
＜時代に適応した計画策定を＞
（1）すべての施策に対してスクラップアン
ドビルドを進め、スピード感を持って時代に
マッチした計画を策定すべきである。（2）
さらなる財政健全化･積立基金の積増し、
国や都の補助金等の適切な有効活用が必
要である。（3）生活圏域整備計画は聖域な
く、総合的な調査と検証を行うことが必要
である。（4）所信表明に｢部局間の連携･協
力をより強化、職員一人ひとり従来の発想

にとらわれず」とあるが本当にできるのか。
区長　（1）変化する行政需要に的確に対
応する必要があると考えている。今後は区
議会、区民の意見等を十分伺いながら、基
本計画改定の検討を行っていく。（2）事業
の継続的見直しや基金の積増し等の予算
への反映とあわせ、国･都の施策や補助金
の有効活用など積極的姿勢で取り組んで
いく。（3）施設整備、各種施策･事務事業、
コミュニティ施策の３事項に分けて、今後の

方向性を整理していく。(4)現場を見て知り、
柔軟性を持って行動できる職員育成の取
組みをさらに検討する。
＜喫緊の課題＞
（1）法人住民税の一部国税化･ふるさと
納税は、目黒区への影響額が看過できな
いほど大きく、対策は急務である。（2）
2020年東京オリンピック･パラリンピッ
クは、目黒区としてビックチャンスである。
早期に活発に行動を起こすべきである。
区長　（1）法人住民税問題は、様々な場面
で取り上げ、各区議会･都等と協力して活
動を展開していく。ふるさと納税は、寄付の
しやすい環境整備の検討を進める。（2）区
施設が練習会場候補になっているので、バ
リアフリー化などの整備を行うとともに、都に
財源確保について要望していく。

＜区長選挙＞
（1）12年前に区長自ら7,000万円の経
費削減、区長多選禁止の条例化等５つの
改革と政策を掲げた。何が実現され、何が
実現されなかったのか。（2）所信表明最
後にある｢引き続き、住みたいまち、住み
続けたいまち目黒づくりにチャレンジして
まいりたい｣とあるが、どのように受け止
めて良いのか。
区長　（1）区長交際費の公開、入札監視
組織と内部告発者保護制度の創設は実現
し、区長自ら7,000万円の経費削減と区長多
選禁止の条例化は実現していない。13の政
策の公約は、いずれも結果を出すか、出しつ
つある。（2）区民の皆様の審判を受けさせ
ていただきたいと考えているので、出馬表明
と受け止めていただきたい。

目黒区の未来に対して、
予断を許すような財政状況ではない！

自由民主党目黒区議団　そうだ 次郎　議員

＜区有施設見直しにおける地域包括ケア
システムの織り込み＞
（1）在宅療養支援窓口の評価と今後の展
開について伺う。（2）区有施設見直しに当
たり、どのような行政需要を構える方針な
のかを明確にする｢目黒区の青写真｣につ
いて伺う。（3）地域包括ケアシステムの将
来像をどう考えているか、所見を伺う。
区長　（1）医療と介護の連携にかかるネッ
トワークや仕組みづくりを進めてきた。平成
28年度から、すべての包括支援センターに

相談窓口を設置し、相談支援機能を強化し
ていく。（2）｢地域ごとの人口特性や区民
ニーズに的確に対応する｣という視点から
検討していく。（3）高齢者をはじめ様々な生
活課題を持つかたが、安心して暮らせる地
域社会の形成を目指している。
＜財政の見える化＞
（1）財政支出が目覚ましくなることを受
け、ムダの排除ができる行政評価にして
いくことが必要だが、所見を伺う。（2）平
成29年度試行の総務省新基準による公

会計制度では、費用対効果が一目で分か
る運用を期待するが、どう考えているか。
区長　（1）財政の見える化、効果的･効率
的な行政運営のために、行政評価は重要
である。区民により分かりやすい行政評価
制度の検討を進める。（2）職員のコスト意識
の醸成や効率的な事業実施に向けた分析
等を通じ、創意工夫に満ちた事業展開のた
めの有効な手法の検討を進める。
＜民間空き家･空き部屋の活用＞
（1）国や都の空き家に関する利活用政策
についての動きに対し、目黒区の評価及
び懸念事項について伺う。（2）次年度に
予定の空き家実態調査では、所有者に国
や都の動きを丁寧に紹介した上で、空き
家の取扱いに対する意向を伺うべきだ
が、所見を伺う。
区長　（1）安価で良質な住宅供給、空き室解

