
第 213号め ぐ ろ 区 議 会 だ よ り（ 6 ）平成 21年 4月 25日

最 近 の 委 員 会 の 主 な 議 題 （平成21年1月から平成21年3月まで）

常任委員会
企画総務委員会
１月１４日（水）

■　訴訟事件の報告（３件）　　■　契約報告（４件）
２月１２日（木）

■　「都区のあり方検討委員会」の検討状況
■　平成２０年度都区財政調整の取扱い
■　平成２１年度都区財政調整方針　　■　平成２１年度組織改正
■　平成１９年度男女平等・共同参画の推進に関する年次報告
■　契約報告（５件）
■　目黒区災害対策基本条例（仮称）案の考え方に対する意見募集結果等

３月４日（水）
■　議案審査

３月５日（木）
■　陳情審査　　　　　　　　　■　パブリックコメント手続要綱
■　目黒区行革計画（案）　　　　■　目黒区情報化推進計画
■　事故の発生及び処理結果　　■　契約報告（５件）
■　土地売買契約等　

３月６日（金）　　■　議案審査（補正予算）
３月３０日（月）　■　議案審査（補正予算）

生活福祉委員会
１月１４日（水）

■　平成２１年度箱根保養所の臨時開業・休業
■　平成２１年度まちづくり活動助成事業の概要等
■　目黒区中小企業資金融資あっせん制度の利率変更
■　目黒区地域自立支援協議会の設置　　　■　田道老人いこいの家の臨時休館
■　第３回目黒健康フェスティバルの開催
■　目黒区立目黒本町一丁目障害福祉施設等（仮称）新築工事基本設計（案）
■　目黒区立中央町二丁目障害福祉施設及び児童厚生施設（仮称）改修工事基本設計（案）
２月１０日（火）

■　目黒区区民斎場及び目黒区心身障害者センターの臨時休館
■　平成２１年第１回臨海部広域斎場組合議会定例会
■　平成２１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
■　区民センター会議室等施設使用料のパスモの利用
■　駒場行政サービス窓口の開設日の見直し　　■　介護保険事業所の指定取消し
■　高齢者センター介護情報室の臨時休業
■　目黒区立目黒本町一丁目障害福祉施設等（仮称）新築工事基本設計（案）説明会の実施結果　　　　　
■　目黒区立中央町二丁目障害福祉施設（仮称）改修工事基本設計（案）説明会の実施結果
２月２４日（火）

■　平成２１年度区民生活部・産業経済部の主な新規事業等
■　定額給付金給付事業
■　住民税・軽自動車税のコンビニエンスストア及びマルチペイメントネットワークでの収納の開始
■　平成２１年度国民健康保険事業の主な改正内容等
■　目黒区保健医療福祉計画　　■　目黒区介護保険事業計画
■　目黒区障害者計画　　　　　■　食中毒の発生に伴う行政処分

３月４日（水）
■　議案審査
■　平成２１年度健康福祉部・健康推進部の主な新規・臨時事業等（予定）
■　目黒区立中央町二丁目障害福祉施設及び児童厚生施設（仮称）改修工事実施設計（案）
■　セレモニー目黒における協定葬儀
■　定額給付金課申請受付窓口及び執務室の整備
■　食中毒の発生に伴う行政処分

３月５日（木）
■　陳情審査
■　目黒区営清水町アパート建替え及び高齢者福祉住宅整備に関する基本構想素案

３月２６日（木）
【視察：平町老人いこいの家竣工】

都市環境委員会
１月１４日（水）

■　目黒区における新たな温暖化防止の取組みについて（案）（概要）
■　環境・食育等に関する「大使」の任命
■　「（仮称）目黒駅前地区第一種市街地再開発事業」に関する環境影響評価調査計画書の縦覧等
■　目黒本町五丁目地区地区計画 ( 原案の案 ) 等に関する説明会の結果等
■　工事報告「道路整備工事（自由が丘一丁目先 )」ほか６件
■　耐震改修工法等の展示会及び相談会の開催

