
  5月12日（金） 目黒本町社会教育館にて 



今さらですが・・・ 
＜自己紹介＞ 

・西崎つばさ（33歳） 

・2015年4月、2792票を頂き初当選（2位・最年少） 

・「民進党目黒区議団（3名）」 所属 

・生活福祉委員 → 企画総務委員 → ？ 

・息子は2歳7ヶ月 

西崎つばさ 議員活動報告会2017 



今日の趣旨 
 

初めての報告会 ＝ 「区政報告会」？ 

 

 → 「議員活動報告会」 

 

ご質問やご意見もドシドシお願いします。 

西崎つばさ 議員活動報告会2017 



お話しすること 
・区政の現状、課題 

・議会での行動 

 （賛否について、マニフェスト進捗状況、質問の実績） 

・その他の活動 

 （レポート、地域活動、相談対応、区外活動） 

・これからやりたいこと 

西崎つばさ 議員活動報告会2017 



区政の現状 
 財政は持ち直した 

  ・経常収支比率 79.0％ 

  ・200億円の借金、300億円の貯金 

  ・「ふるさと納税」という危機 

 

 予算が使えない（！） 

  ・保育園や特養ホーム、介護拠点が課題 

  ・2016年度の最終補正で約20億円を減額 
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議会での行動（１） 
 

  区長提案議案 → 

 

  議会提案条例 → 
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100％賛成 

 

ゼロ 

（2件、会派で潰された） 

 



議会での行動（２） 
マニフェストに基いて… 
 

  選挙で政策を提示 

       ↓ 

    議会で提案 

       ↓ 

  政策の見直し、追加 

       ↓ 

   次の選挙で提示 
 

 PDCAサイクルを回す！ 
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（2015年3月発行 政策ビラ） 



マニフェスト着手率 
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１．徹底した行政チェック 

 ・情報公開の拡大 → 達成 

 ・行政評価レビューシートの導入 → 提案済 

 ・補助金の点検 → まだ 

 ・ゼロ予算事業の活用 → 提案済 

 ・ネーミングライツ、広告事業の拡大 → まだ 

 

２．「はたらく議会」への転換 

 ・定数の見直し → まだ 

 ・費用弁償の実費化 → 提案済   

 ・議会基本条例の制定 → まだ 

 ・一問一答や反問権の導入 → 提案済 

 ・通年議会の検討 → 提案ならず 

 ・議員評価制度 → まだ 

 

３．「ひと」優先 

 ・保育園、学童の整備 → 提案済、進行中 

 ・民間補助の拡充 → 提案済 

 ・病児、病後児保育や夜間休日保育 → （進行中） 

 

 ・区民参加促進 → 提案済 

 ・公契約条例の制定 → ほぼ達成見込み 

 ・要支援切りに反対 → 提案済 

 ・健康インセンティブ → （導入済） 

 ・自殺対策ネットワーク → まだ 

 ・若者の自立支援 → まだ 

 

４．ICT化の推進 

 ・無線LAN環境の整備 → （進行中） 

 ・ペーパーレス化の推進 → （進行中） 

 ・オープンデータの提供 → まだ 

 ・オンライン行政手続きの促進 → まだ 

 ・各種証明書のコンビニ発行 → （導入済） 

 ・公式Facebookページ → 提案済 

 ・スマホやタブレットの活用 → 提案ならず 

 ・本会議や委員会中継 → 達成 

＝ 57％ 

 

 



議会質問のまとめ 
 

 一般質問   … 区政なんでもQ＆A 

            （区長 or 教育長と議論） 

 

 常任委員会 … 報告事項についてのみ聞ける 

 

 予算と決算  … 大体なんでも聞ける 

            （担当課長と議論） 
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これまでの主な質問一覧（常任委員会は除く） 
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＜一般質問＞ 

 ・建設費のトレンド確認 

 ・保育士の家賃補助 

 ・認可保育園化への対応 

 ・行政評価制度 

 ・保育士の子の優先入所 

 ・施設整備基金 

 ・行政コスト計算書 

 ・子育てにおける受援力 

 ・くるみんマークの活用 

 

＜予算・決算特別委員会＞ 

 ・大学との連携 

 ・職員提案制度 

 ・性的マイノリティ対応 

 ・ストレスチェックの活用 

 

 ・保育園選考の情報公開 

 ・児童相談所 

 ・羽田空港の飛行経路見直し 

 ・議場の貸し出し 

 ・砧球技場の復旧 

 ・パパの育児教室 

 ・アイコスへの対応 

 ・保育園入所予約制 

 ・めぐろ、みんなの歌 

 ・人工知能 

 ・骨髄移植ドナー支援 

 ・ゆりかごめぐろ、利用者支援事業 

 ・受動喫煙防止 

 ・図書館の充実 



西崎つばさレポート 

「自らの言葉で語る」ことを重視 

 

100％政務活動費 

（168万円のうち120万円くらい） 

 

年間6回発行を目指している 

      （今のところ10号） 
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＜2015年＞ 

１号（７月）  建設費の動向 

２号（９月）  保育園、待機児童 

３号（１１月） 行政改革 

 

＜2016年＞ 

４号（１月）  羽田空港の経路見直し 

５号（３月）  保育士の確保 

６号（６月）  大規模災害と議会 

７号（８月）  動物の殺処分 

８号（１１月） 若者議会 

＜2017年＞ 

９号（２月）  地域猫活動 

１０号（３月） 乳児用液体ミルク 
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これまでのレポートのテーマ 



地域での活動 
  あまり、やっていないかも・・・ 
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    ○ 町会 

    ○ 消防団 

    ○ 少年野球 



ご相談への対応 
  ○ 圧倒的に保育園 （2年で50件以上） 

  ○ 次に学校関連 

  ○ その他 
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区外での活動 
 研修会などへの参加 

  ・2年間で80回以上 
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  （徹底的にパクる） 

受講テーマ（一部） 

西崎つばさ 議員活動報告会2017 

・市民討議会 

・広域連携 

・豊島区役所建て替え 

・性的マイノリティ 

・公共施設見直し 

・2020オリパラ対応 

・職員提案制度 

・図書館活性化 

・障害者差別解消法 

・児童虐待防止 

・クラウドソーシング 

・民泊 

・観光振興 

・子どもの貧困 

・議員間討議 

・子育て支援 

・対話と協働 

・日本版ネウボラ 

・廃校活用 

・健康遊具 

・宇宙産業 

・外国人住民対応 

・乳児用液体ミルク 

・議員提案条例 

・大規模災害対策 

・日本版CCRC 

・シチズンシップ推進 

・交通弱者対策 

・廃棄物最終処理場 

・新公会計制度 

 

ＴＴＰ 



区外での活動 
 研修会などへの参加 

  ・2年間で80回以上 

 

 東京若手議員の会 

  ・当選後2か月で役員に 

  ・昨年9月から事務局長を拝命 

  ・超党派の議員ネットワークづくり 
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これからやりたいこと。 
＜身近な政策＞ 

 ・民泊の規制条例  ・受動喫煙防止条例 

 

＜議会改革＞ 

 ・長期欠席議員の報酬カット 

 ・議会報告会（チーム目黒区議会へ！） 

 

＜個人的に＞ 

 ・区民との政策づくり会議 → 2年後のマニフェストへ 
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ここからが重要！ 
ご意見、ご質問お願いします！ 
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