消など課題解決の可能性がある一方、自治
体の負担、不動産業者に対する民業圧迫、
連帯保証人等の問題が懸念事項である。
（2）国･都の動きや空き家を取り巻く状況等を
十分情報提供した上で、空き家の理由、今後
の計画、利活用の可能性等をたずねていく。
＜目黒区のランドマークは何か＞
（1）目黒区のランドマークは何が上がる
と考えているか。（2）目黒区では、2020
年東京オリンピック・パラリンピック大会
をおもてなしするための好機と捉えてい
るのか、真意を伺う。
区長　（1）自然と調和した目黒天空庭園、
旧前田家本邸の洋館･和館、目黒川の桜な
どである。（2）2020年大会は、まさにその好
機であり、その前の４年間は観光ビジョンに
掲げている2020年をきっかけとしたおもてな
しプログラムの推進期間である。

将来を見据えた視点で、
街づくりを推進せよ

公明党目黒区議団　関 けんいち　議員

＜戦争法＞
（1）国は憲法違反の安保法制を強行成
立。海外で戦争するための戦争法であ
る。態度を明らかにせよ。（2）首相は戒厳
令を敷くことのできる｢緊急事態条項｣を
設けようとしているが、区の｢平和都市宣
言｣に反しないか。
区長　（1）法を遵守していく立場の自治体
の長としては、この法律について全体的な
是非などを申し上げることは考えていない。
（2）｢平和都市宣言｣との整合性を通してで
はあるが、特定政党の憲法改正案を論評

することは差し控えたい。
＜社会保障改悪から住民を守るために＞
（1）独自の在宅支援ヘルパーの内容拡
充と利用料金の引下げを。介護サービス
利用料軽減補助を５％から７％に上げよ。
（2）社会保障のためと消費税を８％に上
げたが、医療介護は後退。さらに10％を
計画しているが、上げるべきだと思うか。
区長　（1）介護認定を受けていないかた
の生活援助は平成28年度から実施の｢新
しい総合事業｣に移行させ、利用料は現行
の半額以下となる見込み。軽減補助の引

上げは、公平性の観点から慎重に検討せ
ざるを得ない。（2）保育施設整備や医療･
介護の区負担分の増加が著しいことから、
引上げはやむを得ない。
＜待機児童解消を＞
（1）認可保育園に入れない子どもは
1,000人。認可保育園整備が進まなかっ
た理由は何か。４月以降も順次受け入れ
る対策をとるべきではないか。（2）来年４
月の待機児童解消に向け、認可保育園の
増設を。
区長　（1）賃貸型保育所整備において事
業者選定に至らなかったため。今年度は11
月に定員拡大を行っており、来年度も年度
途中の定員拡大に積極的に対応していく。
（2）賃貸型保育所整備の事業者確保、旧
第四中学校跡地における整備等に取り組
んでいく。

＜滞納対策強化の推進やめよ＞
（1）保育園保護者に配布された資料｢保
育料について｣は、徴収強化や滞納対策
を強調し高圧的な文面である。こうした
やり方はやめよ。（2）都は国民健康保険
料の滞納者への差押えを強化すれば交
付金を加配、他区では人権無視の預金差
押えが進む。交付金確保のやり方はやめ
るよう声をあげよ。
区長　（1）高圧的な内容であったとは考え
ていないが、どのような内容が適切か検討
していく。（2）都特別調整交付金があること
で差押えを行うのではない。国民健康保険
料の収入確保事業にかかるこの交付金
は、今後とも必要なものと考える。
＜公契約条例＞
公契約条例を制定せよ。
区長　さらに深く、かつ慎重に研究･検討
を行う必要があると考えている。

平和憲法を守り暮らしを守れ！
待機児童解消・介護の充実

日本共産党目黒区議団　石川 恭子　議員

＜平成28年度組織改正＞
組織改正の手順、手続きの中に、区長の
ビジョンがどのように反映されたのか伺う。
区長　政策決定会議でビジョンも示し、十
分議論しながら行財政運営基本方針を策
定し、平成28年度組織改正へとつなげた。
＜組織づくり＞
組織が生き生きとして行政目的を果たすこ
とが重要と考えるが、区長の見解を伺う。
区長　職員のメンタルヘルスやワークライフ
バランスに留意し、人事管理、研修制度等を

通じて生き生きとした組織づくりに努める。
＜コミュニティ施策＞
本区のコミュニティ施策についての評価
と今後の方向性について伺う。
区長　40年以上経過する中で、様々な点を
踏まえ議論の必要が生じている。調査･研
究組織を設置し、基本計画改定に向け検
討を進める。
＜特別支援教育＞
事務の一元化による組織再編成が行われ
るが、今後の特別支援教育推進について