２月１０日（火）
■　（仮称）目黒区景観計画（素案）及び（仮称）目黒区景観条例の基本的な考え方（案）
■　中町二丁目公共駐車場の今後のあり方
■　中目黒駅前駐輪場における利用方法変更の考え方
■　洗足二丁目自転車等駐車場（仮称）及び洗足二丁目公園（仮称）整備の基本的な考え方
■　区立宮前児童遊園改良工事による工事期間中の一時閉鎖
■　区立五本木児童遊園改良工事による工事期間中の一時閉鎖
■　住宅に係る新たな法制度
■　廃プラスチック資源化推進等事業の区内全域実施後３カ月の状況
■　目黒区廃棄物の発生抑制、再利用の促進及び適正処理に関する条例に違反した者の公表
３月４日（水）
【視察：上目黒一丁目アパートほか３カ所】

■　議案審査
■　学芸大学駅周辺地区整備計画（案）・交通バリアフリー整備計画（案）
■　下目黒三丁目防災まちづくり用地（旧薬師湯跡地）活用に関する説明会（第２回）の結果
■　「補助４６号線沿道まちづくり」に関する意向調査結果概要等
■　目黒川沿道におけるバイク違法駐車取締・放置自転車撤去

３月５日（木）
■　陳情審査　　　■　工事報告「九品仏川緑道改良工事（その２）」ほか３件
■　目黒区営清水町アパート建替え及び高齢者福祉住宅整備に関する基本構想案

２月２日（月）
■　インフルエンザの流行に伴う対応状況
■　平成２１年度めぐろシティカレッジの実施
■　学校給食における食物アレルギー等の対応マニュアル
■　目黒区立中央町二丁目障害福祉施設及び児童厚生施設（仮称）改修工事基本設計案説明会の実施結果
■　平成２１年度区立幼稚園の入園申込状況
■　児童・生徒による携帯電話の使用等に係る調査の結果
■　東山公園拡張予定地発掘調査の状況及び現地見学会の実施

２月１２日（木）
■　子育て応援特別手当の支給事業
■　目黒区教育委員会教育目標及び基本方針の改正
■　平成２０年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査の結果
■　平成２１年４月区内認可保育所入所申込状況

３月４日（水）
■　議案審査　　　■　目黒区教育委員会パブリックコメント手続き
■　自然宿泊体験教室事業実施方針（案）　　■　興津ネイチャースクール（仮称）整備計画（案）
■　平成２１年度学校における健康教育の推進　

３月５日（木）
■　平成２１年度学校における健康教育の推進
■　学校標準給食費の改定
■　目黒区公立学校長職務代理者の指定
■　目黒区立中央町二丁目障害福祉施設及び児童厚生施設（仮称）改修工事実施設計（案）
■　子育て応援特別手当申請受付窓口及び執務室の整備
■　平成２０年度「保護者による学校評価」「児童･生徒による学校評価」「地域の方に
　よる学校評価」「教職員による学校評価」の実施結果
■　目黒区子ども読書活動推進のための方針（改定版）（案）

３月２６日（木）
【視察：大岡山学童保育クラブ竣工】

文教・子ども委員会
1月１４日（水）

■　目黒区立中央町二丁目障害福祉施設及び児童厚生施設（仮称）改修工事基本設計（案）
■　目黒区立中目黒駅前保育園新築工事実施設計（案）
■　目黒区立祐天寺保育園改修及び耐震補強工事基本設計（案）等に関する説明会の実施結果
１月２８日（水）
【視察：大田区立館山さざなみ学校（千葉県館山市）】

■　インフルエンザの流行に伴う対応状況

街づくり・再開発調査特別委員会
１月２３日（金）　■　情報提供
１月２９日（木）～３０日（金）【視察：大阪府豊中市、大阪市】
２月２０日（金）

■　自由が丘駅前広場整備計画（案）に係る区民意見及び説明会の結果等
■　上目黒一丁目地区第一種市街地再開発事業の進捗状況
３月９日（月）【視察：大橋再開発事業地（１－２棟）】

