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め ぐ ろ 区 議 会 だ よ り

最近の委員会の主な議題
常任委員会
企画総務委員会
7月13日（水曜日）
▪委託業者による個人情報の紛失
▪平成23年度「区民と区長のまちづくり懇談会」の開催
▪契約報告（2件）
▪目黒区が発注する契約からの暴力団等排除
8月10日（水曜日）
▪緊急財政対策にかかる事務事業見直しの検討結果
▪第43回目黒区世論調査単純集計結果
▪訴訟事件の報告
▪契約報告（8件）
9月12日（月曜日）
▪議案審査
▪緊急財政対策にかかる事務事業見直しの検討結果（案）
▪平成23年度都区財政調整当初算定結果
▪平成23年度区政功労者表彰式の概要
▪訴訟事件
▪犯罪被害者週間行事の実施
▪土地売買契約
▪契約報告（3件）
9月13日（火曜日）
▪陳情審査
9月14日（水曜日）
▪議案審査（補正予算）

生活福祉委員会
7月13日（水曜日）
▪東京都後期高齢者医療広域連合議会議員選挙の結果
▪財団法人目黒区芸術文化振興財団の決算報告等
▪高齢者の熱中症対策事業の実施
7月27日（水曜日）
【視察 : 目黒本町二丁目複合施設（仮称）上棟視察、東が丘障害福祉施設、臨
海部広域斎場組合臨海斎場】
▪後期高齢者医療保険料の誤通知
8月10日（水曜日）
▪緊急財政対策にかかる事務事業見直しの検討結果
▪平成23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
▪平成23年度敬老のつどいの開催
▪平成23年度目黒区認知症高齢者グループホーム整備費補助事業に係る事業
者の決定
▪生活保護世帯に対する冷房機器設置の緊急支援策の実施
▪目黒区立住区会議室指定管理者運営評価結果
▪目黒区区民斎場指定管理者運営評価結果
▪目黒区中小企業センター及び勤労福祉会館指定管理者運営評価結果
▪目黒区文化ホール及び目黒区美術館指定管理者の平成22年度運営評価結果
▪目黒区立体育施設指定管理者の平成22年度運営評価結果
8月25日（木曜日）
【視察 : 区立箱根保養所】
9月12日（月曜日）
▪議案審査
▪目黒本町二丁目複合施設（仮称）
（高齢福祉住宅）上棟視察の内容
▪平成22年度高齢福祉施設、障害福祉施設の指定管理者運営評価
▪緊急財政対策にかかる事務事業見直しの検討結果（案）
▪箱根保養所廃止に伴う今後の区民保養事業の考え方
▪平成23年第二回臨海部広域斎場組合議会定例会等
▪保険年金のいわゆる「二重課税」に係る法定外（時効超）部分の返還に係る
対応
9月13日（火曜日）
▪陳情審査
▪平成24・25年度後期高齢者医療保険料率の検討たたき台
▪第48回目黒区商工まつりの実施結果
▪中華人民共和国北京市東城区との友好協力関係促進のための協定書の締結
▪第11回めぐろスポーツまつりの実施
▪平成23年度目黒区認知症高齢者グループホーム整備事業者の追加募集

都市環境委員会
7月13日（水曜日）
▪五本木東児童遊園改良工事による工事期間中の一時閉鎖
▪工事報告（大橋ジャンクションにおけるエレベータ整備に係る工事施行協定）
▪中目黒駅周辺地区整備懇談会の設置
▪「ふぇすた環境 in 目黒2011」の実施結果
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8月10日（水曜日）
【視察 : 目黒本町二丁目複合施設（仮称）
】
▪緊急財政対策にかかる事務事業見直しの検討結果
▪都市整備施設指定管理運営評価
▪三田フレンズ指定管理者運営評価結果
▪目黒区立自転車等駐車場指定管理者運営評価結果
▪ポニー園指定管理者運営評価結果
▪目黒区立駒場公園茶室、和室指定管理者運営評価結果
▪目黒区立駒場野公園デイキャンプ場指定管理者運営評価結果
▪区営住宅等指定管理者運営評価結果
▪目黒区交通安全計画の改定の取組み
▪平成23年度の地籍調査事業の延期
▪区民住宅空き家の入居者随時募集
8月26日（金曜日）
▪目黒通り沿道の景観づくり中間のとりまとめ説明会開催結果等
▪工事報告「道路維持工事（中目黒四丁目先）
」
▪工事等委託報告「都立大学駅前電線類地中化事業における既存ストックを活
用した電線共同溝工事等委託」
▪大橋一丁目公園（仮称）等整備工事説明会の結果
▪工事報告（五本木東児童遊園改良工事）
▪目黒区立目黒エコプラザの臨時開館
▪平成22年度目黒区のごみ量と資源回収量
9月12日（月曜日）
▪緊急財政対策にかかる事務事業見直しの検討結果（案）
▪「学芸大学駅周辺地区あんしん歩行エリア形成事業」の平成23年度事業説
明会開催
▪目黒区駅前放置自転車クリーンキャンペーン
▪目黒区交通安全計画改定素案
▪「都市計画公園・緑地の整備方針」の改定案
▪目黒駅周辺地区整備構想中間まとめ
▪平成23年度住宅用新エネルギー及び省エネルギー機器設置に対する助成事
業の実施（後期募集分）
▪平成23年度版めぐろの環境（環境報告書）
▪目黒区立エコプラザ指定管理者運営評価結果
▪「中央新幹線
（東京都・名古屋市間）
」に関する環境影響評価方法書の縦覧等
9月13日（火曜日）
▪陳情審査

