
　9月の決算特別委員会のときです。台風15号に
襲われた直後でしたので、各議員は熱心に防災に
関する質問をしました。
　その質疑のなかで、目黒区が防災用のアルファ化
米を、5年に一度、約7万食を買い換えて、備蓄して
いることを知りました。
　この防災準備は心強いと思いますが、私はふと
疑問がわいたのです。５年間すぎた古くなったアル
ファ化米を廃棄しているからです。
　さっそく防災課長に質問しました。
金井「廃棄を少なくするために、どのような対応
をしているのですか？」
防災課長「防災訓練等に使ったりしている」
金井「結果的にどれくらい廃棄するのですか？」
防災課長「1,392箱を購入し、5年間で502箱を使
いました」
金井「つまり何人分を廃棄したのでしょうか？」
防災課長「1箱50人分なので、890箱、44,500人分
でございます」
　私は驚きました。生活者のひとりとして、区役
所はもったいないことをしていると思いました。
　5 年ごとに 1,392 箱（69,600食）ではなく、
１年ごとに約 278箱（13,900食）づつ買い換えて、

調整していけばいいのです。それが私たちの税金
である区の予算の正当かつ合理的な使い方であり、
食品ロスを最小限にする方法です。
　この質疑の直後に目黒区が発行した『めぐろ区
報』の第一面に、デカデカ堂々と「みんなで減ら
そう！食品ロス」と書いていたのは、面白くもない
笑い話のオチのようでした。
　区民のみなさんと共に、このような区政に関する
問題点をあぶり出しながら、改善していきたいと
思います。

区民へ説教、区役所の「食品ロス」は知らんぷり

9月－10月の大型台風で被災された方々へお見舞いを申し上げます。
自然災害にそなえる目黒区の行政はどうあるべきか、ご意見ご要望がありましたらお知らせください。
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誰もがともに学び、育ち、「共に生きる！」
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金井ひろしです。

目黒区が備蓄するアルファ化米を44,500食も廃棄！
もったいない！もったいない！もったいない！



台風15号と19号は関東甲信越と東北に甚大な被害
をあたえました。死者と行方不明者は約１００人に
のぼっています。
　目黒区においては台風15号で、中央体育館改修
工事現場で足場が崩れ落ち、全区内で約 90 本の
倒木がありました。19号では目黒川沿いの町に、
区政における初の避難警報が発令され、約470人
のみなさんが避難し、14件の罹災証明が発行され
ました。
　かろうじて目黒区では人的被害が出なかったの
ですが、大型台風が私たちの暮らしを直撃するこ
とを十分に想定していなかったと私は思いました。

　しかし今後は、気候変動の影響もあり大型台風
の直撃がありうるという前提で考え始めなければ
なりません。この台風災害を経験したからには、
もはや油断は禁物です。
　私は台風災害の現場を自分の目で見るべきだと
思い、床上浸水の被害にあった大田区田園調布
５丁目の知人のお手伝いがてら現場付近を視察し、
また世田谷区尾山台の保育園の浸水被害について
は現場の方々からお話を聞きました。
　まずは被災現場の実態を知り、ひとりの区議会
議員として何をすべきなのか、考え始めました。
　課題がまとまりましたら、区議会において質問
と提案をしたいと思います。

多摩川の氾濫による大田区田園調布５丁目の被災現場を歩く

命を守る！大型台風の直撃をうけて考えなければならないこと

目黒区議会の義援金募金活動に参加しました（自由が丘駅前）

自分の目で現場を見て自分の耳で現場の人たちの話を聞いて考えることが私の「視察」です。

視察先のひとつ香川県「さぬき動物愛護センター・しっぽの森」にて

　  8 月は目黒区立の心身障害者センター「あいアイ
館」、オープンしたばかりの「中央町グループホーム」
を視察し、誰もが自立して生きるための選択肢が
増えたことを実感しましたが、人びとの心に寄り
添って、どのように運営していくかが今後の重要
課題だと考えました。また目黒区をふくむ近隣５区
で共同運営する「臨海斎場」の視察もしました。
機能的な火葬設備を初めて見て感心しましたが、
これからの超高齢化社会では火葬斎場が足らなく
なるという問題を知ることができました。