■　上目黒一丁目ＪＲ宿舎跡地の樹木調査結果
■　上目黒一丁目地区市街地再開発エリアの全体名称

予算特別委員会
３月３日（火）　■　正副委員長の互選
３月１３日（金）～２６日（木）（土日祝日除く）　■　議案審査

議会運営委員会

最 近 の 委 員 会 の 主 な 議 題

特別委員会

１月２７日（火）　■　議会運営
◆議会側

■　平成２０年度前期（４月～９月）分政務調査費収支報告書に係る議長の調査結果（報告）
■　「政務調査費検討課題取りまとめ表」、「政務調査費使途基準及び申し合わせ事項の修正について（案）」
■　区議会事務局管理施設の安全管理（案）　■　区議会事務局複写機使用料（案）　

２月２日（月）　■　議会運営
◆区側　

■　平成２１年第１回区議会定例会区長所信表明
■　平成２０年度目黒区各会計補正予算（第２号）案及び平成２１年度目黒区各会計予算案
◆議会側

■　平成２０年度前期（４月～９月）分政務調査費収支報告書に係る議長の調査結果（報告）
■　「平成２０年度議会費補正２号予算内訳別一覧」、「平成２１年度議会費当初予算見積事業内訳別一覧」　
■　平成２１年４月から平成２２年３月までの目黒区議会予定表
■　「政務調査費検討課題取りまとめ表」、「政務調査費使途基準及び申し合わせ事項の修正について（案）」　　
■　議会運営委員会視察
２月１２日（木）

■　平成２１年第１回定例会の招集　　■　提出予定議案　
■　会期及び会期中の日程　　　　　　■　議会運営委員会に提出する意見書
■　代表質問・一般質問の通告期限　　■　陳情
■　予算特別委員会の設置　　　　　　■　本会議における討論通告書の提出期限
■　議会運営

◆区側　
■　「都区のあり方検討委員会」の検討状況　■　平成２１年度組織改正　　　　　　
■　平成２０年度都区財政調整の取扱い　■　平成２１年度都区財政調整方針　　
■　定額給付金給付事業　　　　　　　　■　子育て応援特別手当の支給事業

◆議会側　　■　議会運営委員会視察
２月１７日（火）～１８日（水）【視察：大分県臼杵市、由布市】
２月１９日（木）　

■　陳情　　■　一般質問の順序　　■　委員会開催予定　■　議会運営
◆区側　　■　目黒区行革計画（案）　　　　　　　　　　　　
２月２６日（木）　

■　陳情取り下げ　　■　追加提出予定議案　　■　議事日程及び進行順序
■　意見書（案）　　■　予算特別委員会の正副委員長の候補者　■　議会運営

◆区側　　■　パブリックコメント手続要綱
◆議会側　■　議員提出予定条例
３月３日（火）　

■　代表質問での発言取消し許可　　■　陳情取り下げ
■　議事日程及び進行順序　　■　意見書案　■　議会運営

◆区側　　■　平成２０年度目黒区包括外部監査報告書
３月１２日（木）

■　議事日程及び進行順序
■　地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき専決処分した損害賠償額の決定の報告
■　議会運営

