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最近の委員会の主な議題（平成29年12月中旬～平成30年３月）

常任委員会
企画総務委員会
12月13日（水曜日）
・菅平寄付用地の取扱い
・契約報告（10件）
・土砂災害防止法に基づく基礎調査結果
・「災害発生時における施設の使用に関する協定
書」の締結

1月10日（水曜日）
・建物明渡し等の請求に関する民事訴訟の判決
・目黒区公式ホームページトップページ等リ
ニューアル

・オープンデータの公開
・契約報告（5件）
・目黒区登録業者の指名停止措置
2月14日（水曜日）
・目黒区実施計画改定案及び目黒区財政計画（平
成30年度～ 34年度）（案）並びに目黒区行革計
画改定案

・平成30年度組織改正
・ポータルサイトを活用した寄付金（平成29年分）
の受入状況

・目黒区財務書類（平成28年度決算）
・平成30年新年のつどいの実施結果
・訴訟事件（2件）
・契約報告（2件）
・目黒区登録業者の指名停止措置
・防犯ブザーの電池破裂事故の原因と今後の対応
・災害時における物資輸送等に関する協定の締結
2月27日（火曜日）
・議案審査
・平成30年度組織改正（追加分）
・平成30年度都区財政調整方針
・平成29年度都区財政調整再調整方針
・「平成30年3月から適用する公共工事設計労務
単価」の運用に係る特例措置の実施

・全国瞬時警報システムの全国一斉情報伝達訓練
の実施

・平成30年度目黒区防災訓練等の計画
2月28日（水曜日）
・【視察：駒沢オリンピック公園総合運動場】
3月1日（木曜日）
・議案審査
生活福祉委員会
12月13日（水曜日）
・平成29年第2回東京都後期高齢者医療広域連合
議会定例会における議決結果等

・大韓民国ソウル特別市中浪区への訪問
・砧野球場・砧サッカー場管理事務所の施設整備
の考え方

・五本木小学校屋内プールの臨時休場
・住宅宿泊事業法の施行に向けた区の対応
1月10日（水曜日）
・【視察：東山小学校校舎改築等工事（後期）の上
棟確認（東山住区センター）】

・目黒区スポーツ表彰
・目黒区立碑文谷野球場臨時休場
・食品衛生法違反者に対する不利益処分
・生活支援体制整備事業の推進
・目黒区立東が丘在宅ケア多機能センターの開設
・区職員による生活保護受給者の預金等着服事案
に係る再発防止策

2月1日（木曜日）
・【視察：小田原市、民間保養施設（熱海市）】
2月14日（水曜日）
・【視察：東が丘在宅ケア多機能センター】
・目黒区実施計画改定案及び目黒区財政計画（平
成30年度～ 34年度）（案）並びに目黒区行革計
画改定案

・平成30年第1回東京都後期高齢者医療広域連合
議会定例会における議決結果等

・目黒区保健医療福祉計画改定案
・第7期目黒区介護保険事業計画案
・目黒区障害者計画（第5期目黒区障害福祉計画・
第1期目黒区障害児福祉計画）改定案

・区職員による生活保護受給者の預金等着服事案

に係る和解及び損害賠償
・目黒区自殺対策計画策定の進め方
・目黒区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関す
る条例（仮称）の骨子

・介護保険サービスにかかる人員、運営等の基準
の制定及び改正

・障害者グループホームの開所及び地域生活支援
拠点事業の実施

2月27日（火曜日）
・議案審査
・平成30年第１回臨海部広域斎場組合議会定例
会における議決結果等

・平成30年度国民健康保険事業
・大韓民国ソウル特別市中浪区への訪問概要等
・「友好都市・気仙沼市復興応援写真展～復興途
中の気仙沼市を知る～」の開催

・かなざわ講座の実施
・目黒区地域密着型サービス等整備事業者の平成
２９年度募集結果及び平成30年度の募集

2月28日（水曜日）
・陳情審査
3月20日（火曜日）
・【視察：東山小学校校舎改築等工事（後期）の竣
工確認（東山住区センター）】

・議案審査
都市環境委員会
12月13日（水曜日）
・自転車シェアリング実証実験の導入
・工事報告(5件）
・土砂災害防止法に基づく基礎調査結果
・平成29年度住宅用新エネルギー及び省エネル
ギー機器設置費助成の受付期間等の延長

