
第１回 臨時会 議会の新しい構成が決まる

議員の辞職 西崎つばさ議員【フォーラム目黒（立憲民主・無所属の会）】は、令和3年6月17日付で区議会議員を辞職しました。

議 会 の 構 成 議長　おのせ康裕（自民）　副議長　いいじま和代（公明）

令和3年6月18日現在

常　任　委　員　会

議会運営委員会  10人 区政再構築・感染症対策等調査特別委員会  9人

　5月25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、区政再構築・感染症対策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。

◦議長選挙
　選挙を行った結果、投票総数34票、有効投票32票中、おのせ康裕議員が26票で
当選しました。おのせ康裕議長は、区議会議員当選4回で、これまでに議長、議会運
営委員会委員長などを務めています。

◦副議長選挙
　選挙を行った結果、投票総数34票、有効投票34票中、いいじま和代議員が34票
で当選しました。いいじま和代副議長は、区議会議員当選3回で、これまでに副議
長、目黒区総合戦略等調査特別委員会副委員長などを務めています。
◦目黒区監査委員の選任の同意
　佐藤昇議員と佐藤ゆたか議員を議会選出監査委員に選任することに同意しまし
た。

◦議員に支給する日額旅費を、区民生活に有効活用
　議員に費用弁償として支給する日額旅費を、新型コロナウイルス感染症から区民
の健康と暮らしを守る財源に資するため、一定期間支給しないとする条例の一部改
正を議員提出議案として提出し、審議の結果、原案どおり可決しました。

佐藤昇議員 佐藤ゆたか議員

区長へ補正予算第1号に対する要望書を渡す（感染対策を徹底し撮影）

会派別議員名簿  〈　〉は会派略称

自由民主党目黒区議団 〈自民〉

公明党目黒区議団 〈公明〉

新風めぐろ 〈新風〉

無会派 〈無〉	 	 	

令和3年6月18日現在

幹事長 宮　澤　宏　行 小　林　かなこ 佐　藤　昇
副幹事長

（政調会長） 河　野　陽　子 鈴　木　まさし いその　弘　三
副幹事長

（会　　計） 西　村　ち　ほ おのせ　康　裕 そうだ　次　郎

幹　事 田　島　けんじ

幹事長 川　原　のぶあき いいじま 和　代
副幹事長 武　藤　まさひろ 佐　藤　ゆたか
会　計 山　宮　きよたか 関　　　けんいち

フォーラム目黒（立憲民主・無所属の会） 〈フォ〉

幹事長 鴨志田　リ　エ 梅　田　まさみ
副幹事長 橋　本　しょうへい
会　計 金　井　ひろし

日本共産党目黒区議団 〈共産〉

幹事長 岩　崎　ふみひろ 芋　川　ゆうき
副幹事長 松　嶋　祐一郎 石　川　恭　子
会　計 斉　藤　優　子

幹事長 かいでん 和　弘
副幹事長 青　木　 英　太
会　計 吉　野　 正　人

川　端　しんじ 岸　　　大　介 松　田　哲　也
白　川　愛 たぞえ　麻　友

◆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
10人

公明
6人

フォ
５人

共産
5人

新風
3人

無会派（50音順）
各１人

議決
結果

区長提出議案

地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき
専決処分した目黒区特別区税条例の一部を
改正する条例の報告及び承認について

法律改正に伴い、軽自動車税の環境性能割に係る軽減措置の適用期
限を延長するとともに、規定の整備を行うため、条例改正の必要が生
じたが、議会を招集する時間的余裕がないと認め専決処分したので
報告し、承認を求めるもの。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 承認

目黒区監査委員の選任の同意について 佐藤昇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 佐藤ゆたか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

議員提出議案等

目黒区議会議員の議員報酬、費用弁償及び
期末手当に関する条例の一部を改正する条
例

議員に支給する日額旅費を令和３年６月１日から令和５年４月３０日ま
での間支給しないこととするもの。 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

区議会議長辞職許可 そうだ次郎議長の辞任を許可するもの。 ○ ○ ○ × ○ × ○ × ○ ○ 許可

動議

区政再構築・感染症対策等調査特別委員会
設置を求める動議

（１）区政再構築及び基本計画等に関する調査　（２）感染症対策に関
する調査　（３）自治体ＤＸ（※）及び行政デジタル化推進に関する調査　

（４）大規模公有地活用及び区有施設見直し等（複合化・多機能化）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

・会派の略称は、上記の会派別議員名簿をご覧ください。
※自治体ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）　デジタル技術やデータを活用し、一人一人のニーズに合った行政サービスを構築することや課題解決をしていくこと。

