
最近の委員会の主な議題（令和元年１２月中旬～令和２年３月）
・「友好都市・気仙沼市復興応援写真展」の開催
・健康づくり調査の実施結果
・令和元年度目黒区地域密着型サービス整備事

業者の募集結果及び令和2年度の募集
・目黒区発達障害支援拠点の土曜日開所による

相談支援体制の充実
・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（令和2年1月
末現在）等
2月26日（水曜日）
・議案審査
・令和2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
・コンビニエンスストアにおける課税証明書及

び非課税証明書の自動交付
・滞納対策業務に係るシステムの導入
・令和2年度国民健康保険事業
2月27日（木曜日）
・陳情審査
・令和2年度における放射性物質への対応

（案）
・砧野球場・砧サッカー場の臨時休場
・目黒区ペット防災の手引き（案）の作成
・食品衛生法違反に伴う不利益処分
3月18日（水曜日）
・議案審査

都市環境委員会
12月11日（水曜日）
・東京における都市計画道路の在り方に関する

基本方針
・祐天寺駅周辺地区整備方針素案
・木密地域不燃化10年プロジェクト不燃化特

区における助成事業等の取組状況
・目黒区自転車安全利用促進条例（仮称）の骨

子案
・工事報告（2件）
・工事報告（2件）
1月8日（水曜日）
・自由が丘駅前西及び北地区における街並み再

生地区の指定等及び今後の進め方
・工事報告（1件）
・令和元年台風19号の対応に関する検証及び

今後の対応
・災害時における迅速な対応を想定した職員体

制の確保
・工事報告（1件）
・民間の屋内型喫煙施設に係る整備費補助事業

の進捗状況
2月12日（水曜日）
・自由が丘東地区の街づくりの取組状況
・「緑確保の総合的な方針」の改定（案）
・「都市計画公園・緑地の整備方針」改定（案）
・工事報告（1件）
・東京におけるマンションの適正な管理の促進

に関する条例施行に伴う区の対応
2月26日（水曜日）
・【視察：五本木二丁目地内（議案第17号）】
・議案審査
・目黒区交通バリアフリー推進基本構想改定に

向けた取組
・目黒区総合治水対策基本計画改定に向けた取

組
・「自由が丘駅前西及び北地区地区計画（原案

の案）」及び「自由が丘一丁目29番地区第一
種市街地再開発事業（原案の案）」

・木密地域における不燃化促進の今後の進め方
2月27日（木曜日）
・陳情審査
・目黒区地域交通の支援方針素案
・公園の名称及び開園（目黒本町五丁目22番4

号）
・令和元年度　呑川柿の木坂支流緑道及び呑川

駒沢支流緑道のサクラ再生実行計画
・通園・園外保育等の交通安全対策の取組状況
・目黒区耐震改修促進計画改定に向けた取組

・令和2年度における放射性物質への対応
（案）

文教・子ども委員会
12月11日（水曜日）
・令和2年度隣接中学校希望入学制度の申込結

果
・平成31年度東京都「児童・生徒の学力向上

を図るための調査」の結果
・地域子育てふれあいひろば事業の実施事業者

公募結果及び私立認可保育園内子育てふれあ
いひろばの実施

・碑文谷公園内認可保育所整備・運営事業者の
公募に係る選定結果

・【視察：品川児童相談所】
1月8日（水曜日）
・令和2年度小学校自然宿泊体験教室
・令和元年度いじめ問題を考えるめぐろ子ども

会議の実施結果
・第10回「ティーンズ・フェスタ・イン・め

ぐろ2019」の実施結果
・令和3年4月開設の小学校内学童保育クラブ

整備及び運営の取組
2月12日（水曜日）
・令和元年度目黒区立学校（園）における四者

による学校（園）評価アンケートの実施結果
等

・目黒区特別支援教育推進計画（第四次）改定案
・令和2年成人の日のつどい実施結果
・木造二天王立像の目黒区指定文化財への指定
・緑が丘図書館の天井材の落下
・ほ・ねっと ひろばの相談時間等の変更
・令和2年4月区内認可保育所等入所申込状況
・令和2年度賃貸物件等による認可保育所開設事

業者公募に係る選定結果（目黒三丁目外2件）
2月26日（水曜日）
・議案審査
・令和2年度における放射性物質への対応（案）
・令和2年度教育行政運営方針（案）
・令和2年度区立幼稚園及びこども園の入園申