・気仙沼産バイオマス発電由来ＦＩＴ（フィット）
電気の購入

1月10日（水曜日）
・区内の都市公園に設ける運動施設が占める面積
の考え方

・平成30年度の区民農園の募集
2月14日（水曜日）
・目黒区実施計画改定案及び目黒区財政計画（平
成30年度～ 34年度）（案）並びに目黒区行革計
画改定案

・目黒区空家等対策審議会設置の考え方
・自転車等放置禁止区域の指定
・三田地区整備事業住宅の一部用途変更
・目黒区住宅マスタープラン改定案
2月27日（火曜日）
・議案審査
・中目黒駅周辺地区整備計画改定の取組状況
・船入場橋等の供用開始
・目黒区自転車走行環境整備計画案
・平成29年度目黒川緑地帯及び児童遊園のサク
ラ再生実行計画

・土砂災害特別警戒区域における助成制度の考え
方

・平成30年度における放射性物質への対応（案）
2月28日（水曜日）
・陳情審査
文教・子ども委員会
12月13日（水曜日）
・平成30年度隣接学校希望入学制度の申込結果
・私立学童保育クラブの認定制度と運営費補助制
度の創設

・東山住区センターレクリエーションホール跡ス
ペースの活用

・賃貸型認可保育所整備・開設事業者募集要項の
変更

・平成30年度賃貸物件による認可保育所開設事
業者公募による選定結果（原町一丁目）

1月10日（水曜日）
・【視察：東山小学校校舎改築等工事（後期）の上
棟確認】

・平成29年度いじめ問題を考えるめぐろ子ども
会議の実施結果

・平成29年度目黒区立学校における第三者評価
の結果

・平成30年成人の日のつどい実施結果

・第8回「ティーンズ・フェスタ・イン・めぐろ
2017」の実施結果

・目黒区教育・保育に係る利用者負担額の見直し
案

1月31日（水曜日）
・【視察：渋谷区役所、荒川区立第四中学校】
2月14日（水曜日）
・目黒区実施計画改定案及び目黒区財政計画(平成
30年度～ 34年度)(案)並びに目黒区行革計画改
定案

・平成29年度目黒区立学校における四者による
学校評価アンケートの実施結果

・教職員の服務事故
・中学校における特別支援教室モデル事業の実施
結果

・目黒区緑が丘文化会館及び目黒区立緑が丘図書
館の臨時休館

・不動児童館及び不動児童館学童保育クラブ運営
委託事業者の決定

・平成30年4月区内認可保育所等入所申込状況
・緑が丘文化会館別館内小規模保育所整備・運営
事業者の公募

・三田フレンズ内認可保育所整備・運営事業者の
公募

・認可外保育施設の認可保育所への移行・運営事
業者の審査結果

・平成30年度賃貸物件による認可保育所開設事
業者公募による選定結果（鷹番三丁目及び東が
丘一丁目）

2月27日（火曜日）
・議案審査
・平成30年度における放射性物質への対応（案）
・平成30年度教育行政運営方針（案）
・平成30年度区立幼稚園及びこども園の入園申
込状況等

・放課後子ども総合プラン実施の方向性
・油面住区センター児童館学童保育クラブの定員
超過対応

・平成30年度賃貸物件による認可保育所開設事
業者公募による選定結果（五本木三丁目及び八
雲三丁目）

2月28日（水曜日）
・【視察：平町児童館及び学童保育クラブ、烏森
住区センター児童館第二学童保育クラブ、油面
住区センター児童館学童保育クラブの定員超過
対応予定地】

