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企画総務委員会
7月 9日（水曜日）
　　■　平成 20年度組織改正（追加）　　　■　事故報告
　　■　契約報告（9件）
8月 1日（金曜日）
　　■　基本計画改定に向けた区民意見の募集
　　■　第 40 回目黒区世論調査単純集計結果概要
　　■　訴訟事件の報告（3件）　　　　　　■　事故処理結果
　　■　契約報告（4件）
　　■　市区町村向けの簡易型（特別簡易型）総合評価方式の試行
9月 10日（水曜日）
【視察：東が丘 1丁目】
　　■　議案審査　　　　　　　　　　　　■　協働事業提案の選定結果
　　■　平成 20年度「区民と区長のまちづくり懇談会」の開催　
　　■　平成 20年度都区財政調整当初算定結果
　　■　平成 20年度区政功労者表彰式の概要
　　■　訴訟事件の報告（5件）　　　　　　■　事故処理結果　　　　　　　　　　　
　　■　友好都市提携にともなう角田市関係者との交流
　　■　契約報告（4件）　　　　　　　　　■　目黒区登録業者の指名停止措置　　
　　■　大橋一丁目公共公益施設の施設配置　　　　
　　■　裁判員候補者予定者名簿等の送付　　　　　　
9月 11日（木曜日）　　■　陳情審査
9月 12日（金曜日）　　■　議案審査（補正予算）

7月 9日（水曜日）
　　■　東山公園拡張整備基本設計（案）
　　■　都営東が丘一丁目第 2アパートの区移管（負担付贈与の受領）
　　■　「ふぇすた環境 in 目黒 2008」の実施結果
　　■　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の改正に伴う対応
　　■　「学芸大学駅周辺地区整備計画」策定の進め方
　　■　下目黒三丁目防災まちづくり用地（旧薬師湯跡地）活用の基本的考え方
　　■　工事報告書「都市計画道路補助第 19号線街路築造工事（その 6）」
7月 29日（火曜日）
【視察 : 品川運輸㈱京浜島リサイクルセンター、新日本製鐵㈱君津製鐵所】
　　■　出席説明員の異動
8月 5日（火曜日）
　　■　「建築物の絶対高さ制限・敷地面積の最低限度の都市計画変更」二次素案への意見
　　等に対する区の考え
　　■　目黒本町地区木造住宅密集地域整備事業等の取組み状況
　　■　都立大学駅周辺のバリアフリー整備計画に関わるスケジュールの見直し
　　■　東急目黒線連続立体交差事業の変更
　　■　中国残留邦人等の区営住宅への入居の取り扱い
　　■　廃プラスチック資源化及びサーマルリサイクル区内全域実施に伴う区民への周知
8月 28日（木曜日）
　　■　「建築物の絶対高さ制限・敷地面積の最低限度」の都市計画変更案
　　■　東が丘一丁目生産緑地地区に係わる都市計画の変更の考え方
　　■　地籍調査事業の実施　　　　　　　　　　　　　　　　　■　「なかめ公園橋」整備工事の完了
　　■　目黒区立目黒エコプラザの臨時開館　　　■　平成 19年度環境調査結果の概要
　　■　平成 19年度目黒区のごみ量・資源回収量
9月 10日（水曜日）
【視察：東が丘一丁目第 2アパート】
　　■　議案審査
　　■　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の結果
　　■　補助 46号線沿道まちづくりの基本的考え方（案）等
　　■　第二ひもんや保育園改築および高齢者福祉住宅整備のスケジュール
　　■　めぐろの環境（環境報告書）平成 20年度版
　　■　廃プラスチック資源化及びサーマルリサイクル区内全域実施にかかわる住民説明
　　会の実施結果等
9月 11日 ( 木曜日 )
　　■　陳情審査

7月 9日（水曜日）
　　■　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）改修工事基本構想素案
　　■　目黒区立目黒本町一丁目障害福祉施設等（仮称）新築工事基本構想案説明会の実施結果等
　　■　東京都生活安定化総合対策事業の実施
　　■　目黒区高齢者センター指定管理者募集要項
　　■　新たな地区保健福祉施設の委託先法人の選定
　　■　飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費の助成
　　■　平成 20年度敬老のつどいの開催
7月 23日（水曜日）
【視察：東が丘障害福祉施設、特養ホーム東が丘、高齢者センター、中小企業センター・
勤労福祉会館、消費生活センター】
　　■　平成 20年度東京都広域連合の保険料の軽減対策
　　■　飲食店による食中毒の発生
8月 22日（金曜日）
　　■　集会施設予約システムの第二次稼動（住区会議室）
　　■　平成 20年第 1回東京都後期高齢者医療広域連合議会臨時会における議決結果等
　　■　めぐろブランド研究開発支援募集要領（20年度）
　　■　平成 21年度目黒区地域包括支援センター事業委託方針
　　■　平成 19年度目黒区地域包括支援センター事業報告書及び収支決算書
　　■　目黒区立中央町二丁目障害福祉施設（仮称）改修工事基本構想案説明会の実施結果
9月 10日 ( 水曜日 )
　　■　平成 20年第 2回臨海部広域斎場組合議会定例会等

