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（1）テナントの事業継続に協力したテナ
ントオーナーに対して家賃を助成できな
いか伺う。（2）妊産婦支援として小児科医
など専門家によるオンライン相談を実施
できないか伺う。
区長　（1）助成は、慎重に検討する必要
があると考えている。（2）妊産婦に対する
オンライン相談は有効な支援ツールであ

る。活用例を研究し実施に向け検討する。

（1）校内の感染症対策について、都の補正
予算を活用して、サーモグラフィーやア
クリル板等を購入するなど感染症対策を
実施できないか伺う。（2）コロナの影響を
受けやすい生活困窮世帯の児童・生徒に
学習・生活支援事業（※１）において食事
を提供するなど、より充実した支援を実

施できないか伺う。（3）学びの保障につい
て（ア）ＧＩＧＡスクール構想（※2）の着
実な実施に向けて、学校間で学びに差が
生じないようICTに知見をもつ外部人材を
配置できないか伺う。（イ）勉強に不安を
抱える児童・生徒のため教員OBや学生を
学習指導員として活用し、学習進度に合
わせた学びの場を提供できないか伺う。
教育長　（1）アクリル板等は、購入に向
けて手続きを進めている。サーモグラ
フィーの設置は、設置場所など若干の課
題があるが、検温の省力化などの観点か
ら検討していく。
区長　（2）生活困窮者への支援の強化は
必要と考えている。子どもの学習・生活支
援事業において、家庭で十分な食事を取
れない子どもに食事を提供し、生活習慣

の改善などを図り、より充実した支援を
検討していく。
教育長　（3）（ア）令和2年度補正予算（第
2号）案に学校のICT教育支援の経費を計
上しており、必要に応じて専門的な知見
を持つ外部人材の配置を検討する。（イ）
放課後学習タイムなどを継続的に提供し
ていく。さらに夏季休業期間中には学習
教室を開き、一人一人に応じた学習支援
をしていく予定である。

行政はコロナ禍で不安を抱える
区民に希望の灯を！！
公明党目黒区議団　川原 のぶあき　議員

学校再開に向けた取り組みに
ついて

問
コロナ禍の区民に寄り添った施策の
実施について

問

※1 学習・生活支援事業　生活困窮世帯の
中学・高校生を対象にした学習支援や
保護者等の養育相談事業。

※2 GIGAスクール構想　義務教育を受け
る児童・生徒のために、1人1台の学習
者用情報端末と高速ネットワーク環境
などを整備する5年間の計画。

（1）目黒区の小・中学校の金融教育の取り
組みについて。お金について十分な知識
を持ち、適切に判断する力を持つことが
重要視されてきている。目黒区の小・中学
校において、授業でどのように金融教育
を取り入れているのかを伺う。（2）一般区
民へ向けた取り組みについて。お金の不

安を抱える人が増えており、中立・公正な
専門家の意見が聞きたいとのニーズがあ
る中で、目黒区でもファイナンシャルプ
ランナー（※2）などの専門家と協力して
常設の相談窓口を開設すべきだと思うが
見解を問う。
教育長　（1）家庭科では、消費生活の問
題解決的な学習を行ったり、社会科では、
経済活動を支える金融や金銭の働きの重

要性について理解を深める学習を行った
りしている。
区長　（2）常設の専門相談という枠組み
にとらわれることなく区民が抱える問題
は、関係課や関係機関と連携して取り組
んできた。今後も、ファイナンシャルプラ
ンナーなどさまざまな分野の専門知識の
活用について情報収集を行い、区としてど
のような役割を担えるか検討していく。

　条例では罰金まで設けているにもかか
わらず、注意・勧告の手順さえ決まってい
ない。区民の意思を反映できない条例で

あれば見直しも検討すべきと思うが見解
を問う。
区長　路上喫煙禁止区域のたばこ吸い殻
のポイ捨て本数は、着実に減少しており、
路上啓発パトロールの効果が確認できて
いる一方で、指定喫煙所で回収する吸い殻
本数は増加傾向にある。今後も罰則の適用
がなくとも、まちの環境美化を推進してい
けるように、啓発活動等を進めていく。　

