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小林　かなこ

企総

〒152-0002
目黒本町
5-27-17-403
☎6754-7733

西村　ちほ

文教

〒152-0035
自由が丘 2-11-8
☎6421-1228

鈴木　まさし

都環

〒153-0041
駒場 1-34-10
☎4590-3380

河野　陽子

生福

〒152-0002
目黒本町
4-1-10-103
☎5725-3433

宮澤　宏行

企総

〒152-0023
八雲 2-25-12
☎3724-8209

おのせ　康裕

生福／議運

〒153-0051
上目黒 4-21-8
☎3792-5199

坂本　史子

企総／議運

〒152-0001
中央町
1-8-11-405
☎3715-1064

たぞえ　麻友

都環

〒153-0065
中町 1-7-4
☎080-8885-6965

須藤　甚一郎

文教

〒152-0034
緑が丘 1-11-3
☎3723-8167

鴨志田　リエ

都環

〒153-0051
上目黒 3-20-6
☎3715-7313

広吉　敦子

生福

〒152-0003
碑文谷 6-1-19-1F
☎3791-8069

竹村　ゆうい

文教

〒152-0001
中央町
1-3-14-206
☎090-6000-6760

佐藤　昇

都環／議運

〒152-0001
中央町 1-3-7
☎3712-0399

そうだ　次郎

企総

〒153-0053
五本木 2-6-9
☎3760-4031

田島　けんじ

文教

〒152-0032
平町 2-16-4
☎3723-2829

川原　のぶあき

生福／議運

〒153-0051
上目黒
5-26-6-301
☎5734-1152

佐藤　ゆたか

企総

〒153-0063
目黒 1-24-16-901
☎3779-5205

いいじま　和代

生福

〒153-0065
中町 1-16-17-101
☎3760-5800

山宮　きよたか

都環

〒152-0031
中根 2-5-7
☎090-1455-9466

松田　哲也

都環／議運

〒152-0022
柿の木坂
2-13-18-B 棟 111
☎6421-1906

山本　ひろこ

企総

〒153-0061
中目黒 3-6-2-5F
☎050-3772-5704

小沢　あい

生福

〒152-0022
柿の木坂
2-3-1-801
☎6338-7140

関　けんいち

都環

〒152-0002
目黒本町 5-30-21
☎3791-3953

武藤　まさひろ

文教／議運

〒152-0023
八雲 4-5-20
☎3718-8234

飯田　倫子

生福／議運

〒152-0033
大岡山 1-27-8
☎3717-3760

橋本　欣一

企総／議運

〒152-0004
鷹番 1-5-7
☎3712-0960

いその　弘三

文教

〒153-0051
上目黒
3-21-28-205
☎5725-1388

今井　れい子

文教

〒152-0002
目黒本町 4-13-1
☎3712-6570

すべての区民が安心で健康に！
自由民主党目黒区議団　幹事長　佐藤　昇

　新春を健やかにお迎えのこととお慶び申しあげます。
　昨年は、リオ2016オリンピック･パラリンピック競技大会が開
催され、オリンピックでは日本過去最多となる41個のメダル、パ
ラリンピックでも24個のメダルを獲得し、多くの涙と笑顔と感動
を私たちに残してくれました。また、昨年11月には、目黒シティ
ラン～健康マラソン大会～が、大勢のボランティアの方々に支え
られ開催されました。健康とスポーツのイベントを通じて地域の
力で、東京2020オリンピック･パラリンピック競技大会への気運
醸成を進めてまいりたいところです。
　さて、目黒区では、少子高齢化、待機児童問題、大規模インフ
ラの長寿命化、首都直下型地震への減災対策など課題が山積して
おります。自由民主党目黒区議団は、社会経済情勢や人口推移な
ど区を取り巻く状況の変化をしっかり見据え、区民の皆様が安心
して健康で暮らせる目黒区を目指して、皆様とともに歩んでまい
ります。
　今後とも自由民主党目黒区議団にさらなるご指導ご鞭撻をお願
い申しあげます。

24年ぶりに貯金が借金を上回る！
今後も安心して暮らせる目黒を

民進党目黒区議団　幹事長　青木 早苗
　新年明けましておめでとうございます。
　昨年11月27日、名誉区民の王貞治氏をスターターに迎え、区内初の
目黒シティランが盛大に行なわれ、４千人のランナーが出場しました。
　旧加賀藩主の邸宅｢旧前田家本邸｣が駒場に建てられるなど歴史的な
関係が深いため、区は金沢市との友好都市協定の締結に向けた取組み
を進めています。
　平成27年度末の区の借金は201億円、貯金は302億円で、24年ぶり
に貯金が借金を上回りました。その財源を高齢者･障がい者･待機児童
対策などに使います。総合庁舎駐車場や上目黒小学校の空き教室を活
用して保育園を開設し、第四中学校跡地には特別養護老人ホーム･障
がい者施設･保育園を設置します。目黒郵便局付近の旧法務局跡地に
は区民に必要な施設を考えています。
　今年も区民とともに健全で安心なまちを築き、｢住みたいまち、住み
続けたいまち目黒｣を実現するため、全力を尽くしてまいります。今
年が皆様にとって幸せな年になりますよう祈念し、新年のご挨拶とさ
せていただきます。