　　■　電子証明書発行等業務及び住基ネット業務の一時休止
　　■　第 45 回目黒区商工まつりの実施結果
　　■　平成 20年度後期健康福祉部の事業予定
　　■　第二ひもんや保育園改築及び高齢者福祉住宅整備のスケジュール
　　■　緊急時連絡カードの配布
　　■　障害福祉施設等受注仲介事業の実施
　　■　目黒区中央町二丁目障害福祉施設（仮称）の事業者選定
9月 11日 ( 木曜日 )  
　　■　陳情審査
　　■　地域包括ケア推進体制の整備スケジュール　　　　■　新センター支援システム

最 近 の 委 員 会 の 主 な 議 題最 近 の 委 員 会 の 主 な 議 題最 近 の 委 員 会 の 主 な 議 題

　現在、東京における高齢者介護の現場は、地方と比べて深刻な人材不足に陥っている。
こうした状況が長引けば、利用者に対するサービスの質の低下だけでなく、サービスそのも
のを提供することができなくなることも懸念される。
　その主な原因は、東京では介護職等に対する給与水準が他の産業と比較して著しく低く、
また、地代や建物賃料などの不動産関係費、食費をはじめとする物価水準が全国一高い
にもかかわらず、現行の介護報酬の設定がほぼ全国一律の制度となっているためである。
　現行の介護報酬における人件費の地域差は、国家公務員の調整手当の支給率に準じ
ており、特別区内の施設サービスでは１単位１０円に対して１０.４８円、４.８パーセントの加
算しかなく、かつ、物価水準に係る地域差はない。
　さらに、国家公務員の調整手当について国は、人事院勧告を受け、平成１８年度に従
来の調整手当を廃止し地域手当を創設している。
　こうした国家公務員給与の見直しを踏まえれば、介護報酬における地域係数が据え置か
れていることは、妥当性や合理性を欠くものと言わざるを得ない。
　大都市東京において高齢者等に良質な介護サービスを提供するためには、保険料等の
水準にも留意しながら、介護報酬の設定を都市部の実情に合ったものとし、介護サービス
の事業者が安定的に事業を運営していくことが不可欠である。
　よって目黒区議会は、介護報酬の設定における特別区の地域係数については、１級地
の国家公務員の地域手当を適用するなど地域差を考慮した引き上げを行うよう強く要請する。
　以上、地方自治法第９９条の規定に基づき、意見書を提出する。

平成２０年 9月３０日
目黒区議会議長　　雨　宮　　正　弘

衆議院議長　参議院議長　内閣総理大臣　厚生労働大臣あて

介護報酬の地域係数是正に関する意見書

常任委員会

　急速な少子・高齢化により、さまざまな課題が日本社会に投げかけられ、新たなライフスタイルと
それを支える社会システムの構築が求められています。年金・医療・福祉などの社会保障制度に
加え、労働環境にも大きな変化の波が押し寄せ、ワーキングプア・ネットカフェ難民・偽装請負など
が生じており、こうした新たな貧困層の問題解決は急務です。
　働く機会が得られないこと、障害を抱える人々や社会とのつながりがつくれない若者など、働きたく
ても働けない人々の増大は、日本全体に共通する地域課題となっています。そして地域のさまざまな
課題を解決するため、行政だけでなく住民自身の力にも大きな期待がかかっています。
　これらの課題を解決するために、働く者同士が出資し合い、協同で仕事を行うことで、人と人との
つながりとコミュニティーの再生を目指す「協同労働」という働き方が注目され始めています。しかし日
本では、この「協同労働の協同組合」に対する社会的認知や理解が低く、法的根拠もないことから、
不安定な活動とならざるを得ない状況にあります。
　欧米では、労働者協同組合（ワーカーズコープ、ワーカーズコレクティブ）についての法制度が整
備されています。また、日本においても多数の団体が法制化に賛同しており、国会での検討も始まる
など、「協同労働の協同組合の法制度」を求める取り組みは広がってきています。
　だれもが「希望と誇りを持って働く」、仕事を通じて「安心と豊かさを実感できるコミュニティーをつく
る」「人とのつながりや社会とのつながりを感じる」、こうした働き方を目指す協同労働の協同組合は、
市民事業による市民主体のまちづくりを創造するものであり、働くこと・生きることに困難を抱える人々
自身が、社会連帯の中で仕事を起こし、社会に参加する道を開くものです。
　よって、目黒区議会は、国会及び政府に対し、社会の実情を踏まえ、就労機会の創出、地域社
会の再生及び少子・高齢社会に対応する有力な制度として、「協同労働の協同組合法（仮称）」を
速やかに制定するよう強く求めるものです。
　以上、地方自治法第９９条の規定に基づき、意見書を提出いたします。

