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世田谷区議会議員
世田谷立憲民主党区議団

中山みずほ

区政レポート

2019年に初当選してから2年が経ちました。
コロナ禍においてさまざまなご相談が増えています。
お困りごと、
ご意見などお気軽にお寄せください。

深沢在住︒

会社員夫と
中１息子の
３人家族︒
〒154-0015
世田谷区桜新町1-25-25
電話：080-4634-2547
Eメール：info@nakayamamizuho.net

2021.4
！
た
し
ま
し
実現
「女性管理職比率30%」
が区役所の計画目標に
やっと入った！
！
地域子育て支援コーディネーター
予算アップ
区施設ではグリホサート含有
除草剤を使わない

小中学校ICT支援員
３名から12名へ増加
教員へのiPad支給
ICTアドバイザリの設定
ICT教育先進自治体・熊本市との
連携を橋渡し
発達支援施設の利用状況に
応じた認定基準の設定
発達支援施設の待機児童数の
調査開始
外環道

区内二次調査の開始

新型コロナワクチン
接種について

◀詳しくは区の
ホームページへ

対象者は16歳以上。高齢者から順にスタート
しました。
皆さんには世田谷区から接種券が届
きますが、
まだワクチン供給が現段階では少な
いため、時期など詳細は随時、区のホームペー
ジにてご確認ください。

世田谷区新型コロナワクチンコール

0570-200-471

世田谷区議会議員

中山
みずほ

コロナかな？と
不安になったら・・・
世田谷区発熱相談センター

03-5432-2910

東京都発熱相談センター（24時間）

03-5320-4592

意思決定の場にもっと女性を。
実現

しました！

「女性管理職比率30%」
が
！
区役所の計画目標にやっと入った！

初当選して驚いたことの１つは、政府も掲げる
「指導
的立場にある女性割合を30％に」
的立場にある女性割合を3
に」という目標が世田
う目標が世田
谷区では設定されていなかったこと！私はこの点を指
私
摘し続け、やっと今年３月の予 算 委 員 会で「目標設
定とする」という答弁を引き出しました。
残念なことに、
ここ８年、区職員の女性管理職比率は
20％前後で推移したまま。世界では、多様性に欠け

る組織は社会変化に対応できないと言われています。
世田谷区にとってこの目標達成は喫緊の課題と考え
ます。一部の女性の地位向上のためではなく、区が抱
える多種多様な課題に対応していくために必要なの
多種多様な課題 対応していくために必要なの
です。
目標設定の次は、
より具体的な対策を提言していこ
うと考えています。

誰ひとり取り残さない

学校ICT

ついに世田谷区の小中学生に49,000台のiPadが配
られ、学校が休校になっても、先生や仲間とオンライ
ンで学べてコミュニケーションがとれる体制が整い
ました。学校に行かない子も、自分らしく学べる環境
に整いつつあります。
一方、一番の懸念は先生方の負担が増えること！
私は支援員増の必要性を訴え続け、今年度は12名
の予算決定。
さらに、次の３点も求めています。

そうだったのか!

子どもたちの

iPad活用例

実現

しました！

ICT支援員が増えました！

①支援員はトラブル対応にとどまらない役割に。
②支援員は指導主事と共に、先生の授業支援まで
行う体制を作ること。
③現場の声を聞きながら、支援員（委託業者）との
契約内容を見直していくこと。
この導入期に、問題をひとつひとつ解決できるよう、
注視していきます。

手にしたiPadでYouTubeばかり観ている息子を叱って
いました。しかし息子は独自に「走り方研究」をしたよ
うで、運動会ではフォームが激変！
「 そうだったか・・・」
と夫婦で反省しました。ある中学校では自己紹介動画
をiPadで作成したそうで、動画撮影・編集は彼らには当
たり前の時代のよう。私も発想転換しなければ！デジタ
ルネイティブの子どもたちにはかないませんね。

中山みずほ区政報告
議会質問
区 議 会 議 員 は、区 民 の「 代 表 者 」で す。
私は代表であることを忘れず、調査・聞き
取りを徹底して、質問を準 備しています。

令和2年第4回定例会(2020年11月27日)
本会議一般質問
❶ コロナ禍における事業見直しや予算編成
について
❷ 世田谷版ＤＸ
（デジタルトランスフォーメー
ション）
の推進について
❸ ＧＩＧＡスクール構想とこれからの教育政策
について

令和3年第1回定例会(2021年2月26日)
本会議一般質問
❶ 区の重要施策としてのジェンダー施策の
あり方とジェンダー統計の必要性について
❷ 区 民 視 点での世田谷区ＤＸ推進方針に
ついて
❸ 障害児通所施設の円滑な開設へ向けた
ＵＤ推進条例の運用基準の改善について