の見解を伺う。
教育長　再編成組織の十分な機能の発
揮、就学前から卒業後までの一貫した支援
など多様な学びの場の充実を図り、円滑な
推進に努める。
＜目黒区教育に関する大綱＞
地方教育行政の組織としてとるべき姿勢
についての見解を伺う。
教育長　法改正の趣旨を踏まえ、区長との
一層の連携を図りながら、教育行政のさらな
る充実に向け取り組む。
＜これまでの防災対策及び夏季対策＞
阪神･淡路大震災から21年、東日本大震
災から５年が経過した現在、これまでの防
災対策についての評価と夏季発災時対
応を含めた今後の考え方について伺う。
区長　震災時の組織態勢の強化、自助･共
助･公助の連携等の課題を教訓に、地域防災

計画を大幅に修正し、｢避難所運営協議会｣
の組織化に取り組んでいる。今後も、避難所環
境の充実など様々な施策を推進していく。夏
季対策は、指摘を踏まえ今後検討する。
＜子育て支援の取組み＞
区長就任３期12年の成果と課題、今後の
考え方について伺う。
区長　成果は、目黒区子ども条例の制定、
子ども総合計画の策定、待機児童対策等
の取組みである。待機児童対策は、ハード･
ソフト両面から確実かつ迅速に進める。
＜人材育成･活用基本方針＞
職員の人材育成についての成果と課題、
今後の取組みについて伺う。
区長　新しい時代の要請に応え得る人材
育成のため、人材育成･活用基本方針を改
定した。方針に掲げた人事･研修制度等を
通じ、人材育成に取り組んで行く。

組織づくりについての
区長のビジョン、防災対策！

民主党目黒区議団　吉野 正人　議員

＜区長選挙＞
出馬を表明されたが、今期４年間ででき
たこととできなかったことは何か。前回の
公約には｢区長給料･ボーナス･退職金の
カット｣とあったが、３年でやめてしまっ
た。財政基盤の確立はこれからが正念場
だ。次の公約にはもう盛り込まないのか。
区長　区長の本給、期末手当の削減、区
有施設見直し方針の策定、災害時要配慮
者支援を目的とした防災訓練の実施、高齢
者見守り協力事業者の拡大、商店街街路

灯･私道防犯灯のLED化等を実現した。今
後も公約に掲げた政策を含め、各事業計画
の着実な推進に取り組む。
＜収入増と支出減の人口学＞
｢中高所得者を増加させる助成｣は、税収
増とひいては低所得者の支援も厚くす
る。また、かねて求めてきた｢３世代近居
同居助成｣は、国が今国会で供給サイドの
予算を組んだ。区が需要サイドの施策を
行えば効果は最大限に高まるがどうか。
区長　家賃助成制度は、住宅確保要配慮

者を最優先としているため、中高所得者層に
対する制度の検討予定はない。３世代同居
は世代間で助け合う子育て住環境の実現
が期待される一方、そうではない子育て世帯
の存在も想定される。３世代同居助成につい
ては、必要に応じ調査研究を行いたい。
＜家庭と社会の保育考＞
経済的な事情で働き預ける家庭には、ハコ
モノ(現物)よりニーズ(現金)で対応すべき
だ。０才児１人に45万円の予算を執行して
いるのだから財源はある。それによって｢家
庭で保育｣のかたも｢保育所｣のかたもニー
ズを満たし、｢区民の税金｣も他に使える。
まさに三方よしだ。是非、制度の検討を。
区長　保育の実施に替えて現金給付を行う
ことは、施策の大きな方向転換であり、給付
金の目的、保育所等を利用できなかった家庭
に現金給付を行うことの公平性、財政上の

負担等、課題も多い。現時点で具体的な検
討を進めていくことは難しいと考えている。
＜区長と教育長の関係再構＞
地方教育行政の組織及び運営に関する
法律が大幅に改正されたが、教育委員会
の独立と責任は変わらない。だから区長
は①公約②所信③答弁のうち、②を少し
やるだけで①③はゼロだ。ならば今は教
育長が所信を行うべきだ。国の通知でも
そのことが今回初めて示されている。
教育長　法改正により教育行政の責任の
明確化が図られる中で、これまでどおり区長
と教育委員会が連携し、教育行政を着実に
進めていくべきと認識している。区長とさらに
連携を図り、引き続き目黒区の教育の一層
の向上に取り組んでいく。

近江商人に学べ
｢売り手よし買い手よし世間よし｣

維新の会・無所属目黒区議団　松田 哲也　議員

＜多選制限と立憲主義＞
立憲主義は、人間の権利･自由を保障す
るため権力を法的に制限すべきとの考え
方。地方公共団体の長の多選制限は、立
憲主義の見地から権力をコントロールす
る合理的な手段で、民主主義の基本原理
と矛盾しない。多選自粛を言ってきた区長
は後進に道を譲るべきと思うが、どうか。
区長　近代立憲主義思想からは、多選制
限は権限が集中しやすい地方公共団体の
長の権限を制限する手段になり得るが、今