金融リテラシーの普及と
ポイ捨て条例の再考について
フォーラム目黒（立憲民主・無所属の会）　梅田 まさみ　議員

金融リテラシー（※１）の普及について問

「目黒区ポイ捨てなどのないまち
をみんなでつくる条例」について

問 ※1 金融リテラシー　お金に関する知識や
判断力。

※2 ファイナンシャルプランナー　収支・
負債・家族構成・資産状況などを基に、
教育・老後など将来の資金計画やアド
バイスを行う職業、およびその職に就
く者。

<第２回定例会で審議した議案等の結果と各会派の賛否> （○：賛成、×：反対、欠：欠席）
自民
10人

公明
6人

フォ
５人

共産
5人

新風
3人

無（50音順） 議決
結果各1人議　案　名　等 概　　　　要

福祉業務手当及び防疫等業務手当の支給範囲を拡大するもの。

目黒区特別区税条例等の一部を改正する条例
未婚のひとり親に対する区民税の軽減措置を講じ、軽量な葉巻たばこの課税方式の
見直し等を行うとともに、新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除等の
特例措置を講じ、併せて規定の整備を行うもの。

目黒区国民健康保険条例の一部を改正する条例 新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給に関し
必要な事項を定めるもの。

目黒区介護保険条例の一部を改正する条例 低所得者に対する保険料の減額賦課に係る保険料率を引き下げるもの。

目黒区立福祉工房条例の一部を改正する条例 福祉工房において、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
に基づく地域生活支援事業として、新たに日中一時支援を実施するもの。

目黒区放課後児童健全育成事業の設備及び運営
に関する基準を定める条例の一部を改正する条例

放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令の
施行に伴い、規定の整備を行うもの。

目黒区特定教育・保育施設及び特定地域型保育
事業の運営に関する基準を定める条例の一部を
改正する条例

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設
等の運営に関する基準の一部を改正する内閣府令の施行等に伴い、規定の整備を
行うもの。

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令の施行に
伴い、規定の整備を行うもの。

令和２年度目黒区一般会計補正予算（第２号）

目黒区議会委員会条例の一部を改正する条例

歳入歳出にそれぞれ１９億４，７２１万６千円を追加し、総額を１,３９１億１，７７８万７千円
とするもの。

歳入歳出にそれぞれ３２９万４千円を追加し、総額を２５１億４，３９０万４千円とするもの。

令和２年度組織改正に伴い規定の整備を行うもの。

区長提出議案

○ 可決○ 欠 ○○○○○○○○

欠 可決○ 欠 ○○○○○○○○

○ 可決○ 欠 ○○○○○○○○

欠 可決○ 欠 ○○○○○○○○

欠 可決○ 欠 ○○○○○○○○

○ 可決○ 欠 ○○○○○○○○

○ 可決○ 欠 ×○○○×○○○

○ 可決○ 欠 ×○○○×○○○

○ 可決○ 欠 ○○○○○○○○

○ 可決○ 欠 ○○○○○○○○

○ 可決○ 欠 ○○○○○○○○

<陳情の審議結果と各会派の賛否> （×：反対、欠：欠席）
自民
10人

公明
6人

フォ
５人

共産
5人

新風
3人

無（50音順） 議決
結果各1人件　　　　名

× 不採択× 欠 ××××××××

× 不採択× 欠 ××××××××

都議会に対して目黒区議会のように請願・陳情の提出者の趣旨や陳情項目など個人情報以外すべてをインターネット上で確認できる
ように、さらにほかの項目についても改善を求める意見書の送付を求める陳情

ＤＶ事案、児童虐待事案などに関連する警察、児童相談所、こども家庭支援センターなどに関係する問題を社会問題として捉えることを
求めることや児童虐待防止法の再度の改正と警察への指導を求める意見書を国や東京都へ送付を求める陳情（※1）

会派略称　自民：自由民主党目黒区議団　公明：公明党目黒区議団　フォ：フォーラム目黒（立憲民主・無所属の会）　共産：日本共産党目黒区議団　新風：新風めぐろ　無：無会派
・各会派の構成議員は、7面の会派別議員名簿をご覧ください。
※1： 2委員会に付託したうち、企画総務委員会審査分

撤回承認した陳情
●羽田空港の国際線増便計画の見直しを求める陳情書

最近の委員会の主な議題（令和2年4月～6月）

4月8日（水）
・祐天寺駅周辺地区整備方針案
・「自由が丘駅前西及び北地区地区計画（原案）」及

び「自由が丘一丁目29番地区第一種市街地再開
発事業（原案）」

・自転車シェアリング事業の検証・評価
・目黒区無電柱化推進計画素案
・東山中児童遊園改良に向けた取組
・令和2年度民間建築物等の耐震化促進助成事

業等
・令和2年度家賃助成等の実施
・目黒区公営住宅等長寿命化計画の改定
・指定喫煙所休止等の再延長
5月13日（水）
・「自由が丘駅前西及び北地区地区計画（原案）」及