　平成２０年９月３０日
目黒区議会議長　　雨　宮　正　弘

「協同労働の協同組合法（仮称）」の速やかな制定を求める意見書

衆議院議長　参議院議長　内閣総理大臣　
総務大臣　 厚生労働大臣　経済産業大臣あて

文教・子ども委員会

街づくり・再開発調査特別委員会

決算特別委員会

議会運営委員会

議会運営委員会
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7月2日（水曜日）
【視察: 駒場小学校、菅刈小学校、東山中学校、烏森小学校・からすもり幼稚園】
7月7日（月曜日）　【視察：上目黒小学校、緑ケ丘小学校・みどりがおか幼稚園、第八中学校】
7月8日（火曜日）　【視察: 第九中学校、中根小学校、五本木小学校】
7月9日（水曜日）
　　■　目黒区文化ホール指定管理者募集要項　　■　興津健康学園廃園の決定　
　　■　興津健康学園跡施設の活用
　　■　平成19年度「児童・生徒の学力向上を図るための調査」（東京都）の結果　　　　
　　■　乳幼児を持つ親が気軽に利用できる民間飲食店舗の整備促進を図るためのモデル
　　事業（「子育てカフェ」事業）の実施
　　■　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）改修工事基本構想素案
　　■　保育所入所待機児童数（速報値）
7月16日（水曜日）　【視察: 八雲中央図書館、砧球技場】
7月17日（木曜日）
【視察:菅刈保育園、認証保育園エデュケアセンターめぐろ、向原住区センター児童館・
学童保育クラブ】
7月22日（火曜日）　【視察：塩見臨海学園】
8月4日（月曜日）
　　■　目黒保育園に係る一時保育の実施及び子育てふれあい広場の開設
　　■　学校校内LANシステムの整備　　　　　　 ■　目黒区美術館負傷事故の処理結果
　　■　平成21年度隣接学校希望入学制度の実施
　　■　平成20年度目黒区学力調査の実施結果　　　　■　目黒区めぐろ歴史資料館の開館式典
　　■　平成20年度目黒区立図書館の蔵書点検に伴う臨時休館
　　■　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）改修工事基本構想案
　　説明会の実施結果
　　■　目黒区立上目黒一丁目保育園（仮称）新築工事基本構想素案への意見・要望と検討結果
9月10日(水曜日)
　　■　議案審査
　　■　東山小学校改築における設計候補者選定プロポーザルの結果
　　■　平成21年度使用目黒区立小学校教科用図書採択結果
　　■　平成20年度全国学力・学習状況調査結果
　　■　平成20年度林間学園・臨海学園の実施結果
　　■　砧球技場の冠水　　　　　■　第8回めぐろスポーツまつりの実施　　　　　　　　
　　■　子ども総合計画（次世代育成支援行動計画の後期計画含む）策定に向けたニーズ調査の実施　

　　■　事故処理結果　　　　　　　　　　　　　　　
9月11日(木曜日)
　　■　陳情審査
　　■　第二ひもんや保育園改築及び高齢者福祉住宅整備のスケジュール
　　■　東京都認証保育所整備のための開設事業者の公募
【視察：目黒区めぐろ歴史資料館】

7月11日(金曜日)
【視察：東急東横線高架下（中目黒駅近辺）、上目黒一丁目地区再開発事業地、上目黒一丁目
旧国鉄清算事業団宿舎跡地、大橋ジャンクション・再開発事業地、自由が丘駅周辺地区】
　　■　大橋ジャンクション上部空間等の利用計画　　■　上目黒一丁目地区市街地再開発事業
8月25日（月曜日）
　　■　出席説明員の異動　　■　自由が丘駅周辺地区整備事業
　　■　大橋一丁目公共公益施設の施設配置　　■　大橋地区国道246号沿道整備の取組み状況

9月9日（火曜日）
　　■　正副委員長の互選
9月17日（水曜日）から25日（木曜日）（土、日、祝日を除く）
　　■　議案審査

7月15日 (火曜日 )　　
　　■　議会運営
◆議会側
　　■　平成 19年度後期分（10月～3月）政務調査費収支報告書に係る議長の調査結果
　　■　検討事項
7月25日（金曜日）　　　
　　■　議会運営
◆議会側
　　■　平成 19年度後期分（10月～3月）政務調査費収支報告書に係る議長の調査結果
　　■　検討事項　　　■　平成 20年度補正 1号予算要求資料
8月22日 (金曜日 )
　　■　平成 20年第 3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案する意見書等　　　■　一般質問の通告期限　　■　陳情
　　■　決算特別委員会の設置及び正副委員長の選出

