んでいく。（５）保育士の処遇改善に
ついては、引き続き調査研究していく。
（６）区立園同士での看護師の応援体制
を整備するなど適切に対応していく。
＜目黒区同性パートナーシップ条例の
制定を！＞

（１）同性カップルが社会生活において
差別や偏見にさらされ不利益を被る事

例は枚挙にいとまがない。目黒区として
性の多様性を認め、「個人の尊厳」を擁
護し、差別の根絶に取り組むべきであ
る。目黒区でも同性パートナーシップ条
例を制定せよ！（２）LGBTに配慮した
行政窓口の対応を。（３）公営住宅入居
の資格要件に同性カップルの適用を。
区長　（１）都が都議会に提出を予定し
ている条例の内容や審議状況、他自治
体の動向も注視しつつ調査研究してい
く。（２）研修の実施などを通して、職員
が性的マイノリティについての理解を
深められるよう検討する。（３）入居資
格要件に同性カップルを含めることに
ついては、区民の理解や手続き面も含
め、慎重な議論が必要であると考える。

保育の質守れ！同性パート
ナーシップ条例の制定を！

日本共産党目黒区議団　松嶋 祐一郎　議員

＜ＲＰＡについて＞
最近、ＲＰＡ（※）が世界中で急速に普
及している。導入ハードルが低く、業務
効率化において大きな成果を上げるこ
とが期待されており、今後の行政改革
には欠かせない。
本区もＲＰＡを導入し、自動化できる

仕事はロボットに任せ、そのぶん人間
でなければ出来ない業務に人材を集中
させることで、行政サービスの向上を
図るべきではないか。
区長　今後、人材確保がより一層困難
を極める中で、効果的・効率的な業務執
行に向けて改善を図るための有力な手

法の一つとなりうる可能性があること
から、ＲＰＡの導入については、今後の
推移を注視しつつも、前向きに検討を
進めていきたい。今後の実証実験を見
据え、導入に適した業務の選択、導入に
あたっての課題抽出、具体的な活用方
法の検討などを進めていく予定で取り
組んでいく。
＜ペーパーレス化について＞
今後の行政改革においては、紙文化
が必ずボトルネックとなる。働き方
改革や、将来的なＲＰＡやＡＩの導
入効果を最大化するためにも、ペー
パ ー レ ス 化 に 取 り 組 む べ き で は な
いか。

区長　ペーパーレス化の推進を図る
ことは、コストの削減をはじめとして、
様々な改善が図られるが、いくつかの
課題を解決していく必要があることか
ら、慎重かつ丁寧に進めていくことが肝
要と考える。先進自治体の状況をはじ
め、様々な角度から積極的な情報収集
に努めるとともに、今後の内部情報シス
テムや付属機器の更新時期、区有施設
の見直し計画における総合庁舎の改修
も見据えながら調査研究していく。

【用語解説】
※ＲＰＡ:ロボティック・プロセス・オートメー

ションの略称。ソフトウエアロボットによ
り作業のオートメーション化を図るもの。

ＲＰＡを活用した行政改革を。

立憲民主・区民クラブ　西崎 つばさ　議員

＜ＡＩを活用し業務を効率化せよ＞
区職員を１５年間で６００人以上削減
した半面、業務は多様化・複雑化した。
定型的事務処理の一助となるＡＩ導入

を先進自治体としてスピード感を持っ
て進めよ。
区長　人工知能を活用した業務改善、
効率化は、非常に重要な課題と認識し

ており、先進自治体の事例も参考とし
ながら、将来的な活用を前提として調
査研究を進めていく。
＜桜の時期の目黒川ゴミ対策＞
花見客は毎年増加し大量のゴミ問題に
対し多方面に協力を要請し「ゴミは持
ち帰る」の啓発や「ゴミの無い目黒川ス
タイル」を発信せよ。
区長　目黒川沿いの桜開花期間中の
ゴミ対策を始め、安全対策等について
は、引き続き地域に皆様の声を伺いな
がら「目黒川桜まつり等運営協議会」で

対策を検討していく。
＜清掃施設の効率化を図れ＞
老朽化した清掃事務所と山手通りの一
等地に建つ事業所を統合する等、清掃
施設の今後について早急に着手せよ。
区長　清掃事務所と事業所の改修事業
が並行的に進められるか考慮する必要
がある。清掃事務所の改修計画等の策
定は、実施手順・時期、候補地の選定等
について、適切に検討し判断する。