日の地方公共団体を取り巻く状況は複雑か
つ多様であり、強いリーダーシップが求めら
れている。本区の山積する喫緊の課題を、
遅滞なく前に進める必要があり、民主主義
の観点から、区民の審判を仰ぎ判断いただ
きたいと考えている。
＜新制度と待機児童率＞
子ども子育て新制度になってその課題は
何か伺う。また、2015年度保育施設目標
定員は4,635人予定のところ4,588人
(2月1日プレス発表数値)であった。あれ

ほど認可園待機児童率を改善するよう迫
られたのになぜ改善しなかったのか。
区長　認定子ども園の整備、小規模保育
所整備における３歳児以降の保育受入れ
施設の整備が進んでいないことなどが挙げ
られる。保育定員については、小規模保育
所整備は計画を上回るものの、認可保育所
整備が約100人計画を下回り、全体として計
画数を下回ったためである。
＜ひとまちしごと戦略＞
｢生産年齢人口の減少｣をどうするか等、
国待ちではなく地方政府である区が戦略
を持つべき。しかし、他自治体や他区総合
戦略と比して、長期見通し、特色ある政策
どれも見劣りする。区長は目黒戦略を区
民･議会に指し示すべきだが、どうか。
区長　12月に取りまとめた｢目黒区まち･ひと
･しごと･総合戦略素案｣では、都市部の自

治体として必要な観点から、３つの基本目標
と８つの施策に基づき取り組むこととした。区
民の生活環境改善の着実な推進が重要で
あり、中長期的視点で施策展開できるよう、
組織横断的、総合的に取組みを進める。
＜多様な教育機会確保＞
世界的にも政府が統轄する学校教育法一
本しか認めていない国は少なく、子どもの
状況が多様な中、学校以外での新たな教
育機会を求める動きが大きくなってきた
が、教育長の考えを聞く。
教育長　｢多様な教育機会確保法案｣に
は、国の動向等を踏まえ、慎重に調査研究
に努める。｢障害者差別解消法｣と合理的
配慮については、全教職員が法の趣旨を理
解し、適切に対応できるよう努めていく。

区長多選制限、なぜ目黒戦略を
打ち出さないのか、聞く

未来倶楽部・生活者ネットワーク　坂本 史子　議員

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２８年第２回定例会で新たに請願・陳情の審
査を希望される場合は、６月９日（木）正午までに提出してください。

＜問い合わせ＞区議会事務局議事・調査係　☎０３-５７２２-９４１４

平成28年第2回定例会の予定

＜問い合わせ＞
区議会事務局庶務係
☎03-5722-9413　FAX03-5722-9335

傍聴においでください
　目黒区議会では、定例会（２月、６月、９月、11月の年４回）、臨時会、委員会（常任委員会、議会運営委員
会、特別委員会）の傍聴ができます。傍聴は議会活動に触れる身近な機会ですので、ぜひおいでください。
　傍聴をご希望のかたは、区議会ホームページや区議会だよりなどで区議会・委員会の日程をご確認の
上、当日、総合庁舎５階の区議会事務局においでください。
　申込書に住所・氏名をご記入いただければ、どなたでも傍聴できます。
　当日、撮影や録音を希望する場合は、傍聴手続きの際にお申し出ください。
　なお、傍聴席では飲食禁止や騒ぎ立てる等で議事を妨害しないことなど、傍聴するにあたって守ってい
ただくことがありますので、ご協力ください。
＜本会議場での傍聴について＞
　傍聴席の入口は６階にあります。座席の数は56席です。満員
の際は傍聴をお断りすることがありますので、ご了承ください。
　なお、車椅子のスペースや耳が聞こえにくいかたのための専
用イヤホンの用意がありますので、事務局職員にお申し出くだ
さい。
　また、手話通訳を希望されるかたは、傍聴希望日の１週間前
までにご連絡ください。

６月１７日（金）
　　２０日（月）
　　２１日（火）
　　２２日（水）
　　２３日（木）
３０日（木）

議会運営委員会・本会議（一般質問）　
本会議（一般質問）
議会運営委員会・本会議（議案付託）
常任委員会　
常任委員会
議会運営委員会・本会議（議案議決）

＊本会議の開会は午後1時、各委員会の開会は午前
10時の予定です。

代 表 質 問 と 答 弁 要 旨
●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。

目黒区の明日を問う

（2）平成28年4月18日 第245号め ぐ ろ 区 議 会 だ よ り （3）平成28年4月18日第245号 め ぐ ろ 区 議 会 だ よ り

平成27年度区議会情報公開の状況
（平成28年3月31日現在）

平成27年度の区議会情報の開示請求件数は２件です。 ＜問い合わせ＞
区議会事務局庶務係
☎ 03-5722-9413

●行政視察報告書（全部開示） 1件
●調査・回答（部分開示） 1件
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