（平成20年7月から9月まで）最 近 の 委 員 会 の 主 な 議 題最 近 の 委 員 会 の 主 な 議 題最 近 の 委 員 会 の 主 な 議 題

　　■　本会議における討論通告書の提出期限
　　■　議会運営
◆区側
　　■　平成 20年度目黒区各会計補正予算（第 1号）案
　　■　地方公共団体の財政の健全化に関する法律第 3条第 1項の規定に基づく健全化判断比率
　　■　平成 20年度都区財政調整当初算定結果
◆議会側
　　■　地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う条例及び会議規則の一部改正　　
8月29日（金曜日）
　　■　陳情　　　　　　■　一般質問の順序　　　　■　委員会の開催予定
　　■　議会運営
◆区側
　　■　平成 20年度区政功労者表彰式の概要
　　■　友好都市提携にともなう角田市関係者との交流
◆議会側　　　　■　各会派の政務調査費検討要望事項
9月1日 (月曜日 )　
　　■　議会運営
◆議会側　　　■　各会派の政務調査費検討要望事項
9月5日（金曜日）
　　■　諮問（人権擁護委員候補者の推薦）　■　目黒区議会会議規則の一部を改正する規則
　　■　議事日程及び進行順序　　■　意見書等
　　■　決算特別委員会の設置及び正副委員長の候補者
　　■　議会運営
◆議会側　　　　■　政務調査費に係る日程
9月9日（火曜日）
　　■　諮問（人権擁護委員候補者の推薦）に対する賛否　　■　議案に対する賛否
　　■　議事日程及び進行順序　　■　意見書案
　　■　議会運営
◆区側
　　■　平成 21年度行財政運営基本方針　■　平成 19年度特別区・目黒区普通会計決算
9月26日（金曜日）
　　■　議長発言取り消し　　　　　■　追加提出予定議案
　　■　議会運営
◆議会側　　■　各会派の政務調査費検討要望事項
9月30日（火曜日）
　　■　追加提出議案（意見書）　　　■　討論通告　　　■　議事日程及び進行順序
　　■　議会運営
◆区側
　　■　目黒区行革計画（素案）　　　■　目黒区基本計画・実施計画改定要領

主催：目黒区議員美術同好会
協賛：目黒区議員文化会　

【開催日時】
11月18日（火）12：30～ 16：00
　　 19日（水）10：00～ 16：00
　　 20日（木）10：00～ 16：00
【会　　場】
目黒区総合庁舎　5階　区議会第一会議室

【問合せ先】
区議会事務局庶務係　☎5722－9413

ご 覧 に な り ま せ ん か

　目黒区と中国の北京市崇文区は、平成3年10月に「友好協力関係促
進のための協定書」に調印して以来、友好訪問団や視察団を相互に受
け入れ、教育や文化等の分野で交流を重ねてきました。
　平成18年10月、崇文区政府代表団が目黒区を来訪された折、2008
年北京オリンピック開催の際、目黒区関係者を崇文区に招待したい旨の
申し入れがあり、今回の友好交流代表団の派遣が実現したものです。
　本年8月8日から12日まで、目黒区長、区議会議員5名と事務局1名
の計7名からなる目黒区友好交流代表団は、崇文区長ほか関係者と交
流を深め、区内各所を視察しました。崇文区内には、世界遺産の天壇
公園のほか、市民の憩いの場である龍潭公園や旧市街の街並みを復
興した前門大街があります。龍潭公園には、目黒区と崇文区の友好交
流15周年を記念して植樹した桜もしっかりと根付いていました。
　東京都が、2016年オリンピック・パラリンピック開催地に立候補してい
るなか、北京市崇文区を訪問できたことで、再開発、町並みの整備な
ど急速に進む街の変化や、国際イベントを受け入れている市民生活の
様子を目の当たりにすることができるなど、大きな成果がありました。
　今後も、目黒区議会は日中両国の友好と平和への貢献のため、末永
く友好協力関係を続け、幅広い住民同士の交流が進められるよう尽力
していきます。（写真は天壇公園にて）

芸術の秋、議員写真展が開かれます。
回を重ねて２０回目となった今年の写真展のテーマは「花」です。
議員活動の合間をぬって撮影したもので、毎年秋に作品を発表
しています。
今年も目黒区議会議員等の力作が展示されますので、どなた様
もお気軽に足をお運びください。

※崇文区　　中国の首都・北京市の中
心4区の一つ。故宮博物館、天安門広
場に近く、北京の名所の一つ天壇公園
のほか龍潭公園がある。古くから「工芸品
の町｣と呼ばれている。面積は、16.46
平方キロメートル、人口は、約36万人。

北京市崇文区との友好交流北京市崇文区との友好交流議員写真展議員写真展

特別委員会

昨年の写真展