文教・子ども委員会
7月4日（月曜日）
【視察 : 第三中学校、上目黒小学校、五本木小学校、月光原小学校、中目黒小学校、
東山小学校】
7月5日（火曜日）
【視察 : 認証保育所アンジェリカ目黒本町、中町保育園、私立夢花保育園、第
四中学校、中目黒住区センター児童館・学童保育クラブ】
7月13日（水曜日）
▪平成23年度自然宿泊体験教室事業実施方針に係る各種事業等
▪目黒区立小学校長及び目黒区立幼稚園長職務代理者の指定
▪夏期の電力需給対策に伴う休日保育の運用
▪東日本大震災発生時における児童・生徒の安全確保
▪東日本大震災発生時における児童館・学童保育クラブの対応
▪東日本大震災発生時における保育園の対応
7月25日（月曜日）
【視察 : 興津自然学園】

議員写真展
芸術の秋、議員写真展が開かれます。
回を重ねて23回目となった今年の写
真展のテーマは、【水】です。
議員活動の合間をぬって撮影したも
ので、毎年秋に開催しています。
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。

昨年の写真展会場

【開 催 日 時】 11月28日
（月）12：30〜16：00
11月29日
（火）〜12月1日（木） 10：00〜16：00
場】 目黒区総合庁舎5階 区議会第一会議室

【問い合わせ先】 区議会事務局庶務係 電話5722-9413
主催：目黒区議員美術同好会

協賛：目黒区議員文化会
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最近の委員会の主な議題

（平成23年7月〜9月）

▪「平成23年度目黒区住宅用新エネルギー及び省エネルギー機器設置費助成
（前期募集分）
」の申請状況

【会
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8月10日（水曜日）
▪緊急財政対策にかかる事務事業見直しの検討結果
8月17日（水曜日）
▪緊急財政対策にかかる事務事業見直しの検討結果
▪平成24年度隣接学校希望入学制度の実施
▪目黒本町二丁目複合施設（第2ひもんや保育園）及び中央町保育園のコンク
リート放射線問題に関する説明会結果
8月18日（木曜日）〜8月19日（金曜日）
【視察 : 八ヶ岳牧場ふれあいファーム、八ヶ岳林間学園、清泉寮・八ヶ岳自然
ふれあいセンター、八ヶ岳中央農業実践大学校】
9月12日（月曜日）
▪緊急財政対策にかかる事務事業見直しの検討結果（案）
▪八ヶ岳林間学園にかかる文教・子ども委員会視察における質疑
▪平成23年度目黒区学力調査実施結果の概要
▪平成23年度目黒区立図書館の蔵書点検に伴う臨時休館および年末の臨時開館
▪目黒区立中根小学校内学童保育クラブ移転整備基本構想説明会の結果
▪目黒区立母子生活支援施設指定管理者運営評価結果
9月13日（火曜日）
▪陳情審査
▪教職員の服務事故
▪認証保育所の設置（保育室の認証保育所移行）
▪目黒区立保育所指定管理者運営評価結果
▪目黒区立母子生活支援施設指定管理者運営評価結果
▪目黒本町二丁目複合施設（第二ひもんや保育園）及び中央町保育園のコンク
リート放射線測定結果

