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5月23日　第1回臨時会開催

議会の新しい構成が決まる

平成３０年５月２３日に開催した臨時会では、議長選挙・副議長選挙
を実施したほか、常任･議会運営委員会委員を選任し、議会選出監査委
員の選任に同意しました。

また、目黒区総合戦略等調査特別委員会の設置を求める動議を可決
し、委員を選任しました。

本会議

●議長選挙
選挙を行った結果、投票総数３４票、有効投票２７票中、おのせ康裕議員
が２２票で当選しました。おのせ康裕議長は、区議会議員当選３回で、これ
までに都市環境委員会委員長を務めています。

●副議長選挙
選挙を行った結果、投票総数３４票、有効投票３３票中、佐藤ゆたか議員
が３３票で当選しました。佐藤ゆたか副議長は、区議会議員当選２回で、こ
れまでに目黒区総合戦略等調査特別委員会委員長を務めています。

●目黒区監査委員の選任の同意
前監査委員の退職願の提出により、そうだ次郎議員（自民）及び川原のぶ
あき議員（公明）を議会選出監査委員に選任するもので、いずれも賛成多数
で同意しました。

そうだ次郎議員 川原のぶあき議員

会派別議員名簿 （平成30年５月２３日現在）

自由民主党目黒区議団（１３人）
幹事長
副幹事長
副幹事長

宮澤　宏行
佐藤　昇
飯田　倫子
小林　かなこ
西村　ちほ
鈴木　まさし
河野　陽子

おのせ　康裕
そうだ　次郎
田島　けんじ
橋本　欣一
いその　弘三
今井　れい子

公明党目黒区議団（６人）
幹事長
副幹事長

山宮　きよたか
関　けんいち
川原　のぶあき

佐藤　ゆたか
いいじま　和代
武藤　まさひろ

日本共産党目黒区議団（４人）
幹事長
副幹事長

岩崎　ふみひろ
松嶋　祐一郎

石川　恭子
森　美彦

立憲民主・区民クラブ（３人）
幹事長
副幹事長

西崎　つばさ
吉野　正人

青木　早苗

日本維新の会目黒区議団（２人）
幹事長
副幹事長

松田　哲也
山本　ひろこ

無会派（6人）
小沢　あい
鴨志田　リエ
須藤　甚一郎

竹村　ゆうい
たぞえ　麻友
広吉　敦子

会派について
目黒区議会の運営は、会派を中心に行われています。
議会運営上の「会派」とは「同じ政策を持つ２人以上の議員で構成する集団」を言い、

本紙の会派名は、会派結成届に基づく名称を掲載しています。
また、１人の場合は無会派と呼びます。

◆第１回臨時会で審議した議案等の結果と各会派の賛否 （○：賛成、×：反対）
議　案　名　等 概　　　　要 自民公明共産立区維新 無会派（各１人・５０音順） 議決結果

区長提出議案
目黒区監査委員の選任の同意について そうだ次郎議員を目黒区監査委員に選任することに同意するもの。 ○ ○ × ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ 同意

目黒区監査委員の選任の同意について 川原のぶあき議員を目黒区監査委員に選任することに同意するもの。 ○ ○ × ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ 同意

動議

目黒区総合戦略等調査特別委員会設置を求める動議

長期計画等に関する調査、大規模国有地活用及び区有施設見直し複合化・多機
能化計画等に関する調査、生活圏域整備計画・地域コミュニティ施策推進に関する
調査、東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた機運醸成、インバウンド
対応を含むスポーツ・街づくり・教育等施策全般に関する調査を行うため、地方自治法
第１０９条及び目黒区議会委員会条例第４条により設置するもの。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ 可決

会派の名称と構成人数　自民＝自由民主党目黒区議団（13人）　公明＝公明党目黒区議団（6人）　共産＝日本共産党目黒区議団（4人）　立区＝立憲民主・区民クラブ（3人）　維新＝日本維新の会目黒区議団（2人）
★各会派の構成議員については、上記の「会派別議員名簿」をご覧ください。

目黒区議会ホームページでは、本会議、予算特別委員会、決算特別委員会のインターネットによるライブ中継・録画
中継を行っています。スマートフォン等でもご覧になれます。
録画中継は、会議終了後４日程度（土曜、日曜、祝日を除く）でご覧いただけます。録画中継の公開期間は１年間です。