・陳情審査
3月22日（木曜日）
・【視察：東山小学校校舎改築等工事（後期）の竣
工確認、烏森住区センター児童館第二学童保育
クラブの竣工確認】

議会運営委員会
1月29日（月曜日）
・平成30年第１回目黒区議会定例会区長所信表
明について

・目黒区実施計画改定案及び目黒区財政計画（平
成30年度～ 34年度）（案）並びに目黒区行革計
画改定案について

・平成30年度組織改正について
・平成29年度目黒区一般会計補正予算（第３号）
案・特別会計補正予算（第２号）案について

・平成30年度目黒区各会計予算案について
・大韓民国ソウル特別市中浪区への訪問概要等に
ついて

・平成30年4月から平成31年3月までの区議会予
定表（案）について

・政務活動費収支報告書に係る議長の調査結果に
ついて

・議会運営委員会理事会の報告について
・議会運営事項検討会について
・パネル使用の際のイーゼルの使用について（案）
2月5日（月曜日）
・平成30年第1回定例会の招集について
・提出予定議案について
・会期及び会期中の日程について
・議会運営委員会に提案する意見書等について
・代表質問・一般質問の通告期限について

・請願・陳情について
・予算特別委員会の設置及び正副委員長の選出に
ついて

・本会議における討論通告書の提出期限について
・平成30年4月から平成31年3月までの区議会予
定表（案）について

・傍聴規則等の改正について
・パネル使用についての申し合わせ事項変更（案）
について

・ゲートキーパー養成研修の実施について
2月13日（火曜日）
・会派の名称変更について
・陳情について
・代表質問・一般質問の順序について
・常任委員会の定例開催日についての申し合わせ
事項変更（案）について

2月20日（火曜日）
・委員長の辞任及び互選について
・追加提出予定議案について　
・議事日程及び進行順序について
・委員会の開催予定について
・意見書（案）について
・陳情取り下げについて　
・予算特別委員会の正副委員長の候補者について
2月26日（月曜日）
・陳情取り下げについて
・議事日程及び進行順序について
・意見書（案）について
・平成30年度都区財政調整方針について
・平成29年度都区財政調整再調整方針について
・陳情審査
3月8日（木曜日）
・追加提出予定議案について
・追加提出議案（議運提出）について
・討論通告について
・議事日程及び進行順序について
・意見書（案）について
・政務活動費に係る日程について
・特別委員会について
3月23日（金曜日）
・追加提出議案に対する賛否について
・討論通告について
・議事日程及び進行順序について
・特別委員会について
3月26日（月曜日）から3月27日（火曜日）
・【視察：長崎県長崎市、長崎県諫早市、佐賀県
佐賀市】

特別委員会
目黒区総合戦略等調査特別委員会
12月15日（金曜日）
・コミュニティ施策に係る当面の具体的取組案
・東京2020オリンピック・パラリンピック競技
大会開催に向けた機運醸成事業の取組

1月30日（火曜日）
・【視察：品川区役所、めぐろボランティア・区
民活動センター】

2月9日（金曜日）
・スポーツ振興支援等を目的とした自動販売機の
設置（試行）

・目黒区立中央体育館大規模改修工事に係る臨時
休館等

・第2回目黒シティラン～健康マラソン大会～の
実施結果

・平昌2018パラリンピック冬季競技大会速報写
真展の実施

3月2日（金曜日）
・目黒区実施計画改定案及び目黒区行革計画改定
案

・施設データ集の更新
予算特別委員会
2月26日（月曜日）
・正副委員長の互選
3月9日（金曜日）から3月19日（月曜日）　（土日を
除く）
・議案審査

新年度予算に反対する第一の理由
は、障害者のためのリフト付き福祉タ
クシーの廃止を強行したことや保育料
の値上げを「受益者負担」で押し付けた
ことだ。また国保料の値上げや介護保
険改悪、生活保護切り下げなど、社会保
障切り下げについて国や都にものを言
わず追随している。こうした青木区政
の姿勢では、区民のくらしは守れない。
第二の理由は、新年度認可保育園944人

が入れない中で待機児解消の保育園
増設は、民間株式会社頼みであり無責
任だ。区立保育園の増設含め責任をも
って整備を進めよ。第三の理由は、経費
削減の民営化路線や行革によって、区
民サービスに的確な対応ができていな
い。区立保育所の廃止は論外。第四の理
由は、安倍９条改憲に対して、目黒区平
和都市宣言の「平和憲法擁護」の立場で
反対の声を上げるべきだ。

