
　①国保料を１人当たり5,428円、均等
割を52,200円に引き上げた。②介護保
険料を取り過ぎ基金が最高、値下げせ
よ。特養待機890人の増設計画を。介
護人材賃上げ補助を国に要請せよ。③
障害者リフト付福祉タクシー廃止し代
替策不十分。④生活保護引き下げを事
実上容認し区支援策なし。⑤福祉住宅
増設不十分。高齢者家賃助成の６年限
度なくせ。⑥株式会社の私立認可、小

規模、企業型保育園の低賃金と職員不
足に対し、保育の質確保に取り組め。
区立園廃止やめよ。⑦白日荘5,000筆署
名運動に背向け、遺贈問題を事前も事
後も全く説明せず区民不在で進めた。
区民センター見直し方向付けを民間に
丸投げした。⑧性的マイノリティ差別
解消目指すと言いパートナーシップ認
証制度に背向けるな。⑨安倍９条改憲
にきっぱり反対し平和マップつくれ。

一般会計予算の内訳会計別当初予算額

平成31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

31年度
（単位：億円）

30年度 増減率（%）

1,062.4 

535.3 

266.9 

66.3 

202.0 

1,597.7 

950.0 

534.2 

271.9 

64.9 

197.4 

1,484.3 

11.8

0.2

△1.8

2.2

2.4

7.6

特別区税
450億円

（42.4%）

特別区交付金
169億円

（16.0%）

その他
140億円（13.2%）

譲与税・交付金
71億円（6.7%）

都支出金
93億円（8.8%）

国庫支出金
139億円（13.1%）

歳入
1,062億円

産業経済費
 11億円（1.0%）

健康福祉費
552億円

（51.9%）

区民生活費
122億円

（11.5%）

公債費等
37億円（3.5%）

議会費
7億円（0.7%）

教育費
101億円（9.5%）

環境清掃費
48億円（4.5%）

都市整備費
 62億円（5.9%） 歳出

1,062億円

総務費
123億円

（11.5%）

　首都直下地震が予想される近年、各
地を襲った地震・豪雨や猛暑を教訓に
行政課題の第１に災害対策を急ぐべき
である。本予算では待機児童・健康福
祉・高齢者対策などの予算額が総計の
52%を占めたが、今後は人口減少時期
に備え、作る施設の将来的活用も考え
て配置設置すべきである。区民の命優
先の施策では、災害時避難所となって
いる小中校の改築や、補完避難所の確

保・緊急医療救護所への資機材整備、
防災士活用は待ったなしの予算付けと
施策が求められる。地域で虐待から児
童を救う真の対策・AI活用による行政
業務効率化・教育現場のICT化・受動
喫煙防止策の喫煙所整備・放課後児童
居場所作り・フレイル予防のさらなる
支援・廃プラ対策のゴミ収集の在り方
も含め、大切なものをビルドするため
にスクラップも果敢に実施されたい。

平成31年度
一般会計予算案に対する討論

（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「会議録閲覧・検索」をご覧ください。

川原のぶあき副委員長 田島けんじ委員長

予算特別委員会　正副委員長

日本共産党目黒区議団　森 美彦　議員

消費税１０％中止。区民負担増と区立
園廃止やめ、人権と平和守れ反対

　目黒区政の問題点は、平成３１年度
の一般会計予算だけではない。野田市
児童虐待死事件で市教委がアンケート
写しを容疑者の父親に渡す大失態、目
黒区で起きないとも限らず。セクハラ

など職員の懲戒処分の連発、青木英二
区長は再発防止を自分の名前で報告せ
ず。校長交際費の政教分離に違反した
行為など区民のために正しくカネを使
わず、ムダの連発である。

須藤 甚一郎　議員

区政ムダ連発、児童虐待防止しっかり
取り組め反対

自由民主党目黒区議団　飯田 倫子　議員

自然災害や世界の環境・経済状況変化
に区民の命優先で対応せよ。賛成

　平成３１年度目黒区一般会計予算お
よび３つの特別会計予算に関しては、
いずれも時代のニーズに対応した適切
な予算と考えて緩やか景気拡大にとも
なって目黒区の財政状況はおおむね順

調だが、今後の経済変動や税制の変更
など不透明な要因に備えて、これから
も絶え間ない行財政改革とメリハリの
ある施策運営が求められる。

小沢 あい　議員

不透明な時代へ柔軟な区政を !