さらに詳しく会議の内容を知りたいかたは、ホームページ内の「会議録閲覧・検索システム」をご利用ください。
●本会議、予算特別委員会、決算特別委員会（平成１３年４月以降）

なお、上記の会議録は、区内の図書館や総合庁舎本館1 階の区政情報コーナーでも閲覧できます。
●各常任委員会、特別委員会、議会運営委員会（平成２０年４月以降）
＜問い合わせ＞ 区議会事務局広報係 ☎03-5722-9415

区議会インターネット中継をご利用ください

最近の委員会の主な議題（平成30年４月〜６月）

常任委員会
企画総務委員会
4月11日（水曜日）
・平成30年度職員数
・職員の退職及び定期人事異動
・補助46号線街路整備事業に係る目黒区立西小
山公園用地の取扱い

・地域SNS等の活用
・目黒区登録業者の指名停止措置
・区有財産売買契約
・災害時における学校施設の使用に関する協定の解除
5月9日（水曜日）
・目黒区基本計画の改定等の考え方
・「区政の透明性向上のための3つの制度」の運用
状況の公表

・訴訟事件の追加発生（2件）及び訴訟事件の終了
（3件）
・事故の発生
・契約報告（2件）
・自動着信拒否装置による迷惑電話ブロックサー
ビス事業の結果と今後の措置

・平成30年度全国瞬時警報システムの全国一斉
試験放送の実施

５月23日（水曜日）
・正副委員長の互選
６月13日（水曜日）
・株式会社セブン-イレブン・ジャパンとの包括連
携協定締結

・平成29年度情報公開・個人情報保護制度の実
施状況

・目黒区校長交際費支出損害賠償請求控訴事件の
判決

・事故処理結果
・目黒区中目黒スクエア付帯駐車場の臨時休業
・職員の懲戒処分
・「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状況

・契約報告（5件）
・目黒区登録業者の指名停止措置
・土砂災害警戒区域等の指定
・平成29年度各会計決算総括（速報値）
・区議会議員選挙における選挙運動用ビラの公費
負担

６月21日（木曜日）
・議案審査
・契約報告
・平成30年度平和記念事業の実施
６月22日（金曜日）
・【視察：土砂災害警戒区域（大橋二丁目地内、青
葉台二丁目地内）、北部地区備蓄倉庫、東山小
学校防災倉庫】

生活福祉委員会
４月11日（水曜日）
・平成30年度公益財団法人目黒区芸術文化振興
財団の事業計画等

・平成30年度公益財団法人目黒区国際交流協会
の事業計画等

・目黒区文化ホール及び目黒区美術館における次期
指定管理者選定にあたっての基本的な考え方等

・平成30年度目黒区・東城区・中浪区との三区
間交流事業

・平成30年度「第42回目黒区民まつり」及び「第
42回目黒区民作品展」の日程

・めぐろパーシモンホール大ホールの臨時休館
・平成30・31年度目黒区スポーツ推進委員の委嘱
・目黒区民センタープールの臨時休場
・目黒区立高齢福祉施設及び障害福祉施設におけ
る次期指定管理者選定にあたっての基本的な考
え方等

・地域包括支援センター開設時間延長等による相
談支援の充実

５月9日（水曜日）
・目黒区立住区会議室における次期指定管理者選
定にあたっての基本的な考え方等

・目黒区産業振興ビジョン改定に伴う意識調査の
実施結果

・区民プールの臨時休場
・食品衛生法違反者に対する不利益処分
・おたふくかぜワクチン予防接種費用の一部助成
・高齢者見守り・安心ステッカーの配布
・高齢者センター集会室の臨時休館

・高齢者の熱中症対策事業の実施
５月23日（水曜日）
・正副委員長の互選
６月13日（水曜日）
・町会連合会及び不動産関係団体との町会加入促
進に係る協力協定の締結（案）

・目黒区中小企業センター及び目黒区勤労福祉会
館における指定管理者制度実施方針（案）

・「角田市との友好都市協定締結10周年記念写真
展」の開催

・金沢市による「氷室の雪氷」の贈呈及び「かなざ
わ講座」の実施

・目黒区スポーツ表彰
・旅館業法の改正等
・介護保険制度に関連する政省令の改正等
・介護保険制度の改正（平成30年8月施行分　
サービス利用にかかる負担割合関係）