新しい年、
さらに住民の皆さんとともに

未来倶楽部77　幹事長　坂本史子
　本年もがんばります！
全国の｢子育てがしやすい街50｣(日経DUAL調べ)の中に、東京23
区は18区もランクインしているのに、目黒区は入っていません。
財政力指数は４番目に高いのに、なんて工夫がないのでしょう！
区長は自分の給料を上げている場合ではありません。未来のため
に子どもにこそ投資を。
　去年は世界中で人命が失われ、人権がひどくおびやかされた一
年でした。
　｢戦争は人の心の中で生まれるものであるから、人の心の中に
平和のとりでを築かなければならない。」(ユネスコ憲章前文)｢性
的志向による差別の禁止、女性の参加率50％｣(オリンピックアジェ
ンダ2020)｢暗い時代」へ戻すのではなく、地域から着実に前進を。
　包摂の教育(インクルーシブ教育)を目黒で実践し、世代間交流
や政治的公正を実現させます。人と人が地域でリアルにつながり、
世界とも関わって希望の年を創っていきましょう。

安保法制＝戦争法の廃止！
住民の生命と暮らしを支える区政に

日本共産党目黒区議団　幹事長　石川 恭子
　明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。
　昨年末、政府は南スーダンPKOに戦争法で可能になった“駆け
つけ警護”など新たな任務を付して、自衛隊を南スーダンに派遣
しました。戦後、日本が歩んできた平和国家としての根本を変え
てしまうものです。“平和憲法の擁護”を掲げる平和都市宣言の
目黒から、市民の皆さんと力を合わせ戦争法廃止に向け全力で頑
張ります。
　昨年、保育園に入園できなかった保護者から、｢目黒に引っ越さ
なければよかった｣との声が寄せられました。目黒区政では認可
保育園や学童保育クラブ、特別養護老人ホームなど区民が必要と
する施設の不足が際立ち、一刻も早い増設が求められています。
また、高すぎる国民健康保険料や介護保険料が暮らしを脅かし、
保険料の引下げが急務となっています。そもそも自治体の一番の
役割は“住民の福祉の増進”です。日本共産党目黒区議団は、住
民の生命を守り安心して暮らせる区政実現に向け取り組んでいき
ます。

ひのととりのテーマは
「顔の見える関係づくり」

日本維新の会･無所属目黒区議団　幹事長　松田 哲也
ひのと

　明けましておめでとうございます。今年の干支は丁酉で、｢丁｣は
とり

安定、｢酉｣は成熟が極まるという意味があります。皆様にとって、
本年がそんな実りある一年となりますようお祈り申し上げます。
　さて昨年は、待機児童問題が例年以上に報道でも取り上げられ
ました。まず、施設は公設公営だけではなく民設民営でコスト削
減とサービース向上を図っていかなければいけません。さらには、
施設整備だけではなく子育て助成金やベビーシッター補助など多
様な施策を展開し、多くの区民の需要に確実に応えていくことが
必要です。こうした施策の転換が、区政全般に求められていると
私たちは考えています。
　また、行政だけでは多岐にわたる需要に応えられず、町会や学
校など様々な場面で皆様には日々ご苦労をおかけしております。
＜顔が見える関係＞を楽しく作りながら防災や子育て支援に取り
組む地域での重要な活動も、しっかりと支え広げる一年にしてい
く所存ですので、本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

区民の声を一つ一つ伺いながら、暮らしやすい目黒を
公明党目黒区議団　幹事長　武藤 まさひろ

　新年あけましておめでとうございます。本年が皆様にとりまして、充実･前進の一年となりますよう、
心からご祈念申し上げます。
　昨年は、イギリスのEU離脱、米国次期大統領のトランプ氏選出、日本の小池都知事誕生など、
とてもふり幅の大きい一年だったように思います。
　目黒区では、平成27年度の決算において、経常収支比率が79％となりました。区民の皆様にも
ご協力やご心配をおかけいたしましたが、ようやく、適正範囲内に入り、また基金残高が起債残高よ
り増えました。ギリギリの財政運営からは脱しましたが、待機児童や高齢者のかたが安心して暮らせ
る地域包括ケアシステムの構築、区有施設のあり方など多くの課題があります。
　公明党目黒区議団の６人は、区内の各地域を担当し、地域の声を伺いながら対応しております。例
えば、一般質問での質疑や予算要望に皆様の声を加えるなど、暮らしやすい目黒に取り組んでおりま
す。本年もどうぞよろしくお願いいたします。

松嶋　祐一郎

生福

〒152-0023
八雲 1-8-4
☎3723-7622

星見　てい子

生福

〒152-0033
大岡山 1-19-6
☎080-5680-4531

石川　恭子

文教 /議運

〒153-0052
祐天寺 2-19-15
☎080-3408-0027

西崎　つばさ

企総

〒152-0002
目黒本町 6-15-3
☎050-3715-0283

吉野　正人

文教

〒152-0023
八雲 2-18-5
☎3725-8973

青木　早苗

都環／議運

〒152-0011
原町 2-7-11
☎3716-0206

岩崎　ふみひろ

企総

〒152-0002
目黒本町
6-4-1-405
☎080-3424-1200

森　美彦

都環

〒153-0044
大橋 1-7-2
☎090-1735-2792

議員個人による年賀状など時候のあいさつ状は、公職選挙法により禁止されています。
新年のごあいさつは、本紙をもって代えさせていただきます。
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　　　　　　　　　都環＝都市環境委員会　文教＝文教・子ども委員会
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