賛成

　政府与党の東京を標的の税改正で、
都民の税１兆円が地方へ分配され、目
黒区も５０億円規模の減収となる。地
方の自立、地方分権に逆行した事態は
区民サービスの低下につながり、分権

の理念を再考すべきだ。目黒区は財政
危機を脱したが、引き続き強固な行財
政運営に務めよ。二元代表制における
行政と議会の緊張関係を高め互いが切
磋琢磨し目黒の未来を切り開いて行く。

鴨志田 リエ　議員

国の一方的な税制改正で目黒区の５０
億円の財源が失われる賛成

　目黒区は雇用の着実な成果により、
過去最高額の特別区税収入となった。
しかし、不穏な世界情勢、都心に不合
理な税制改正、増大する保育所支援経
費、東京オリパラ後の景気動向、多額
な支出を伴う施設の更新等、不安を抱
えての新時代の幕開けは混沌としてい
る。困難だが出来る限り基金への積み
増しと、事業別コストを見える化し、
バランス判断ができるよう早急に取り

組む事を要望する。今回ブロック塀の
除却費助成、小中学校体育館へのエア
コン配備については、公明党目黒区議
団の強い要望に応えたもので評価する。
地域から児童虐待を無くす働きかけも
お願いする。今回の審議は主に区民相
談から取り上げた。区民の声が区政に
折り込めたら本質的に住みやすい街に
なると信じており、その声に真摯に応
える姿勢を支持し、予算に賛成する。

公明党目黒区議団　関 けんいち　議員

改元前の目黒は正に黎明の時。区民が
主体の政治で新時代を拓け !賛成

　平成３１年度は社会情勢や人口構造
の変化などを踏まえて、本区の中長期
的将来像を見据え、基本計画改定に向
けた取り組みを進めていかなければな
らない。また、保育所等待機児童解消
をはじめとする、喫緊の課題にも迅速
かつ着実に対応していく必要がある。
そのためには、行政ニーズへの対応と、
財政の持続性を兼ね備えた財政基盤
の強化が必要である。さらに、防災対策

では、学校のプール水活用。区民生活
では、町会、自治会の地域活動活性化
のための支援事業の充実。健康福祉で
は、がん検診の受診率向上。子育て支
援では、学童保育クラブの拡充整備。
教育では、教員の働き方改革、区立中
学校の魅力づくり等、区民の安全・安
心を守り支え、２１世紀半ばを描く、
未来につなげる区政運営を要望し、平
成３１年度一般会計予算に賛成する。

立憲民主・区民クラブ　吉野 正人　議員

区民の安全・安心を守り支え、２１世
紀半ばを描く区政運営を !賛成

　４０年前、スウェーデンでは世界初
の体罰を全面禁止する法律が作られ、
子どもに体罰を行う親は減少した。同
国は子どもを叩かない国となり、先進
国で最もいじめが少ない国になった。

虐待死事件を受け、日本でも子どもへ
の体罰を全面禁止する法整備がなされ
る。児童相談所には家庭への介入と支
援の２つの機能があるが、区に求めら
れるのは支援機能の充実だと考える。

竹村 ゆうい　議員

目黒児童相談所設置に向けた機能強化
の考え方について賛成

　過去１０年間で最大となった予算は、
喫緊の課題である認可保育所の開設、
児童館や学童の拡充などの子育て支援、
特別養護老人ホーム整備を始めとする
介護需要への備えなど、自治体への期

待に応えたと捉えている。
　今後、自治体そして議会は誰のもの
かを改めて考え、持続可能な行政の在
り方についての議論を加速させること
を要望し、賛成する。

たぞえ 麻友　議員

子育て・介護の重点課題は解消へ。
今後の持続可能性の議論を !賛成

　予算規模は過去10年で最高となった
が法人住民税の一部国税化等により区
の財源が減少傾向にある。今後は区民
サービスを低下させずに区民との協働
でコミュニティづくりに取り組め。様々な

人権を尊重する条例改正をすべき。
子どもの育ちを守るために外遊びの環
境を確保せよ。高齢者の在宅生活を支
えるため支え合いの仕組みをつくれ。
都市農業支援等緑化をすすめよ。

広吉 敦子　議員

世代を超えた人々がつながるインクル
ーシブな共生社会をめざせ賛成

　収入以上の支出をすれば、家計も火
の車。サイフのヒモが緩む足し算型の
予算編成では、目黒区は再び財政危機
に陥る。さらなる収入減と支出増は待
ったなし。それに備え引き算型でやり

繰りすれば、目黒川を遊べる川に進化
させるなど財源創出の知恵も出る。震
災時に命をつなぐスマホの環境、難病
に苦しむ人にやさしい社会、区民の命
を灯し続ける行政も強く求め賛成する。