・医療的ケア児支援関係機関協議会の設置
・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

・区職員による生活保護受給者の預金等着服事案
に係る再発防止策取組状況

６月21日（木曜日）
・議案審査
・第55回目黒区商工まつり（目黒リバーサイド
フェスティバル2018）の開催

・認知症高齢者グループホームの指定
６月22日（金曜日）
・陳情審査
都市環境委員会
４月11日（水曜日）
・空家等対策の取組状況と今後の進め方等
・学芸大学駅周辺地区整備計画改定に向けた進め
方等

・平成30年度の不燃化特区における助成事業等
・目黒土木公園事務所に隣接する区所有地売却等
・補助46号線街路整備事業に係る目黒区立西小
山公園用地の取扱い

・大鳥公園改良に向けた取り組み
・緑が丘児童遊園改良に向けた取り組み
・平成30年度の民間建築物の耐震化促進助成事業
・平成30年度家賃助成の実施
・目黒区エコプラザの臨時開館
５月9日（水曜日）
・西小山駅周辺地区の街づくりの取り組み状況
・工事報告（2件）
・平成30年春目黒川沿いの桜開花期間における
取組結果

・目黒川水質浄化の取組状況と今後の進め方
・平成30年度住宅用新エネルギー及び省エネル
ギー設備設置費助成事業の実施

５月23日（水曜日）
・正副委員長の互選
６月13日（水曜日）
・目黒区土地利用現況調査結果
・祐天寺駅周辺地区整備構想等策定に向けた進め方
・工事報告（3件）
・駒場公園茶室・和室及び駒場野公園デイキャン
プ場における次期指定管理者選定にあたっての
基本的な考え方等

・目黒区エコプラザにおける次期指定管理者選定
にあたっての基本的な考え方等

・大橋二丁目開発行為に伴う提供公園の名称及び
開園

・土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域等の
指定

・目黒区サービス付き高齢者向け住宅供給助成事
業者の募集

６月21日（木曜日）
・上目黒一丁目地区プロジェクトにおける音楽の
杜グループの取組状況

・中目黒駅山手通り沿い指定喫煙所の休止
・目黒区地球温暖化対策推進第二次実行計画（め
ぐろエコ・プランⅡ）の改定

６月22日（金曜日）
・【視察：渋谷駅街区土地区画整理事業共同施行
者事務所、氷川さくら公園】

文教・子ども委員会
４月11日（水曜日）
・平成30年度教育施策説明会（前期）の開催
・平成30年度自然宿泊体験教室及び学校独自宿
泊事業の実施

・中学校部活動における部活動指導員
・平成30年度学校評議員の委嘱	
・めぐろシティカレッジ振興会役員の変更等
・平成30・31年度青少年委員の委嘱
・目黒本町一丁目国有地における児童福祉施設（認
可保育所・児童館・学童保育クラブ）整備・運
営事業者公募要項の概要

・平成30年度学童保育クラブ入所状況
・母子生活支援施設「目黒区みどりハイム」におけ
る次期指定管理者選定にあたっての基本的な考
え方等

・児童虐待死亡事件に関する目黒区の子ども家庭
支援センターの対応経過（概要）

・区立上目黒保育園跡地の活用
・東山保育園民営化に伴う保育園整備・運営事業
者公募要項の概要

・平成31年度認可保育所整備・開設事業者募集
要項の概要

・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（南一丁目及び下目黒
六丁目）

５月9日（水曜日）
・平成31年度使用目黒区立小・中学校教科用図
書の採択

・平成29年度目黒区立学校におけるいじめの状況
・平成29年度目黒区立学校における体罰等の実
態把握調査の結果

・平成29年度目黒区立学校における不登校の状況
・目黒区めぐろ歴史資料館の臨時休館
・目黒区子ども総合計画の改定
・平成29年度子どもの権利擁護委員制度の実施
状況

・平成29年度子ども家庭支援センターにおける
要保護児童相談

５月23日（水曜日）
・正副委員長の互選
６月13日（水曜日）
・平成30年度児童生徒数・学級数
・隣接学校希望入学制度（小学校）の休止等
・平成29年度目黒区立学校卒業生の進路状況
・平成29年度放課後フリークラブの実施結果
・ひとり親家庭等医療費助成制度高額医療費制度
の改正