び「自由が丘一丁目29番地区第一種市街地再開
発事業（原案）」に関する住民説明会等の延期

・工事等報告（2件）
・工事報告（5件）
・令和2年春目黒川沿いの桜開花期間における

取組
・令和2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25日（月）
・正副委員長の互選
6月9日（火）
・旧公園事務所跡地における公園整備
・「目黒区生物多様性地域戦略」短期目標の指標

評価
・委託報告（1件）
・工事報告（1件）
・目黒区立区民住宅使用料等の債権放棄
・民間の屋内型喫煙施設の整備状況及び指定喫

煙所の運用
・めぐろはんどめいどエコバッグの作製
6月22日（月）
・「自由が丘駅前西及び北地区地区計画（案）」及

び「自由が丘一丁目２９番地区第一種市街地再
開発事業（案）」

・東京音楽大学のまちづくり計画書に関わる取
組状況

・令和２年度の不燃化特区助成事業等
・目黒区地域交通の支援方針案
・目黒川水質浄化対策計画案
6月23日（火）
・陳情審査

4月8日（水）
・令和2年度学校評議員の委嘱
・英語4技能検定試験結果の概要
・令和2・3年度青少年委員の委嘱
・令和3年4月開設の小学校内学童保育クラブ

の追加整備等
・認証保育所の認可保育所への移行
・小規模保育施設の認可保育所への移行
5月13日（水）
・令和3年度使用目黒区立中学校教科用図書の

採択
・子育て世帯への臨時特別給付金の支給
・令和元年度子ども家庭支援センターにおける

要保護児童相談
・保育所等入所待機児童数
5月25日（月）
・正副委員長の互選
6月9日（火）
・令和2年度児童生徒数・学級数
・令和元年度目黒区立学校におけるいじめの状況
・令和元（平成31）年度目黒区立学校卒業生

の進路状況

・目黒区児童・生徒の携帯電話等の使用に関す
る指針の改定

・令和元年度目黒区立学校における不登校の状況
・目黒区奨学資金貸付金の債権放棄
・令和2年度学童保育クラブ入所状況
・令和元年度子どもの権利擁護委員制度の実施

状況
・今後の児童館・学童保育クラブのあり方方針（案）
6月22日（月）
・議案審査
・めぐろ学校教育プランの改定時期等
・令和元年度放課後フリークラブの実施結果
・地域の学習支援団体への支援事業
・病後児保育施設の整備・運営事業者の募集
6月23日（火）
・陳情審査

4月3日（金）
・主要ネットワーク機器の停止について
・新型コロナウイルス感染症拡大防止のための

常任委員会及び特別委員会の運営について
・新型コロナウイルス対策に係る要望について
4月27日（月）
・特別区議会議長会の要望活動について
・新型コロナウイルス感染症拡大抑制に向けた

議会としての対応方針について　
5月7日（木）
・令和2年第1回臨時会の招集について
・提出予定議案について
・会期について
・本会議における討論通告書の提出期限について
・令和2年度組織改正について(追加)　
・令和2年度目黒区一般会計補正予算（第1号）

案について
・役職等について
・特別委員会について
5月13日（水）
・議事日程及び進行順序について
・新たな基本構想及び基本計画・実施計画策定

の延期について
・役職等について
・特別委員会について
・討論通告について
・議事日程及び進行順序について（追加）
5月18日（月）
・令和2年第2回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　
・事務引継ぎについて
・議会運営事項検討会について　
5月25日（月）
・会派の名称変更について
・役職（令和2年5月から令和3年5月まで）に

ついて　
・区長提出予定議案について
・総合戦略・感染症対策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
・正副委員長の互選
5月28日（木）
・令和2年度区議会事務局補正2号予算要求（案）

について
・議会運営事項の検討の進め方について

6月3日（水）
・令和2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
・令和2年度目黒区一般会計補正予算（第2号）

案等の概要について
・令和元年度各会計決算総括（速報値）について
・目黒区議会委員会条例の改正について
・議長会の要望活動について
・新型コロナウイルス対策に係る要望について
6月10日（水）
・陳情について
・一般質問の順序について　
・目黒区議会委員会条例の改正について
・議長会の要望活動について
6月17日（水）
・議事日程及び進行順序について
・追加提出議案について
・委員会の開催予定について
・陳情取下げについて
・令和２年度目黒区一般会計補正予算（第２号）