◆区側　　■　定額給付金等
◆議会側　■　政務調査費に係る日程
３月２６日（木）

■　追加提出予定議案
３月３０日（月）

■　追加提出予定議案　■　追加提出議案に対する賛否　■　討論通告　
■　議事日程及び進行順序

平成 21年 4月 25日（ 7 ）め ぐ ろ 区 議 会 だ よ り第 213号

平成21年度予算案に対する討論年度予算案に対する討論
（要旨）

平成21年度予算案に対する討論
予算特別委員会正副委員長

富士見大郎副委員長 橋本欣一委員長

「構造改革」路線をやめ、
区民のくらし・雇用支援を

日本共産党目黒区議団 石川 恭子 議員

反 対

一 般 会 計

　日本共産党目黒区議団は、一般会計予算に反対する。

深刻な経済・雇用危機が区民の生活に重大な影響を及ぼしている。新年度予算は従来の

「セーフティネット」の枠を超えた区民の生活・営業支援に全力をあげることが求められる。

　この視点から問題を指摘。第一は、緊急経済対策を打ち出したが、前年度からの継続事業

などが多く国や都の緊急対策の活用も不十分で、暮らしを支えるどころか給食費の引き上

げで負担増を押しつける。第二は、保育所待機児解消にむけた緊急対策を示していない。第

三は、高齢者介護の充実が求められているが、区独自の支援が不足し施設整備もできてい

ない。第四は、十分な検討もなく業務委託や指定管理者による民営化を進めてきた中で、委

託業者の最低賃金以下による職員募集の問題もおきた。更なる民営化の拡大は容認できな

い。第五は、アメリカ発の金融危機による日本の深刻な経済の事態は「構造改革」路線の下

でつくられた。区長は「構造改革」を容認する姿勢であるが、その立場に立つ限り苦境に立

つ区民を支えることはできない。

まだ議員に海外視察をさせるのか！
人工芝化は愚策だ！ 

無所属・目黒独歩の会 須藤 甚一郎 議員

反 対

　「無所属・目黒独歩の会」は、区民のためを考えていない平成２１年度目黒区一般会計予

算案に反対する。以下、その理由の一端を述べる。 わが会派の議員による青木区政に係る

質疑で、次のことが明らかになった。契約課長の収賄事件で、被告人を弁護する証言をした

元幹部職員を天下りさせた。この２年間行われていない議員の海外視察費を平成２１年度

も計上。区議会議員選出の監査委員の報酬を２３区の中で一番高額にしている。監査事務

局の職員に違法な監査を実施させていた。ほかにも監査委員は、旧庁舎を３９億円余も安く

売却した随意契約に係る私の住民訴訟の経費の一部に、政務調査費を充てたことについ

て、目的外使用として返還を求めるよう勧告。区長は、私に対し返還命令処分をした。私は

処分取消し訴訟を提起し勝訴。東京地裁は「住民訴訟は議員の調査研究活動である」と判

決。監査委員は違法な勧告、青木区長は違法な返還処分をしたのだ。小中学校の人工芝化

で、朝日新聞に保護者の「人工芝工事で桜の木切る愚」の投書が載った。人工芝化は青木区

長の選挙公約だが、巨費をムダに遣う愚策だ。オリンピック招致運動に９３０万円の予算を

組んでいるが必要ない。東京都が招致するのだから、都にカネを払わせろ！ 

区民のゆたかな生活をめざし、
職員力を総動員せよ !!