　 10月は愛知県、岡山県、香川県で出張視察を
しました。このうち愛知県豊橋市「AI を活用した
自立支援促進事業」と香川県高松市「 手話言語
及び障害のある人のコミュニケーション手段に関
する条例」は私の担当だったので区議会へレポート

を提出しました。
　区議会議員の公費視察レポートを読むためには
手続きが必要なので、区民のみなさんの目にふれる
ことが、まずありません。これらのレポートを読む
と議員の実力というものがわかるはずです。
　私が書いたレポートは私のホームページで公開
することにしました。

現場を歩く「視察レポート」
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命を守る！

現場を歩く「視察レポート」

多様性を誇りに。わかちあうことを力に。支え       合うことを安心に。  目黒区議会議員 金井ひろし



　10月10日に私が所属する会派「立憲民主・目黒
フォーラム」は、区長へ「要望書」を提出しました。
　暮らしやすい目黒区を実現していくための政策
提言と予算要求の「要望書」です。詳しい内容に
ついては私のホームページでご説明いたします。
　この「要望書」を実現していくために、決算特別
委員会と来春の第1回定例議会では精一杯頑張り
たいと思います。
　ちなみに「要望書」を区長へ手渡すセレモニーを
議会用語で「手交」と呼ぶそうです。
　区民のみなさんに馴染みのない専門用語が区議
会には多すぎる。開かれた区議会にするためには
言葉から変えていく必要がありますね。

　目黒区議会の定例議会
が終わるたびに、ご報告
とミーティングの会を開
催しています。
　第２回は10月6日 (日)
に、上目黒小学校のランチ
ルームをお借りして、ご
参集された約25人のみな
さんへ議員活動のご報告
をして意見交換と叱咤激励をいただきました。
　手塚よしお衆議院議員も途中から同席しました
ので、来年の目黒区長選挙と東京都知事選挙、噂
される衆議院解散問題など生活に密着した視点から
の報告と意見を聞きました。
　もちろん活発な質疑応答があったことは言うまで
もありません。
　区政報告会というタイトルは肩ぐるしい感じがし
ますが、ざっくばらんに話し合いをするタウンミー
ティングです。どうぞお気軽にご参加くださるよう
お願い致します。
　次回は来年１月に区政報告会&タウンミーティング
を開催する予定です。11月と12月の議会報告と話し
合いなどをします。

　今年４月の選挙で初当選させていただいたとき
に、今後も街頭に立って区民のみなさんへ直接に
話すことを続けようと決めました。区民のみなさんの
日々の暮らしのなかに立って、みなさんのご意見を
お聞きし、語りかける区議会議員でいたいからです。
　朝のお忙しい時間ですが、暮らしや区政について
のご意見があれば、ぜひお声がけいただきたいと
思います。
　ただし、どうしてもスケ
ジュールがやりくりできな
いときや、よほど体調がわ
るいときは、申し訳ないです
が辻立ちができません。
　朝からお騒がせいたしま
すが、辻立ちこそ私たちの
民主主義の原点と考えており
ます。毎週水曜日７時30分
から１時間、よろしくお願い
します。

　晴天の日曜日９月29日、会場の鷹番小学校で
3,000人以上のみなさんが地域の子どもまつりを
楽しみました。ぶち合わせ太鼓、荒馬、ロックソー
ラン、沖縄エイサーなど盛り沢山のプログラムでした。
　私は区議会議員になる前から、ボランティア実行
委員のひとりとして裏方をつとめてきました。
　地域の人びとが集まり、力を合わせて、イベント
を開催することは、安心して暮らせる地域をつくる
ひとつの方法です。笑顔の子どもたちを見て、来年
も実行委員として頑張ろうと思いました。