・児童手当等の所得審査に係る寡婦控除のみなし
適用及び土地等に係る特別控除の適用

・母子生活支援施設「目黒区みどりハイム」指定管
理者制度実施方針（案）

・目黒区教育・保育に係る保育施設利用者負担額
の見直し

・国の特定教育・保育に係る利用者負担額の軽減
に伴う見直し等

・保育所等入所待機児童数
・緑が丘文化会館別館内　小規模保育所整備・運
営事業者の公募に係る選定結果

・三田フレンズ内　認可保育所整備・運営事業者
の公募に係る選定結果

・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（下目黒四丁目外2件）

６月21日（木曜日）
・議案審査
・東山二丁目国有財産の取得等要望の取扱い
６月22日（金曜日）
・陳情審査

議会運営委員会
４月6日（金曜日）
・事務局転入職員及び担当係長の紹介について
・役職について
・平成30年度目黒区・東城区・中浪区との三区
間交流事業について

・特別委員会について
４月23日（月曜日）
・役職について
・特別委員会について
・議長会の要望活動について
５月8日（火曜日）
・【視察：品川区役所】
５月9日（水曜日）
・目黒区基本計画の改定等の考え方について
・第3回目黒シティラン～健康マラソン大会～の
開催について

・事務引継ぎの実施について

５月16日（水曜日）
・平成30年第1回目黒区議会臨時会の招集請求に
ついて

・議事日程について
・特別委員会について
・役職割当について（平成30年5月～平成31年5月）
・特別区議会の国内友好都市等への訪問等の状況
について

５月23日（水曜日）
・役職について
・区長提出予定議案について
・目黒区総合戦略等調査特別委員会設置を求める
動議について

・議事日程及び進行順序について
・議長選挙及び副議長選挙の進行順序について
・常任委員会・議会運営委員会の継続調査事項（案）
について

・委員会室等について
・議会運営事項検討会について
・正副委員長の互選
６月4日（月曜日）
・平成30年第2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
・一般質問の通告期限について
・請願・陳情について
・本会議における討論通告書の提出期限について
・株式会社セブン-イレブン・ジャパンとの包括連
携協定締結について

・議長会の要望活動について
６月11日（月曜日）
・陳情について
・一般質問の順序について
・平成29年度各会計決算総括（速報値）について
・議長会の要望活動について
６月18日（月曜日）
・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）等について
・区長の中国出張等について
・議会運営事項検討会の検討の進め方について
６月20日（水曜日）
・追加提出議案について
・議事日程及び進行順序について
・意見書（案）について
６月29日（金曜日）
・討論通告について
・議事日程及び進行順序について
・区有施設等のブロック塀等の安全点検について
・平成30年度目黒区・東城区・中浪区との三区
間交流事業の行程等について

・政治分野における男女共同参画の推進に関する
法律の施行について

・平成30年度区議会事務局補正1号予算要求（案）
について

特別委員会
目黒区総合戦略等調査特別委員会
（平成30年５月23日まで）
４月13日（金曜日）
・目黒区民センター見直し検討に係る平成30年
度の取組

・東京2020オリンピック・パラリンピック競技
大会に向けた公衆無線ＬＡＮ整備に係る業務委
託業者選定（案）

・目黒区立中央体育館大規模改修工事実施設計（案）
５月11日（金曜日）
・平成29年度構造体耐久性調査・評価の結果
・第3回目黒シティラン～健康マラソン大会～の
開催

・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予定

目黒区総合戦略等調査特別委員会
（平成30年５月23日から）
５月23日（水曜日）
・正副委員長の互選
６月8日（金曜日）
・第3回目黒シティラン～健康マラソン大会～の
進捗状況

請願・陳情の
受付について
お知らせ
します

請願・陳情は区政に関する事柄等について、区民の皆さんが直接、区議会
に要望できる制度です。
請願には議員の紹介が必要です。議員の紹介がない場合は陳情となりま
すが、目黒区議会では請願と同様に扱います。
受付は常時行っていますが、定例会の会期中の委員会で審査するため
に、事務の手続き上、会期の約１週間前（区役所が休みの日を除く）までに

提出していただいています。この締切日は、めぐろ区議会だより・めぐろ区
報・目黒区議会ホームページでお知らせしています。
請願・陳情は直接提出していただくこととしています。郵送によるものは
原則として審査を行いません。平成３０年第３回定例会で新たに請願・陳情
の審査を希望される場合は、８月２８日（火）正午までに提出してください。
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