自由民主党目黒区議団 赤城 ゆたか 議員

賛 成

　自由民主党目黒区議団は、一般会計予算に賛成する。区民生活への支援、地域経済の活

性化、区内中小企業への支援、区内業者への支援を3本柱とし、緊急総合経済対策を要望

し、総額１１億円規模の緊急経済対策「暮らしサポート２１」Ⅰ・Ⅱなど結果を出した内容と

なった。私立幼稚園経営の安定化・健全化を図るため、経常補助の増額や区内業者育成、放

置自転車対策の推進と駐輪場整備、私道防犯灯補助の拡充、認知症グループホームの推

進、感染症対策の拡充、歯科医療の充実、食育の推進、小中学校の校内LAN整備の推進、新

元気出せ！商店街活性化事業、イベント補助の拡充などのほか、多くの分野で結果を出す

ことができ、本予算に対して評価をする。しかし、区民の理解を得られる予算編成をするた

めには、区の施策や施設に対し、スクラップ・アンド・ビルドをしながら行財政改革を行い、

適正な予算配分をしていく必要がある。予算委員会でわが会派の委員より出された質疑を

加味し、区政運営に反映して頂きたい。区政の評価、政策はその職員一人一人の資質に起因

するところが大である。窓口や電話対応で区民が首をかしげるような事がないよう、適正な

事務執行に当たるよう強く求める。

住みやすいまち目黒をつくるため、
区は不断の改革を

民主・区民会議 香野 あかね 議員

賛 成

　平成21年度予算は世界同時不況の影響にさらされる中で、緊急経済対策を盛り込み、区

民生活安定の努力をした点を評価する。財政運用ではさらに行革を進め、バラまき的施策

を抑え、区民の日常生活･災害時の安全を優先した施策展開をせねばならない。必要性と合

理性のバランスを取り、工夫してサービスを向上させながら経常経費を抑えるよう、行政運

用･策定予定の計画に、予算審議で指摘した多くの指摘・改善を組み込むことを要望する。

　総括では国・都・区の事務配分議論を進めること、特殊な財政である特別区の財政を住

民に分かりやすく説明すること、施設使用料の見直し、民間ストックを活用する家賃助成、

人口動態を見極めた施策展開など。さらに雇用確保、選挙経費節減･投票率向上にむけた若

年層活用、住区住民会議のあるべき姿の確立、地域の人材を生かす人材バンク構築、学童

保育クラブ増設と指導員の確保、分園での保育園定員拡大、校庭改良は常に最善の選択を

することなどを提言した。

　必要な場所に必要な力を投入できるよう、自助・共助・公助を明確にし、わが会派の意見

を生かして、区民とともに「住みやすいまち目黒」をつくっていく不断の改革を要望する。

区民と同じ目線に立ち、
区民の理解を得る区政運営を

公明党目黒区議団 武藤 まさひろ 議員

賛 成

　昨年の原油高騰、金融危機により深刻な景気悪化の中、国・都・区が連動して緊急経済

対策を打ち出している。定額給付金・高速道路の値下げ・緊急雇用対策など、また、区内に

おいては、1,000社以上の企業が資金融資を受けており、景気の下支えに取り組んでいる。目

黒区の平成21年度の歳入に関しては、区税収入で11億円、特別区交付金でも50億円の減

と厳しい財政状況である。

　区としては、「区民の暮らしを支え、明日につなげる予算」と位置づけ、4つの重要課題に

取り組むとしている。きめ細かい対応になっているが、まだまだ課題が数多くある。中でも

防災対策では自助・共助・公助における役割の徹底、保育所の待機児童解消、がん検診率

の向上、校庭の人口芝化に対する研究、地球温暖化対策、目黒らしさのあるまちづくりなど

早急な対応を望む。今後の区政運営においては必要な対策を切れ目なく行い、徹底した行

革計画の推進で区民の理解を得ることと、区長及び職員がより一層の危機意識を持って区

政運営に携わることを期待して、一般会計予算に賛成する。

不況には区独自策で乗り切れ。
校庭の人工芝は見直せ。

工藤 はる代 議員

賛 成

　区税収入・都交付金が減となり、財政は厳しく、国の制度も限界だ。改正介護保険や後期

高齢者医療制度は不十分。柔軟な発想で区政運営に取り組め。特養ホームなど福祉分野の

正規職員化や子ども総合計画作り、建物の耐震化促進対策、景観形成への取り組みは評

価。今後は区民参加で進めよ。地域包括支援センターの充実や小規模多機能施設の実現、

子どもにとっての保育のあり方、子育て支援策は多様な観点を持て。太陽光発電など自然

エネルギーの推進と緑の確保、廃プラ資源回収の推進とともに事業者責任を追及せよ。校

庭の人工芝化は見直せ。

生活安定、福祉など施策実現に
踏み込んだ努力をせよ

戸沢 二郎 議員

賛 成

　世界的な大不況の下で編成された本予算には、雇用、生活、中小企業支援等の緊急経済

対策が織り込まれた。福祉分野では、特養ホーム契約社員の正規化、民間特養ホーム大規

模改修への支援など。子育て支援では、新保育園の開設、認証保育所の拡充等。環境面では

廃プラスチックの資源化回収の全区展開など評価できる。さらに、小規模多機能など地域

密着型施設の整備、保育園・学童保育クラブの定員拡充、学校校庭の人工芝化への柔軟な

対応、特定健診等の普及、住居を無くした人へのセーフティネットづくりなどになお一層努

力せよ。

●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検索をご覧ください。