込状況等
・新型コロナウイルス感染症に係る学校（園）

の対応
2月27日（木曜日）
・学校（園）における食育指針の改定(案)
・「目黒区生涯学習実施推進計画」の改定等の

考え方
・目黒区子ども総合計画（令和2年度～令和6

年度）改定案

議会運営委員会
1月16日（木曜日）
・令和2年度区議会予定表（案）について
1月29日（水曜日）
・令和2年第1回目黒区議会定例会区長所信表

明について
・令和2年度組織改正について
・令和元年度目黒区各会計補正予算（第2号）

案について
・令和2年度目黒区各会計予算案について
・政務活動費収支報告書に係る議長の調査結果

について
・講演会の開催について
2月3日（月曜日）
・令和2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
2月10日（月曜日）
・陳情について

・代表質問・一般質問の順序について
2月18日（火曜日）
・議事日程及び進行順序について
・追加提出議案について
・委員会開催予定について
・意見書(案)について
・陳情取下げについて
・諮問（人権擁護委員候補者の推薦）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25日（火曜日）
・諮問（人権擁護委員候補者の推薦）に対する

賛否について
・議事日程及び進行順序について
・意見書案について
・令和2年度都区財政調整方針について
・令和元年度都区財政調整再調整方針について
・新型コロナウイルス感染症拡大抑制に向けた

議会としての対応について
・議会棟におけるWi‐Fi環境整備に係る検討結

果について
・目黒区議会内の文書類のペーパーレス化の実

施について
・目黒区議会申し合わせ事項の内容変更（案）

について
3月6日（金曜日）
・追加提出議案について
・討論通告について
・議事日程及び進行順序について
・目黒区議会ＢＣＰ（業務継続計画）の改正

（案）について
・新型コロナウイルス感染症拡大抑制に向けた

議会としての対応について
・目黒区議会申し合わせ事項の内容変更（案）

について
・議場設備改修に伴う検討について
・政務活動費に係る日程について
3月23日（月曜日）
・討論通告について
・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

議会としての対応について

特別委員会
目黒区総合戦略等調査特別委員会
12月13日（金曜日）
・【視察：渋谷区役所、中央体育館大規模改修

工事の完了確認】
・国家公務員駒場住宅跡地活用に関するサウン

ディング調査結果と素案作成に向けた論点整
理
12月17日（火曜日）から12月18日（水曜日）
・【視察：大阪府大阪市、京都府京都市、兵庫

県神戸市】
1月10日（金曜日）
・東京2020大会聖火リレー
2月14日（金曜日）
・令和元年度ケニア共和国とのホストタウン事

業の取組状況
・目黒区立中央体育館の開館記念イベント及び

公式練習会場に伴う休館期間
・第4回目黒シティラン～健康マラソン大会～

の実施結果
3月2日（月曜日）
・施設データ集の更新
・公衆無線ＬＡＮ（Meguro Free Wi－Fi)のア

クセスポイント整備
・東京2020オリンピック聖火リレー

予算特別委員会
2月25日（火曜日）
・正副委員長の互選
3月9日（月曜日）から3月17日（火曜日）
（土日を除く）
・議案審査

12月11日（水曜日）
・契約報告（16件）
1月8日（水曜日）
・職員住宅跡等の活用検討の方向
・土地等の寄付の受入れ
・目黒区公式ホームページ緊急時運用訓練の実施
・インターネット関連の障害
・目黒区男女が平等に共同参画する社会づくり

条例の改正骨子（基本的考え方）（案）
・契約報告（7件）
・目黒区登録業者の指名停止措置
・令和元年台風19号の対応に関する検証及び

今後の対応
・災害時における迅速な対応を想定した職員体

制の確保
・令和2年4月19日執行目黒区長選挙執行計画

（概要）
2月12日（水曜日）
・令和2年度組織改正
・令和2年新年のつどいの実施結果
・訴訟事件の判決
・目黒区公契約審議会答申及び令和2年度労働

報酬下限額の設定等
・契約報告（3件）
・目黒区監査委員監査基準（案）の策定
2月26日（水曜日）
・議案審査
・令和2年度都区財政調整方針
・令和元年度都区財政調整再調整方針
・特定個人情報保護評価書（案）
・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（素案）
2月27日（木曜日）
・陳情審査
・目黒区特定事業主行動計画及び目黒区女性職

員活躍推進計画の統合
・「令和2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及びイ
ンフレスライド条項の運用

・契約報告（3件）
2月28日（金曜日）
・議案審査

生活福祉委員会
12月11日（水曜日）
・令和元年第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
・令和元年度年末年始における住民票及び印鑑