令和3年予算特別委員会(2021年3月11日)
企画総務委員会所轄質疑
❶ 庁内データの利活用とエビデンスに基づく
政策形成について
❷ ジェンダー統計の必要性について
❸ 庁内の「女性管理職比率３０％」を目標に
かかげるべき。特定事業主行動計画に明
確に示せ！
❹ あらゆる施策にジェンダー視点を

令和3年予算特別委員会(2021年3月18日)
都市整備委員会所轄質疑

コロナでみんな大変！

とくに女性が困っています。
世田谷区内

DV相談件数

家賃が
払えない！

1.6倍

（2020年度 対前年比）

住居確保給付金
世田谷区
約7,000人申請

❶１人１台のiPad配布に関する保護者への
広報の足りなさについて
❷ ICT支援員の質の担保について
❸ 児童生徒の発達の凸凹に対する学校の対
応について
❹ 指定校変更 の際の 必要以上の画一性と、
窓口対応のひどさについて

パート・アルバイト女性
がコロナで生活困窮

うち40代女性

「シフト5割減 」
「休業手当なし」

1.8倍

（2020年10月 対前年同月比）

今の区内女性の

実態が見えていない！

女性の自殺増

2.3倍

(2020年度)

？

国の調査からも、私が受けるご相談からも、今、女

が

ジェンダー統計が必要だ！

中山みずほ 立憲

必要
です！

ジェンダー統計とは「男女間の意識による偏り・格

差・差別の現状や、その要因・影響を客観的に把握

するための統計」
のこと。
コロナ禍で大きく影響が出

少なく、各部署にどんなデータがあるのか、
すぐに

も、
これからの女性政策のためにも
「ジェンダー統

においては、女性視点で取りまとめられた統計が
把握できない状況でした。

ている可能性がある区内女性の実態把握のために
計」が必要と考えます。引き続き求めていきます。

世田谷版

DX
（デジタルトランスフォーメーション）
とは、
デジ
タル技術の導入や活用をきっかけに、人々の
生活をより良い方向に
「変革」
し続けていくこと。

DXで良いことは？

「オンラインで便利」
にとどまらない！

● 保育園の入園手続が
オンラインだったら簡単に。
● 住民票の請求もスマホで？！
● 申請の電子化、自動化、簡素化
● 区の職員の事務仕事が減ると…
区民相談、政策立案がもっとできる!
● 学校版DXで先生ともオンライン連絡
進め！

世田谷らしい
「住民参加」
をDXで
昨年10月、DX推進について議会で初めて質問したの
は私でした。11月に再び区の覚悟と本気度を尋ねる

と、保坂区長から
「中央集権的な統制に傾きがちな

DXではなく、
”住民主権”のDXを実現する」
との答弁が。
他自治体にない視点が方針として明記されたことを
評価し、台湾のコロナ対策で政府と市民がオンライ

ン上でシステムを作り上げた例のように、
住民参加の
世田谷らしいDX推進を求めていきます。

DXで未来も変わる！
中山オススメの2冊。

デジタル
デモクラシー

左）
オードリー・タン著『デジタルとAIの未来を語る』
右）若林恵著 『次世代ガバメント』

中山みずほプロフィール
● 1970年 中野区生まれ。独身時代は奥沢、
現在は深沢在住。家族は夫と息子１人。
● 1989年 都立大泉高校卒、
2006年産能短大卒。

4月で
51歳になりました。
息子も中学生に!

夫が作ってくれた
バースデイお好み焼。
火を吹き消したら鰹節が
全部吹き飛びました。

● 会社員歴20年。
リクルート、
広告代理店、
ホテル日航東京・広報
担当支配人を経て、
3.11を機にNPOや地域活動に専念。
● 世田谷区子ども・子育て会議公募委員、
世田谷区保育の質ガイドライ
ン策定委員、
世田谷区幼児教育・保育推進ビジョン策定委員、
世田谷
区地域子育て支援コーディネーターなどを歴任
（現在はすべて退任）
。
● 保坂展人政治スクール第1期生、
日本政策学校第7期生として、
市民

←中山みずほの過去の質問
は動画でご覧いただけます。

90万人

（2020年 12月時点
野村総研調べ）

性が困っていることは確かです。
しかし、世田谷区

❶ 住宅セーフティネット制度を活用したひとり
親向けの居住支援を拡大せよ
❷ 東京外環道工事の安全性の担保、区民の
不安にこたえる対応について
❸ ユニバーサルデザイン推進条例の運用基準
見直しと組織を超えた早期対応の必要性に
ついて

令和3年予算特別委員会(2021年3月22日)
文教委員会所轄質疑

2020.11〜2021.4

参加のまちづくりや地方自治を学ぶ。
● 2019年4月より世田谷区議会議員。
【特技】自転車こぎ、
大人のぬりえ、
お弁当を美しく詰めること。

【公式HP】http://nakayamamizuho.net 【E-mail】info@nakayamamizuho.net