「要望書」を提出する「立憲民主・目黒フォーラム」の６議員
（左より、橋本しょうへいさん、鴨志田リエさん、西崎つばささん、

青木英二区長、山本ひろこさん、金井、梅田まさみさん）

気軽にご参加ください
（右は手塚よしおさん）

子どもたちの笑顔に未来を感じます

「第8回めぐろくわくわく
子どもまつり」に参加しました

目黒区長へ「要望書」を提出！
生活者のための区政実現をめざして

区政報告会&
タウンミーティングを開催しました

毎週水曜日の朝
東横線都立大学駅前で
辻立ち区政報告をしています

この日は辻立ちのあと
「駅前放置自転車クリーン

キャンペーン」にも参加しました

多様性を誇りに。わかちあうことを力に。支え       合うことを安心に。  目黒区議会議員 金井ひろし



8月6日は、目黒区主催の区民
センターホール「平和記念の
つどい」に参加しました。平和
こそ「共に生きる」ことです。
戦争をしない日本と「平和都
市宣言」をしている目黒区を誇
りに思います。

8月 - 9月には 3人の学生イン
ターンが社会学習に来ました。
地域を歩き回る区議会議員の
地道な活動を経験し大いなる学
習になったことでしょう。
未来のある
若者たちの
社会学習に
協力し、来
年 2020年
も２回、学
生インター
ンを受け入
れます。

8 月 2 4日、浄土宗・祐天寺で
開催された先の大戦における
「 第 30 回朝鮮人戦争犠牲者
追悼会」に初参加しました。
正確な歴史認識をして、人と人
が一個人として交流し相互理解
を深めていくことが国際友好
の第一歩だと考えました。

10月13 - 14日は、毎年恒例の
 「自由が丘女神まつり」に、私た
ちの「自由が丘子ども会」が出店
参加しました。
台風直後で関係各所への連絡や
調整に追われ公務もあり私は
あたふたとしていましたが、雨模
様のなか地域の仲間たちや子ど
もたちが大活躍してくれました。

10月27日は、緑ヶ丘小学校で
開催された、自由が丘住区住民
会議主催「おまつり広場・みどり」
で、塩村あやか参議院議員と共
に綿菓子を担当しました。
地域のまつりはコミュティ意識を
活性化する大切なイベントです。

具体的で役に立つ「いじめ」
解決方法が親切に書かれてい
ます。
筆者の「子供のいじめは大人の
模倣だ」という主張は、その通
りだと思いました。
新人議員の勉
強で読書量が
増えています。
お役に立ちそ
うな生活情報
がありました
らお知らせし
ます。

『保護者のための いじめ解決の教科書』
集英社新書　780 円 +税 

平和を祈るひとりの区民として参加しました

私はいつも綿菓子担当
綿菓子をまくのが上手くなりました

祐天寺北門にて学生インター君と記念撮影

白山眼鏡店と紅茶のルピシアの前の敷地に
出店しました。来年もやります！

学生インターン諸君と
国会議事堂見学へ行きました

① 15:30 ‒ 17:00  緑ヶ丘文化会館・別館第10研修室 /自由が丘駅徒歩 7分/目黒区緑ヶ丘 2-7-20
② 18:30 ‒ 20:00  三茶しゃれなあどホール 5階スワン/三軒茶屋駅徒歩1分/世田谷区太子堂 2-16-7

区政をもっと身近に感じていただきたいイベントを開催します！
1月19日(日) 14:00 ‒ 16:00 緑ヶ丘文化会館・別館第5・第9研修室
自由が丘駅徒歩 7分 / 目黒区緑ヶ丘 2-7- 20

金井ひろしが 11月25日（月）に目黒区議会で一般質問に立ちます！　ご報告は次号またはホームページで

金井ひろし・橋本しょうへい・梅田まさみ★3人の区議会議員によるイベント

もったいない！もったいない！

手塚よしお衆議院議員が12月14日(土) タウンミーティング 同日 2回開催！
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平和がいちばん
大切です

学生インターン
若者たちの社会学習

「おまつり広場・みどり」
で綿菓子を担当

「自由が丘女神まつり」
に参加 お勧めしたい本です

国際友好
忘れてはならない歴史