登録証明書の発行窓口休止等
・食品衛生法違反に伴う不利益処分
・目黒区産後ケア事業（宿泊型）の実施
・地域包括支援センターの業務委託法人の変更

及びこれに伴う介護予防支援事業所の指定
・目黒区医療的ケア児等通所支援事業の利用登

録者募集
1月8日（水曜日）
・【視察：中央体育館】
・気仙沼復興応援ツアーの実施
・目黒区スポーツ表彰
・令和2年度地域包括支援センターにおける事

業の拡大
・借上げ高齢者福祉住宅の契約期間満了に伴う

対応
・区立障害者通所施設利用時間外活動支援事業

の実施
1月27日（月曜日）
・【視察　品川区役所　障害児保育園ヘレン中

村橋】
2月12日（水曜日）
・民事訴訟の提起
・令和2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

＜災害時における要配慮者支援＞
（1）避難行動の支援が必要なかたは、本
人同意を得たかたの名簿にはどの程度
が登録されているか。また未登録のか

たに関し、同意の確保に向けた対応は。
（2）福祉避難所では既存の入所者に加
えて避難者への対応も必要。徒歩圏外
からの応援も含め、人員確保への対処

は。（3）地域防災計画によれば、福祉避
難所に指定された保育園には粉ミルク
や飲料水等の備蓄がない。発災時の対
応は。
区長　（1）「対象者名簿」に登載されてい
る約1万5千人のうち、8,992人が同意し、
「登録者名簿」に登録されている。イベ
ント、講演会等での周知のほか登録のメ
リットについて理解を図り、登録数の
向上に努める。（2）応援いただく主体を
整備し人員確保を図っていく。（3）保育
園における哺乳瓶の備蓄数は、今後精査

し、液体ミルクに直接取り付けて使用で
きるタイプの導入も併せて検討する。
＜聖火リレー当日のごみ収集＞
東京2020オリンピックの聖火リレー
が来る7月23日は木曜で、近隣では燃や
すごみの収集日。生活への影響や街のイ
メージを考慮の上、どう対処するか。
区長　聖火リレーが滞りなく実施され
るよう、コース上の美観維持も考慮しつ
つ、ごみ収集と資源回収に万全を期して
いく。

災害時の要配慮者支援
および聖火リレー当日のごみ収集

立憲民主・目黒フォーラム　橋本 しょうへい　議員

＜双子や三つ子等の多胎児支援について＞
（1）同時に2人以上の妊娠・出産・育児に
伴う、身体的・精神的負担や社会からの
孤立等、多胎児出産・育児の困難さに直
面する家庭も少なくない。都が来年度に
向け多胎児家庭支援強化策を決めた。こ
れにどのように対応していくのか伺う。

（2）区として多胎児家庭に寄り添える訪
問型支援に積極的に取り組むべきと考
えるがいかがか。
区長　（1）産後ケア事業などの既存の事
業を拡充するとともに、都や国の支援策
等の状況を注視しながら、多胎児家庭の
交流の場となる多胎児懇談会の拡充に

ついて検討を進め、多胎児家庭支援に取
り組む。（2）負担が大きく孤立しがちな
多胎児家庭の現状を受け止め、今後、訪
問型の各事業の充実を図るとともに、事
業に関わる専門職同士の緊密な連携に
努め、アウトリーチ型の相談支援に取り
組んでいく。
＜教育虐待について＞
「教育虐待」とは子供が受け入れられる
限度を越え、暴言や無視・暴力等精神的・
肉体的苦痛を与えて勉強させることを
いう。区でも「教育虐待」のケースが複数
あると聞く。区としてどのように取り組
んでいくのか伺う。
区長　保護者に向け、教育虐待を含む体

罰等の禁止について、教育委員会、学校
と協力しながら周知していく。「児童虐
待防止マニュアル」は、法改正を受けて
改訂し、地域関係者の共通理解により、
教育虐待を含む体罰等の早期発見と防
止に取り組む。
＜目黒区新年のつどいについて＞
（1）「目黒区新年のつどい」に区長が特別
に認める「区長推薦枠」があるのか伺う。
（2）昨年、当時区議会議員に立候補予定
であった者が出席していたが、認識して
いたのか伺う。
区長　（1）個人的な関りで招待するよう
な区長推薦枠はない。（2）当該議員が参
加したものとは承知していない。