松田 哲也　議員

サイフは小さく、やり繰りで大きく。
命はスマホ、難病は灯りで。賛成

　目黒区史上３番目の大型予算となっ
たが、大きな財布に慣れてしまうと小
さくするのは難しい。福祉や防災の需
要が高まる中で、予算の肥大化を防ぎ
つつ、未来を担う子ども達の教育環境

はしっかり整えていく、バランスのと
れた経営改革を求め、公務員給与の公
正性、訪問介護事業のICT化サポート、
道徳教科化での配慮と命の学習、学校
トイレのバリアフリーを訴えた。

山本 ひろこ　議員

予算の肥大化を防ぎ、子どもや介護・
障害にやさしいまちづくりを賛成

会計区分

最近の委員会の主な議題（平成30年12月中旬～平成31年３月）

・目黒区立砧野球場・砧サッカー場管理事務所
改築工事設計概要住民説明会の実施結果

・目黒区立駒場プールにおける遊泳中の事故
・目黒区自殺対策計画案
・食品衛生法違反に伴う不利益処分
・目黒区立特別養護老人ホーム中目黒の改修工

事に係る基本設計及び改修工事時期の変更等
・平成30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平成31年度の募集
・高齢者福祉住宅の現況
２月27日（水曜日）
・議案審査
・集会施設及びスポーツ施設予約に係る新シス

テムの導入
・平成31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
・平成31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
・年金生活者支援給付金及び国民年金の産前産

後期間の保険料免除
・細菌性赤痢集団発生に関する対応の検証
・目黒区産業振興ビジョン改定案
・障害者美術展の実施
・目黒区美術館資料の収集にかかる目黒区美術

館資料収集委員会の報告と今後の取組
２月28日（木曜日）
・平成31年度における放射性物質への対応

（案）
・目黒区平日夜間小児初期救急診療事業の実施
・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（平成31年１
月末現在）等

・平成31年度国民健康保険事業
３月20日（水曜日）
・議案審査

12月12日（水曜日）
・東京都市計画公園目黒公園の都市計画変更
・工事報告（１件）
１月９日（水曜日）
・中目黒駅周辺地区整備計画改定案
・自転車シェアリング事業の開始
・工事報告（２件）
２月14日（木曜日）
・学芸大学駅周辺地区整備計画改定案
・原町一丁目７番・８番地区の街づくりの取組

状況
・補助46号線整備に係る区有通路の一部廃止
・平成30年度立会川緑道及び呑川本流緑道の

サクラ再生実行計画
・目黒区地球温暖化対策推進第三次実行計画

（めぐろエコ・プランⅢ）改定（案）
２月27日（水曜日）
・議案審査
・「東京における都市計画道路の在り方に関す

る基本方針中間のまとめ」パブリックコメン
トの結果と対応

・目黒区空家等対策計画案
・指定喫煙所休止等の延長
・平成31年度における放射性物質への対応

（案）
２月28日（木曜日）
・陳情審査

 
12月12日（水曜日）
・平成31年度隣接中学校希望入学制度の申込

結果

・私立幼稚園等園児の保護者に対する補助金の
過払い

・ベビーシッター利用支援事業（ベビーシッ
ター事業者連携型）の実施

・平成31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（上目黒五丁目
及び中央町一丁目）
１月９日（水曜日）
・区立小・中学校体育館における空調設備の整

備の進め方（案）
・平成30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9回「ティーンズ・フェスタ・イン・めぐ

ろ2018」の実施結果
・子ども総合計画改定に係る基礎調査（中間報

告）
・賃貸物件等による民設民営学童保育クラブ開

設事業者の公募結果等
２月14日（木曜日）
・平成30年度目黒区立学校における四者によ

る学校評価アンケートの実施結果
・教職員の服務事故
・平成 31年成人の日のつどい実施結果
・児童虐待死亡事例に関する国及び東京都の検

証結果と区の対応
・個人情報が記載された書類の紛失
・平成31年4月区内認可保育所等入所申込状況
・区立上目黒保育園跡地新園整備計画における

提案内容の審査結果
・平成31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（碑文谷五丁目
外２件）
２月27日（水曜日）
・議案審査
・平成31年度における放射性物質への対応

（案）
・平成31年度教育行政運営方針（案）
・平成31年 区立幼稚園及びこども園の入園

申込状況等
・「目黒区学校給食摂取基準」見直し
・小学校金沢自然宿泊体験教室の実施（案）
・小学校内学童保育クラブの整備及び運営の取

組
・平成31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（下目黒四丁目
及び自由が丘二丁目）
２月28日（木曜日）
・陳情審査
・目黒区立児童館の団体利用