国の社会保障削減に追随する青木
区政では区民のくらしは守れない

日本共産党目黒区議団　松嶋 祐一郎　議員

基本３計画を将来の社会動向への洞
察に基づき改定することにより、区民
生活の着実で持続的な改善を推進する
こと、地域コミュニティー施策の在り
方を区と区民の協働により実現・促進
すること、区有施設見直しによる区有
資産の最大限の有効活用など、将来予
想を見据えた予算編成・区政運営を求
める。
具体的には、基金の積極的な積増し、

たばこ税・ふるさと納税対策、特養老人
ホーム等へのリハビリ施設の充実、民
泊の防犯対策の拡充、待機児童解消の
加速化、待機学童保育施設・児童館の整
備、コミュニティーワゴン等を含めた
区内交通網の発展、区立小中学校での
公教育の魅力向上などである。
これら我が会派の委員の審議内容が
十分反映されることを要望し、平成30
年度一般会計予算に賛成する。

賛 成
オリパラ大会後の未来を見据え、
次世代に繋がるバトンを示す！
自由民主党目黒区議団　小林 かなこ　議員

平成30年度
一般会計予算案に対する討論

（要旨）
●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。

予算特別委員会　正副委員長

山宮きよたか副委員長 そうだ次郎委員長

平成30年度　各会計　予算のあらまし

会計別当初予算額 （単位：億円）

会計区分 平成30年度 平成29年度 増減率（％）
一般会計 950.0 926.5 2.5

特別会計 534.2 569.5 △6.2

国民健康保険特別会計 271.9 312.9 △13.1

後期高齢者医療特別会計 64.9 62.9 3.2

介護保険特別会計 197.4 193.7 1.9

合計 1,484.3 1,496.0 △0.8

特別区税
433億円
（45.6%）

区民生活費
108億円
（11.3％）

総務費
80億円
（8.4％）

健康福祉費
504億円
（53.0％）

産業経済費
7億円
（0.7%）

都市整備費
61億円
（6.4%）

環境清掃費
46億円
（4.9%）

教育費
94億円
（9.9%）

公債費等
44億円
（4.7%）

譲与税・交付金
71億円（7.4%）

特別区交付金
130億円（13.7%）

国庫支出金
123億円
（12.9％）

都支出金
79億円
（8.3％）

その他
115億円
（12.1%）

議会費
7億円
（0.7%）

歳入
950億円

歳出
950億円

一般会計予算の内訳

各会計の予算額、一般会計予算の内訳の概要は、図表のとおりです。
（図表の数値は、四捨五入をした関係で、合計と一致しないことがあります。）

青木区政反対で、無所属の政務活動
を誇る私は、一般会計予算に大反対
だ。青木区長は、毎年度「所信表明」を
発表するが中身は空っぽ、都政のパク
リ（盗用）同然。区長は「セーフシティ」

「ダイバーシティ」「スマートシティ」
を掲げるが総て小池都政のコピー。
区職員が生活保護費440万円着服の
大事件発生。区は再発防止すら策定で
きず「検討する。」を連発の無能ぶり。

青木区政反対で闘う須藤は、区民
のためにならぬ会計予算に大反対

須藤 甚一郎　議員

平成30年度目黒区一般会計予算は増
額予算編成となったが、国の税源偏在
是正措置の法人住民税一部国税化等
で、今年度は基金の取崩を行った。歳出
は健康福祉費が予算総額の53％、小規
模・賃貸型認可保育所整備、定員拡大、
保育士待遇改善は評価する。公会計基
準の財務諸表を活用し区民への負担、
サービス低下にならないよう要望す
る。防災士の防災協議会立上げ、女性の

資格取得の拡大を要望する。児童相談
所は、施設より子供の生命を守る体制
を最優先で築き、大局観で都区協議を
進めよ。MGR100は目標達成には区民
の協力が必要、丁寧な説明と呼掛けを
要望する。契約案件は、コストより品質
最優先、施工能力等での業者選定を要
望する。住みやすいまち目黒となるよ
う強く求め、議案第20号、平成30年度目
黒区一般会計予算に賛成する。