企画総務委員会
8人

都市環境委員会
8人

生活福祉委員会
9人

文教・
子ども委員会
8人

行財政運営、
人権政策、
契約、
生活安全及び
防災等

都市計画、
都市整備、
環境保全、
清掃事業及び
リサイクル等 

議会運営、議会の会議規則、委員会に関する条例、
議長の諮問に関すること等 2面、動議の概要を参照

地域振興、
保健衛生、
社会福祉及び
文化・スポーツ等

学校教育、
社会教育及び
子育て支援等

●鴨志田リエ（フォ）⑥
〒153-0051
上目黒3-20-6
☎3715-7313

●小林かなこ（自民）②
〒152-0011

原町1-12-2-201
☎6303-2628

●山宮きよたか（公明）③
〒152-0031
中根2-5-7

☎090-1455-9466

●関けんいち（公明）④
〒152-0002

目黒本町5-30-21
☎3791-3953

●石川恭子（共産）⑥
〒153-0052

祐天寺2-19-15
☎080-3408-0027

岸大介（無）①
〒152-0033

大岡山1-13-10  1Ｆ
☎090-3360-3286

吉野正人（新風）③
〒152-0023
八雲2-18-5

☎3725-8973

梅田まさみ（フォ）①
〒152-0022

柿の木坂2-20-22
☎050-3573-5226

金井ひろし（フォ）①
〒152-0032

平町1-21-20-303
☎080-5195-2909

佐藤昇（自民）④
〒152-0001
中央町1-3-7

☎3712-0399

おのせ康裕（自民）④
〒153-0051

上目黒4-18-12
☎3792-5199

岩崎ふみひろ（共産）⑤
〒152-0002

目黒本町6-4-1-405
☎080-3424-1200

青木英太（新風）①
〒152-0011
原町2-7-11

☎3791-0800

橋本しょうへい（フォ）①
〒153-0052

祐天寺2-17-3-108
☎080-5090-2560

白川愛（無）①
〒153-0051

上目黒3-6-5  2Ｆ
☎080-7505-0905

川端しんじ（無）①
〒152-0035

自由が丘3-9-6-B-201
☎080-9561-4612

佐藤ゆたか（公明）③
〒153-0063

目黒1-24-16-901
☎3779-5205

松田哲也（無）④
〒152-0022

柿の木坂2-13-18-B棟111
☎6421-1906

そうだ次郎（自民）④
〒153-0053
五本木2-6-9

☎3760-4031

いいじま和代（公明）③
〒153-0065

中町1-16-17-101
☎3760-5800

たぞえ麻友（無）②
〒153-0065
中町1-7-4

☎050-5473-2018

河野陽子（自民）②
〒152-0002

目黒本町4-1-10-103
☎5725-3433

●西村ちほ（自民）②
〒152-0035

自由が丘2-6-19  1Ｆ
☎5726-9498

●武藤まさひろ（公明）④
〒152-0023
八雲4-5-20

☎3718-8234

●いその弘三（自民）⑤
〒153-0051

上目黒3-21-28-205
☎3711-0072

かいでん和弘（新風）①
〒152-0013

南1-1-11
☎090-3145-1156

芋川ゆうき（共産）①
〒152-0013
南3-14-17

☎090-4206-2048

斉藤優子（共産）①
〒153-0044

大橋1-7-2-101
☎3496-4704

川原のぶあき（公明）③
〒153-0051

上目黒5-26-6-301
☎5734-1152

松嶋祐一郎（共産）②
〒152-0023
八雲1-8-4

☎3723-7622

鈴木まさし （自民）②
〒153-0041
駒場1-34-10
☎4590-3380

田島けんじ（自民）④
〒152-0032
平町2-16-4

☎3723-2829

宮澤宏行（自民）③
〒152-0023
八雲2-25-12
☎3724-8209

凡例

●委員長　　
●副委員長
会派略称は、2面を参照
○の数字は当選回数

●田島けんじ（自民） ●川原のぶあき（公明）
　かいでん和弘（新風） 　西村ちほ（自民） 　松嶋祐一郎（共産）
　河野陽子（自民） 　鴨志田リエ（フォ） 　岩崎ふみひろ（共産）
　武藤まさひろ（公明） 　宮澤宏行（自民）

●そうだ次郎(自民) ●青木英太（新風）
　川端しんじ（無） 　橋本しょうへい（フォ） 　いいじま和代（公明）
　西村ちほ（自民） 　河野陽子（自民） 　石川恭子（共産）
　関けんいち（公明）

調査事項

調査事項 調査事項

調査事項

調査事項

調査事項

氏名（会派）①
郵便番号

住所
電話

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。なお、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。
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