業務の効率化と施設の効率
化を早急に進めよ

鴨志田 リエ　議員

＜防犯カメラの管理運用＞
町会・自治会等が設置する街頭防犯カ
メラが増えている。人権侵害を防ぐ適正
管理と統一運用ルールについて伺う。
区長　それぞれの地域団体において防
犯カメラ設置及び運用基準を定め都に
提出しており、管理運用の内容も区と

都で逐一審査している。
＜公園内防犯カメラ＞
公園や児童遊園は、性犯罪や子どもが
対象となる事件への不安が大きい。基
本的な整備として防犯カメラの設置を
積極的に進められないか。
区長　現在、防犯カメラは７か所の公園

等に設置しており、今後は実施計画に基
づき、施設内容等の条件を整理しながら
優先順位を付け、警察とも相談して、年
に５か所程度設置していく予定である。
＜区民優先の図書貸出＞
図書館の貸出は過半数の区で、在住な
どの要件がある。目黒区は制限が無い
ため利用者が多く、複数の予約待ちで
借りにくい本が多数ある。区立図書館
は区民を優先したサービス展開をすべ
きであり、目黒区も要件を設定しては
いかがか。
教育長　図書等の貸出しについては、図
書館法が定める理念に即し、どなたでも
利用登録ができることとしている。目黒

区民等を優先する図書館サービスのあ
り方については、今後、利用者懇談会や
日常業務を通して利用者の声を十分に
把握しながら、調査研究を進めていく。
＜生徒減少時代の部活動改革＞
小規模校は部活動の種類が少なく、生
徒に十分な選択肢がない。合同部活動
など区が主導して抜本的な部活動改
革が必要ではないか。今後の部活動存
続・活性化の取り組みを伺う。
教育長　地域や保護者を含めた外部人
材との連携を密にしながら部活動の一
層の充実を図り、魅力と特色ある学校
づくりの一助となるよう、部活動の存続
及び活性化に向けて取り組んでいく。

防犯カメラの適正管理と公
園への整備

　自由民主党目黒区議団　西村 ちほ　議員

（１）目黒区のオンライン申請システ
ムには15年前から毎年265万円も支
払いながら25の行政手続きにしか使
われておらず、年間利用数は3,798件、

１申請あたり700円のコストになって
いる。インターネット利用率の高い世
代が主に使う手続きから積極的にオン
ライン化すべき。（２）オンライン化し

た手続きについては、原則オンライン
へ誘導し、不慣れな人へのサポートを
徹底するとともに、広報物へのＱＲコ
ード設置で、利便性と利用率を向上さ
せよ。（３）段階的目標設定と情報の見
える化で、オンライン化を拡大せよ。
区長　（１）様々な広報媒体からオンラ
イン申請が利用しやすい方法を工夫
し、区民の利用率向上に繋げていきた
い。また、若い世代などの利用が見込ま
れる手続きという視点を生かしつつ、
オンライン申請の拡大に結び付けてい

きたいと考えている。（２）申請手続き
は、あくまでも区民の方が選択できる
ことが望ましいと考えている。不得手
な方等への配慮や申請手続きの正確
性を担保しつつ、オンライン申請化を
拡大していく。（３）数値による目標の
設定は、厳格な確認を要する手続きや
種類の変動がある中では難しいと考え
る。このため、オンライン手続の割合を
調査公表するのは困難と考えている。

今あるシステムを活用できな
いでＩＴ活用は有りえない

日本維新の会目黒区議団　山本 ひろこ　議員

　今年４月６日、目黒区一般職員（男性
26歳）が他の団体の女性に対して強制
的にキスするセクシャル・ハラスメン
ト（性的嫌がらせ）を犯した。区職員は

被害の女性たちと一緒に飲食をし、酔
った女性を自宅最寄り駅まで送り、そ
の場でセクハラのキスをしたのだ。事
件が発覚した後も、青木区長は直ちに

処理せず、職員全員に文書で知らせた
のは２か月後だ。しかも区長名は隠し
総務部長名だった。
　区民や区議全員には知らせず、新
聞・テレビには非公開で隠蔽したまま
だ。青木区長になった平成16年以降、
セクハラ、痴漢など６件も連発した。
区長　服務規律の確保に関する通知
の発信者名については、処分量定が停
職処分までの案件に係る通知につい
ては、原則として総務部長名としてい
る。庁内への通知にあたり、私から各部