案・国民健康保険特別会計補正予算（第１号）案
について

・目黒区議会委員会条例の改正について
・議長会の要望活動について
6月19日（金）
・追加提出議案（議員提出）について　
・議事日程及び進行順序について
・陳情審査
6月24日（水）
・討論通告について
・議事日程及び進行順序について
6月30日（火）
・議事日程及び進行順序について
・新型コロナウイルス感染症拡大抑制に向けた

議会としての対応方針について　
・令和２年度区議会事務局補正3号予算要求（案）

について

4月10日（金）
・コミュニティ施策に係る当面の具体的取組に

関する取組結果及び今後の取組予定
・「目黒区教育の情報化推進計画」の策定
5月15日（金）
・新たな基本構想及び基本計画・実施計画策定

の延期

5月25日（月）
・正副委員長の互選
6月12日（金）
・「新たな目黒区民センターの基本構想」策定に向

けた基本的な考え方(中間のまとめ）及び今後の
進め方

・国家公務員駒場住宅跡地活用方針の策定スケ
ジュール変更　

6月25日（木）
・陳情審査

4月8日（水）
・令和2年度職員数
・性的指向及び性自認に基づく困難等の解消に

向けた対応指針（案）　
・職員の退職及び定期人事異動
・「災害発生時における施設の使用に関する協定」

の締結
5月13日（水）
・令和2年度組織改正（追加）
・「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 
・目黒区男女平等・共同参画審議会答申
・契約報告（16件）
・災害時対応における初動体制の見直し
・令和2年4月19日執行目黒区長選挙結果
・令和2年7月5日執行東京都知事選挙執行計画
（概要）

・議案審査
5月25日（月）
・正副委員長の互選
6月9日（火）
・契約報告（5件）
・令和元年台風19号対応を踏まえた風水害対

策に係る取り組みの進捗状況
・令和元年度各会計決算総括（速報値）
6月22日（月）
・議案審査
・令和３年度行財政運営にあたっての基本的考

え方
・事故の発生
・目黒区男女平等・共同参画推進計画の延伸及

び改定の延期
6月23日（火）
・陳情審査
6月24日（水）
・議案審査

4月8日（水）
・目黒区商工まつりの中止及びめぐろ事業者応

援プロジェクトの実施
・介護医療院の開設
5月13日（水）
・新型コロナウイルス感染症に感染した国民健

康保険の被保険者等に係る傷病手当金制度の
創設

・東京都の融資制度に連動した支援制度の開始
・特別定額給付金事業の実施概要
5月25日（月）
・正副委員長の互選
6月9日（火）
・プレミアム付商品券事業の実施結果
・めぐろパーシモンホール小ホールの臨時休館
・目黒区スポーツ表彰
・7月のマイナンバーカード土日窓口に係る開

設日変更等
・食品衛生法違反に伴う不利益処分
・低所得者の介護保険料軽減強化
6月22日（月）
・議案審査
・第四中学校跡地活用による特別養護老人ホー

ム・身体障害者入所施設等複合施設の開設時
期の変更等

・第四中学校跡地活用による高齢者・障害者複
合施設における身体障害者施設入所者及び生
活介護通所者の募集

6月23日（火）
・陳情審査

常任委員会

継続審査とした陳情
●ホームページ改正、新コロナ給付金、不親切区員に関する請願書（2委員会に付託）
●子どもの望まない受動喫煙をなくすための陳情
●別居・離婚後の「面会交流」という表現を「親子交流」へ改名を求める陳情
●ＧＩＧＡスクール構想実現へのロードマップに関する陳情
●区議会議員の費用弁償の支給凍結及び廃止を求める陳情

●中途失聴・難聴者の意思疎通に関する陳情
●都心上空低空飛行の運用にあたっての陳情書
●緊急措置としてのオンライン教育に関する陳情
●ＤＶ事案、児童虐待事案などに関連する警察、児童相談所、こども家庭支援センターなどに関係する

問題を社会問題として捉えることを求めることや児童虐待防止法の再度の改正と警察への指導を
求める意見書を国や東京都へ送付を求める陳情

●スーパーシティ推進に関する陳情

生活福祉委員会

文教・子ども委員会

特別委員会

目黒区総合戦略等調査特別委員会
（5月25日まで）

議会運営委員会

都市環境委員会

企画総務委員会

総合戦略・感染症対策等調査特別委員会
（5月25日から）

職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正
する条例

目黒区家庭的保育事業等の設備及び運営に関す
る基準を定める条例の一部を改正する条例

令和２年度目黒区国民健康保険特別会計補正予
算（第１号）
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