 

12月12日（水曜日）
・会派の変更等について
１月28日（月曜日）
・平成31年第１回目黒区議会定例会区長所信

表明について
・平成31年度組織改正について
・平成30年度目黒区各会計補正予算（第２

号）案について
・平成31年度目黒区各会計予算案について
・平成31年度区議会予定表（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
２月５日（火曜日）
・平成31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
・平成31年度区議会予定表（案）について
・目黒区議会BCP（業務継続計画）（案）に

ついて　
２月13日（水曜日）
・陳情について
・代表質問・一般質問の順序について
２月20日（水曜日）
・議事日程及び進行順序について
・委員会の開催予定について
・意見書（案）について
・陳情取り下げについて
・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
・議会運営事項検討会について
２月26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
・平成31年度都区財政調整方針について
・平成30年度都区財政調整再調整方針につい

て
・細菌性赤痢集団発生に関する対応の検証につ

いて
・「目黒区議会申し合わせ事項」の変更につい

て
・政務活動費に係る日程について
・区議会災害等対策会議運営訓練の実施につい

て
３月８日（金曜日）
・追加提出予定議案について
・追加提出議案（議運提出）
・議事日程及び進行順序について　
・目黒区議会事務局処務規程の一部改正につい

て
・３月期末手当の支給について
３月25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

 

１月25日（金曜日）
・【視察：大和市文化創造拠点シリウス】
２月８日（金曜日）
・第３回目黒シティラン～健康マラソン大会～

の実施結果
３月４日（月曜日）
・目黒区民センター見直しに係る検討状況
・施設データ集の更新

 
２月26日（火曜日）
・正副委員長の互選
３月11日（月曜日）から３月19日（火曜日）
（土日を除く）
・議案審査

12月12日（水曜日）
・契約報告（６件）
１月９日（水曜日）
・目黒区情報化推進計画で取り上げている各施

策の平成29年度における取組状況
・契約報告（５件）
・「災害時における学校施設の使用に関する協

定」の締結
・目黒区議会議員選挙執行計画（概要）
２月14日（木曜日）
・平成31年度組織改正
・目黒区財務書類（平成29年度決算）
・目黒区公式ホームページ緊急時運用訓練の実施
・平成31年新年のつどいの実施結果
・契約報告（２件）
・目黒区内中小企業等を対象としたサイバーセ

キュリティに関する協定の締結
２月27日（水曜日）
・「地方分権改革」第8次一括法への対応
・平成31年度都区財政調整方針
・平成30年度都区財政調整再調整方針
・人権に関する意識調査の実施結果
・細菌性赤痢集団発生に関する対応の検証
・平成31年度目黒区防災訓練等の計画
２月28日（木曜日）
・【視察：防災センター、総合庁舎内防災備蓄

倉庫等】
３月１日（金曜日）
・議案審査
３月20日（水曜日）
・議案審査

12月12日（水曜日）
・平成30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
・食品衛生法違反に伴う不利益処分
・区内保育園における細菌性赤痢の集団感染の

終息
・地域密着型通所介護事業所の指定
１月9日（水曜日）
・目黒区スポーツ表彰
・目黒区立砧野球場・砧サッカー場管理事務所

改築工事設計（案）
・五本木小学校屋内プールの臨時休場
・風しん抗体検査及び予防接種費用助成の対象

者拡大
・目黒区産後ケア事業（訪問型）の試行
・生活支援体制整備事業の推進
・目黒区地域包括支援センター事業委託事業者

の選定
２月７日（木曜日）
・【視察：民間保養施設（箱根町）】
２月14日（木曜日）
・町会・自治会会館建設等助成事業の実施
・平成31年度まちづくり活動助成事業におけ

る町会・自治会を対象にした助成の試行実施
・特別区民税・都民税(普通徴収)、軽自動車税

及び国民健康保険料のクレジットカード収納
開始

・目黒区勤労福祉会館卓球室の利用
・産業競争力強化法に基づく創業支援等事業計

画の変更
・「友好都市・気仙沼市復興応援写真展～復興

途中の気仙沼市を知る～」の開催

常任委員会

企画総務委員会

生活福祉委員会

文教・子ども委員会

都市環境委員会

目黒区総合戦略等調査特別委員会

予算特別委員会

議会運営委員会

特別委員会

（6）2019年4月12日 第257号め ぐ ろ 区 議 会 だ よ り （7）2019年4月12日第257号 め ぐ ろ 区 議 会 だ よ り

A
0000028316_目

黒
区
_め
ぐ
ろ
区
議
会
だ
よ
り
_257号

_P
07