多胎児支援・教育虐待対応で
きめ細かい子育て支援を！

自由民主党目黒区議団　河野 陽子　議員

　唯一にして最大の反対理由は、区長との信
頼関係が崩れたことだ。当初の3期12年までと
の公約を破って居座り続けた理由が、この4年
間を通じても全く見えず、説明責任も果たさ
れたと言えない。選挙公約を軽んじる姿勢は、
あまりに前近代的だ。
　昨年の台風19号では、区民が安全・安心と
は程遠い状況に置かれた。16年間の取り組み
は一体何だったのか。

　変化が速く激しい現代社会に、守りの姿勢
では区政を守ることはできない。攻めの姿勢
を持ち続けることが、現在の区政運営に最も
欠けている点である。
　人々から選ばれ、住み続けられる街を目指
すために、区政運営のあり方を根本から見直
すとともに、議会と首長の健全な二元代表制
を取り戻し、信頼関係のもとで区政を前に進
めなければならない。

　新型コロナウィルス感染症拡大は、わが区
の経済や区民生活にも大きな影響を及ぼして
いる。区財政においては、令和2年度を迎える
前から、大きな経済危機の到来が予測できる
状態にある。区民に一番近い基礎的自治体と
して、その時になって緊急財政対策を打つの
ではなく、令和2年度はそれに備える年度と位
置づけ、抜本的に財政のスリム化を日常から
図っていく年度とするべきである。一方、団

塊の世代が75歳となる2025年までの残り５年
間が、迫り来る超高齢化社会・人口減少社会
を乗り越える準備をするラストチャンスとな
る。ICT戦略推進、民間活力推進等により、
行政改革を積極果敢に進め、攻めの区政に転
じることが求められている。以上の視点を令
和2年度の区政運営にしっかり反映することを
要望し、賛成討論とする。

令和２年度　一般会計予算案に対する討論（要旨）
詳細は、ホームページの「インターネット議会中継」で録画をご覧ください。

佐藤ゆたか副委員長 西村ちほ委員長

予算特別委員会　正副委員長

　○「緩やかな景気回復をしている」と言うが
経済状況は消費増税によってGDPはマイナス、
家計消費の下落。さらにコロナの影響によっ
て消費は壊滅的な事態に。各地で百貨店等の
倒産、区内でも飲食店が倒産し相談に来る「区
内中小業者の実態調査をせよ」と求めるが実施
せず。実態をきめ細かく把握し区民生活を支
える事が必要。○特別養護老人ホームは19年ぶ
りに開設。長い時間がかかったのは整備計画

を延期・中止したため。現在待機者は800人以
上。新たな計画を求めたが区は作らない。○毎
年の国民健康保険料の値上げ。○区の退職不補
充の方針によって区立保育園給食調理員は新
規採用されず。調理員が足りず他園から援助
が入る事態に。職員の削減を止めよ。○区長は
保育園増設を求める保護者とは面会を拒否。
幅広い住民の声に耳を傾けよ。

日本共産党目黒区議団　石川 恭子　議員
消費税増税と新型コロナに苦しむ区民生活を
支える事ができない！

反
対

立憲民主・目黒フォーラム　西崎 つばさ　議員
「守り」ではなく「攻め」の姿勢を！反

対

国難・新型コロナに起因するすべての不安から
区民を守る予算に

賛
成 自由民主党目黒区議団　河野 陽子　議員

　新型コロナウィルスの脅威は世界を震撼さ
せ、あらゆる活動にブレーキがかかっている。
米中貿易摩擦や米大統領選挙の行方も、選択
次第では世界中が自国優先主義に傾倒するお
それがあり、「誰ひとり取り残さない社会」を
目指すSDGsの理念が求められる。コロナ
ショックに見舞われた最大最悪のピンチを、
より大きな良識へと転換する時が来たと受け
止めている。一方、目黒区では、児童福祉費

が全予算の1／ 3にまで膨れあがり、23区に不
合理な税収減政策と区有施設の更新支出、加
えて感染症の影響は傷口に塩だ。行政運営を
持続可能とするには、新たな技術革新を駆使
した区政のデジタル化によって仕事の質の向
上と効率化を図り、スピード感のある改革断
行を要望する。区政への影響を最小限に食い
止める事を切に願い、予算に賛成する。

　新型コロナ対策として、検査と入院のトリ
アージで医療崩壊を防ぎ、命を守れ。マスク
28万箱の備蓄（区人口）や、通勤クラスター防
止のテレワークも必要だ。経済危機も融資拡
大等で防げ。東京都知事約１億円、大阪府知