賛 成
限りある財源を人材の発掘と育成、
知恵と区民の協力で活かせ！

公明党目黒区議団　佐藤 ゆたか　議員

予算構成比の推移を見ると、10年で
扶助費が倍増している。超高齢社会や
待機児童問題にも対応しつつ、選択と
集中をさらに進める必要がある。
歳入では、収奪と称される税源偏在
是正措置について、政治・行政ともに不
合理な見直しに異議を唱えよう。
歳出では、防災について、避難所への
資機材配備や運営支援など、ハードソ
フト両面から取り組みの加速を。

健康福祉では、がん検診充実や受動
喫煙防止など、コスト低減にも繋がる
予防施策に重点を置くべき。
教育は、新学習指導要領への対応が
肝である。また、児童相談所の設置も焦
点となったが、既存の子育て支援の強
化が最重要である事を指摘する。
今後、削ることを「見える化」する作
業が必要だ。議会も説明責任を担う覚
悟を表明し、予算案に賛成する。

賛 成
川の下流ではなく、上流の課題を
解決しよう。
立憲民主・区民クラブ　西崎 つばさ　議員

目黒区で虐待によって小さな命が
奪われた。各区では、児相業務の都か
らの移管を目指しているが、区内の保
育所や学校や保健所や町会そのほか
全てのネットワークを動員し、二度と
このような事件が起きないようにし

なければいけない。
行革によって財源を確保しなが
ら、保育～教育～成人～介護の生涯
で、支え続ける区の行政運営を求め
賛成する。

賛 成
目黒に生まれ、または来られた人
たちを、ずっと支える目黒区に。
日本維新の会目黒区議団　松田 哲也　議員

平成30年度目黒区一般会計予算に
ついて時代のニーズに対応したバラ
ンスのとれた予算として、原案通り賛
成する。
国による理不尽な税制変更や変動す

る国際金融市場の動向などによって今
後とも不透明さを増す区財政ではあり
ますが、このような状態においても持
続可能な区政運営のため、一層の行財
政改革は必要である。

賛 成
先行き不透明な時代においても持
続可能な区政運営のために

小沢 あい　議員

出産・子育てに多額の予算を組み待
機児童ゼロを目指す中、日本の中心で
ある東京23区の財源を吸い上げる国
の政策により40億円の減収となった。
国と同様に地方分権に逆行する東
京都から財源移譲を進め福祉の向上

を図れ。
財政再建を成した今後は、多様な区
民ニーズと国政・都政の目まぐるしい
変化に迅速に応える職員を育成し目黒
の未来を切り開け。

賛 成
多様な区民ニーズと社会の変化に
迅速に対応する人材を育成せよ

鴨志田 リエ　議員

「ゆりかご・めぐろ」は、特定妊婦や問
題のある出産を迎える妊婦さんを適切
な子育て支援へとつなぐ意味合いも強
く、今後も応援したい。30年度より「特
別の教科道徳」が導入されるが、いじめ

と真正面から向き合い「考え、議論する
道徳」への転換に大いに期待する。文科
省が目指すチーム学校の実現へ、スク
ールソーシャルワーカーとスクールカ
ウンセラーを常勤配置せよ。

賛 成
「安全」が確保され、区民が「安心」
を感じられる目黒区政を！

竹村 ゆうい　議員

中学校統廃合や児童相談所設置が後
手に回っていることは非常に残念であ
る。一方で、「遊びバス」や学童保育の待
機児童対策などに創意工夫が感じら
れ、評価するところである。

財政においては、景気動向に左右さ
れやすい23区の財政構造を踏まえ、社
会情勢の変化に柔軟に対応可能な強固
な財政基盤の確立に向け、前進するこ
とを強く求める。

賛 成
課題解決に向けた創意工夫を評価する。
強固な財政基盤の確立を！

たぞえ 麻友　議員

区税収入は増えたが法人住民税の一
部国税化や消費税の清算基準の見直し
等により区の財源が減少傾向にある。
今後は区民との協働でまちづくりに取
り組め。子育て支援事業の強化は評価

する。さらに子どもの育ちを守るため
に外遊びの環境を確保せよ。高齢者の
在宅生活を支えるため地域支え合いの
仕組みをつくれ。（仮称）南一丁目緑地
公園をコミュニティの拠点とせよ。

賛 成
世代や立場を超えて対話できる環
境づくりに取り組め

広吉 敦子　議員