議会運営委員会
7月12日（火曜日）
▪平成22年度後期（10月から3月）分政務調査費収支報告書に係る議長の調
査結果について
▪平成23年度補正1号予算要求資料について
▪検討事項について
8月9日（火曜日）
▪緊急財政対策にかかる事務事業見直しの検討結果について
▪平成23年度各会計補正予算（第1号）案について
▪検討事項について
▪平成23年度4月分政務調査費収支報告書に係る議長の調査結果について
▪地方自治法の一部改正について
8月24日（水曜日）
▪平成23年第3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
▪一般質問の通告期限について
▪陳情について
▪決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22年度決算に基づく健全化判断比率について
▪平成23年度財政調整当初算定結果について
▪検討事項について
▪東京法務局目黒出張所の統廃合について
8月31日（水曜日）
▪陳情について
▪一般質問の順序について
▪平成23年度区政功労者表彰式の概要について
▪検討事項について
▪新年のつどいの休止について
9月7日（水曜日）
▪追加提出議案について
▪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
▪諮問（人権擁護委員候補者の推薦）について
▪決算特別委員会の設置及び正副委員長の候補者について
▪緊急財政対策にかかる事務事業見直しの検討結果について
▪平成24年度行財政運営基本方針について
▪平成24年度当初予算編成日程について
▪平成22年度特別区・目黒区普通会計決算について
▪目黒区と北京市東城区との協定書締結について
▪夏期における区施設等の節電対策の一部変更について
▪新年のつどいについて
▪政務調査費に係る日程について
9月9日（金曜日）
▪議事日程及び進行順序について
▪諮問（人権擁護委員候補者の推薦）に対する賛否について

（平成23年7月〜9月）

▪意見書案について
▪新年のつどいについて
▪検討事項について
▪議会費の見直しについて
▪議事日程及び進行順序について
9月15日（木曜日）
▪陳情審査
▪新年のつどいについて
▪検討事項について
9月30日（金曜日）
▪追加提出議案について
▪討論通告について
▪一般質問での発言取消し許可、及び発言訂正許可について
▪議事日程及び進行順序について
▪新年のつどいについて
▪目黒区長選挙の日程について
▪検討事項について

特別委員会
震災対策調査特別委員会
7月15日（金曜日）
【視察 : 目黒防災センター、油面小学校防災倉庫、東京都東京港管理事務所】
7月22日（金曜日）
▪東日本大震災被災者等の区内受入に伴う区の対応状況報告（9件）
▪福島県の特定の農家から出荷された牛肉の流通調査
▪放射線量等の測定結果
▪災害に強い街づくりの取り組み
8月8日（月曜日）
▪区長の角田市訪問結果
▪災害時における飲料水と食料の確保
▪放射性セシウムを含んだ稲わらを給与された牛肉の流通状況等調査
▪耐震化促進事業
▪耐震フェアの開催
8月23日（火曜日）
▪保育園における食料の備蓄状況
▪緊急財政対策にかかる事務事業見直しの検討結果
9月15日（木曜日）
▪陳情審査
▪緊急財政対策にかかる事務事業見直しの検討結果（案）
▪給食食材の放射性物質検査の実施
▪夏期における区施設等の節電対策の一部変更

決算特別委員会
9月9日（金曜日）
▪正副委員長の互選
9月16日（金曜日）〜9月27日（火曜日）（土日祝日を除く）
▪議案審査

区議会予算の見直し検討状況について
前号でお知らせしたとおり、区財政の厳しい状況をふまえ、現在、各会派
の代表者を構成員とする議会運営委員会において、区議会予算の見直しの協
議を進めています。
本年6月から7回にわたる同委員会理事会での話し合いにより、既に以下の
項目に関しては、経費削減（平成24年度〜同26年度）が決まりました。
なお、引き続き議員報酬、政務調査費等の検討を行っています。
○減額する予算項目とその金額（年額）
議長交際費

60万円

（予算額180万円→120万円）

地方行政視察旅費

91万円

（予算額273万円→182万円）

区外施設視察旅費

11万円余 （予算額11万円余→0円）

海外行政調査旅費

490万円余 （予算額490万円余→0円）

◆住所が変わりました。

◆電話番号が変わりました。

※いずれも電話番号の変更はありません。

※住所は変わりません。

広吉敦子 議員（無）坂本史子 議員（独歩）岩崎ふみひろ 議員（共産） 秋元かおる 議員（みん）
〒152-0003

〒152-0001

〒152-0002

碑文谷6-1-19-1F 中央町1-8-11-405 目黒本町6-4-1-405

☎6303-1924