事約6,800万円なのに、目黒区長約9,500万円（4
年間の給料等）は高すぎる。削減せよ。区長は
多選で何度も高額退職金。返上せよ。この予
算には反対する。

　令和2年度一般会計予算については、過去最
高の区税収入を見込み1,071億円余と増額とな
るが、新型コロナウイルスの経済的打撃は避
けられなく、また国による不合理な税制改正
等による区財政の影響は拡大していることか
ら、より強固な財政基盤の確立が求められる。

　10年後、20年後の未来を見据えた目黒区政
を考える議論が活発にされるなか、本区の若
者の声を拾う姿勢は消極的であり、次世代を
担う若者たちに背を向かれることがないよう、
時代に即した行政運営を求める。

　費用対効果による生産性・有効性をキッチ
リ考えよ。指定管理・随意契約・支援事業は
検査・検証・評価せよ。人事制度は風通しを
よくしプロ育成を。補助事業は過剰予算を阻
止しゼロベースで積算せよ。これら信念をもっ

て区民のため、区民の子孫のために執行し、
景気動向不安や不測の事態でも「ゆりかごから
墓場まで」安らかで充実したワクワクする生き
方を導け！

　災害と気候変動の因果関係は本区としても
整理すべき時。遠くにあった危機が対岸の火
事でなかった事を、我々は今般のコロナに学
んだ。人類に与えられた数々の不都合に、区
民が日常生活のレベルから取り組んでゆく為

の仕掛けが必要とされている。環境問題・人
口動向、財政他、中・長期的視野で取り組む
べき課題が残りつつも、微かにも期待を繋げ
た財政計画を尊重する。

　区の事業はぬるま湯になりやすい。区民か
ら託された予算を使うのだから、例年通りで
精査しないことでは区民の不満は増えるばか
りである。時代の変化に即応するため情報収

集と集積を常に行う。そうした姿勢で区民の
生活に目を向けた施策に繋げていくことに期
待し、一般会計予算に賛成する。

一般会計予算の内訳会計別当初予算額

令和２年度　各会計 予算のあらまし 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。）

一般会計

特別会計

国民健康保険特別会計

後期高齢者医療特別会計

介護保険特別会計

合　計

2年度
（単位：億円　△は減率）

元年度 増減率（%）

1,071.2

530.8

251.4

68.3

211.0

1,602.0

1,062.4

535.3

266.9

66.3

202.0

1,597.7

0.8

△0.8

△5.8

3.0

4.4

0.3

特別区税
455億円
42.5%

特別区交付金
141億円
13.2%

その他
122億円
11.4%
譲与税・交付金
85億円
7.9%

都支出金
110億円
10.3%

国庫支出金
158億円
14.7%

歳入
1,071億円

産業経済費
7億円 0.7%

健康福祉費
592億円 55.3%

区民生活費
107億円
10.0%

公債費等
36億円 3.4%

議会費
7億円 0.7%

教育費
108億円 10.1%

環境清掃費
50億円 4.6%

都市整備費
76億円 7.1% 歳出

1,071億円

総務費
87億円
8.1%

会計区分

　かねてより、目黒区の硬直化しつつある予
算は景気動向への柔軟な対応が困難だと申し
上げてきた。今後の景気悪化を見据え、補正
予算と次の予算編成に向けてできることを今
から考えていかなければならない。

　新型コロナウイルス対応は長期間続くと言
われている。トップは冷静な判断と共に、「一
緒に頑張ろう」というメッセージも忘れずに伝
えてほしい。

松田 哲也　議員
区長は新型コロナ対策を先導しろ！
高すぎる給料は返上しろ！

反
対

最大最悪のピンチを、より大きな良識へと
転換するべき時が来た！

賛
成 公明党目黒区議団　関 けんいち　議員

若者の声を積極的に聞く姿勢を！賛
成 新風めぐろ　青木 英太　議員

「正直者が馬鹿をみない目黒区」を！
公職は公正・正義を貫け！

賛
成 川端 しんじ　議員

28万区民が次世代に何を伝えるのかが、
今問われている

賛
成 岸 大介　議員

事業の断捨離で「決めていく政治」を
目指せ！

賛
成 白川 愛　議員

新型コロナの影響を見据え、
次なる予算編成に向けて今から

賛
成 たぞえ 麻友　議員

生活福祉委員会

都市環境委員会

予算特別委員会

文教・子ども委員会

議会運営委員会

目黒区総合戦略等調査特別委員会

特別委員会

常任委員会
企画総務委員会
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