局長に直接訓示し、併せて職員に直接
言葉で伝えるように指示をした。
　研修等による倫理意識の向上や職場
風土の醸成を図るとともに、未然にハ
ラスメントを防ぐための取り組みの強
化も含め、制度のさらなる周知を図っ
ていく。今後このような不祥事が発生
しないように、日々の業務に精励する
ことを通じて、区政の信頼回復のため
に不断の努力をしていく。

青木区長は、職員強制キス
のセクハラ事件隠し非公開

須藤 甚一郎　議員

　障害のある方の個性が最大限発揮で
き、将来的には助成金に頼らず運営で
きる企業体立ち上げ等の就労支援を！
デザイナーなどの多様な人材とマッチ

ングし、商品プロデュースや販売促進
等を支援し工賃向上につなげよ。また、
障害のある方に寄り添い声なき声を代
弁し、当事者の権利擁護を実現せよ。

区長　障害者一人ひとりの価値観に基
づく、多様な就労の選択が尊重される
よう支援していく。商品の付加価値を
高め、販売ネットワークを拡充し、自主
生産品の魅力を発信できる支援を推進
する。早期に相談等がしやすい体制を
心がけ、障害者の人権を尊重し、権利擁
護の高い意識を持って対応する。
　有害物質を含む香りの製品が増えて
いるが、香りの被害を訴える声が相次
いでいる。国はシックハウス原因物質
の室内濃度指針値に３物質を追加予定

だが、香料の規制をしていない。国の規
制を待たず、香りの自粛のポスター等
自治体ができることから始めよ。
区長　柔軟剤等の香りの害について、
現段階では国や都の法令による明確な
規制等はないので、今後の国等の動き
を注視しながら、必要な情報収集に努
める。また、他の自治体の事例を参考に
し、本区の実情にあった取り組みにつ
いて、調査研究を進めていく。

障害があっても社会参加と
工賃アップを！香害対策を！

広吉 敦子　議員

＜区民のエンディングサポートについて＞
横須賀市ではすべての市民を対象に

「わたしの終活登録」の実施をスター
トした。区でも区民の遺志、そして死後
の尊厳を守り、安心して人生の最期を
迎えらえるよう、同様の支援事業が必
要と考えるが、エンディングサポート
事業の考え方について伺う。
区長　これまで区への要望はないが、

今後このような新しいサービスが求め
られていく可能性もあると考えてい
る。区民が安心して人生の最後を迎え
るために、エンディングサポート事業
の必要性や対象者などの検討を行うと
ともに、実施している自治体の効果な
ども検証しながら調査研究していく。
＜青年期・成人期の発達障害者への支
援について＞

発達障害支援拠点「ぽると」がスタート
して２カ月。相談事業では20代～40
代の相談が多いという一定の傾向が見
られると聞いている。２カ月で見えて
きた傾向と課題を伺う。
区長　20代から40代の相談が多く全体
の66％を占め、特に20代の相談がもっ
とも多い。今後、民間の相談支援事業者
や関係機関による幅広い連携を推進
し、地域におけるネットワークを構築
する必要がある。
＜学童保育整備について＞

（１）区は本年度より「放課後子ども対策
課」を設置。今後学童保育整備をどのよ
うにすすめていくのか伺う。（２）区は国
の「放課後子ども総合プラン」を受け、小
学校の使用の検討をすすめていくこと

になる。空き教室のない小学校について
は小学校敷地内への整備も可能とする
のか伺う。（３）今後、現在区が実施してい
る放課後子ども教室、ランドセルひろば
はどのような位置づけになるのか伺う。
区長　（１）新たな定員超過対策への今
後の取り組みの方向性を示すとともに、
学童保育クラブ整備の考え方を今年度
中に検討する。（２）小学校敷地内への
整備の可能性については教育委員会を
含め全庁的に検討していく。（３）現在の
子ども教室の事業を残しつつ、ランドセ
ルひろばを拡充する新たな居場所づく
りを提供することでサービスの向上が
図れるように調整・検討していく。

全ての区民に寄添う区政を！
終活・発達障害・学童保育

　自由民主党目黒区議団　河野 陽子　議員


