
（6）平成 27 年 1 月 7 日 第 239 号め ぐ ろ 区 議 会 だ よ り 第 239 号 め ぐ ろ 区 議 会 だ よ り 平成 27 年 1 月 7 日（7）

最近の委員会の主な議題（平成26年10月〜12月）
常任委員会

企画総務委員会
10月8日（水曜日）

・ＪＲ宿舎跡地における都区共同開発の
事業実施方針

・旧伊東保養所跡地の売却
・社会保障・税番号（マイナンバー）制度

に係る取組
・目黒区実施計画改定素案
・目黒区財政計画（平成27年度～ 31年度）
（素案）

・目黒区財政白書2014（案）
・目黒区行革計画改定素案
・緊急財政対策にかかる事務事業見直し

の検証結果（案）
・目黒区行革計画取組結果（平成25年度）
・事故処理結果
・平成25年度男女平等・共同参画の推進

に関する年次報告
・目黒区男女平等・共同参画推進計画の

改定
・契約報告

11月12日（水曜日）
・目黒区の財務諸表
・事故処理結果
・目黒区人事行政の運営等の状況の公表
・平成26年特別区人事委員会勧告の概要
・契約報告（6件）

11月26日（水曜日）
・議案審査
・出席説明員の紹介
・新たな歳入確保策（広告付区政情報モニ

ター・番号表示システムの一体的導入）
の事業者選定結果

・平成27年新年のつどいの開催
・平成26年12月14日執行　衆議院議員

選挙及び最高裁判所裁判官国民審査執
行計画（概要）

11月27日（木曜日）
・陳情審査

12月10日（水曜日）
・番号法に基づく特定個人情報保護評価

の実施
・訴訟事件の報告（2件）
・契約報告（2件）

生活福祉委員会
10月8日（水曜日）

・目黒区実施計画改定素案
・目黒区財政計画（平成27年度～ 31年度）
（素案）

・目黒区行革計画改定素案
・緊急財政対策にかかる事務事業見直し

の検証結果（案）
・大韓民国ソウル特別市中浪区へのスポー

ツ交流団の派遣
・区民プールの臨時休場
・「1964年東京オリンピック・パラリン

ピック50周年記念・目黒区友好都市
気仙沼市復興支援～スペシャルトーク
ショー～」の実施

・認知症対応型通所介護の指定

11月12日（水曜日）
・滞納対策事務の一元化
・大韓民国ソウル特別市中浪区へのスポー

ツ交流団の派遣概要
・「第38回目黒区民まつり」の実施結果
・目黒区地域福祉審議会の答申
・東京都大気汚染医療費助成制度の一部

改正

・「難病の患者に対する医療等に関する法
律」における新たな難病医療費制度の実
施

・平成26年度めぐろふれあいフェスティ
バル（障害者週間記念事業）の開催

・生活困窮者自立支援法施行に係る事業
の実施について（案）

11月26日（水曜日）
・議案審査
・平成27年度まちづくり活動助成事業の

実施
・めぐもポイントシステムの変更
・目黒区観光ビジョンの改定にかかる目

黒区観光振興懇話会の提言と今後の取
り組み

・目黒区保健医療福祉計画改定素案
・第6期目黒区介護保険事業計画素案

11月27日（木曜日）
・陳情審査
・目黒区障害者計画改定素案

12月10日（水曜日）
・平成26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

都市環境委員会
10月8日（水曜日）

・船入場人道橋（仮称）整備に係る今後の
取組み

・駒場公園の臨時開園
・東根公園の整備計画（案）
・東日本大震災避難者への目黒区公的住

宅の提供
・目黒清掃工場建替事業に伴う環境影響

評価調査計画書の区長意見（案）
・ＪＲ宿舎跡地における都区共同開発の

事業実施方針
・目黒区実施計画改定素案
・目黒区財政計画（平成27年度～ 31年度）
（素案）

・目黒区行革計画改定素案
・緊急財政対策にかかる事務事業見直し

の検証結果（案）

11月12日（水曜日）
・原町一丁目・洗足一丁目地区 46沿道ま

ちづくりの提案に係る今後の取り組み
・工事報告「道路維持工事及び交通安全施

設工事（平町一丁目）」及び「道路維持工
事（八雲三丁目）」

・平成26年夏期における区有施設等の節
電対策の実施結果及び今後の対策

・平成26年度住宅用新エネルギー及び省
エネルギー機器設置費助成の機器設置
期間及び申請受付期間の延長

・平成26年度年末年始の資源回収・ごみ
収集のお知らせ

11月26日（水曜日）
【視察：中目黒一丁目（議案第64号）、三
田一丁目（議案第65号）、中目黒四丁目（陳
情26第16・17号）、上目黒三丁目（陳情
26第20号）】
・議案審査
・東京都の「都市再開発の方針」及び「住宅

市街地の開発整備の方針」変更案
・西小山駅前地区地区計画案の縦覧の結果

11月27日（木曜日）
・陳情審査

12月10日（水曜日）
・公園等改良工事に伴う工事期間中の一

時閉鎖

・工事報告「大岡山児童遊園改良工事」
・古紙持ち去り行為撲滅対策にかかる覚

書の締結

文教・子ども委員会
10月8日（水曜日）

・目黒区実施計画改定素案
・目黒区財政計画（平成27年度～ 31年度）
（素案）

・目黒区行革計画改定素案
・緊急財政対策にかかる事務事業見直し

の検証結果（案）
・平成27年度区立幼稚園及びこども園の

園児募集
・平成26年度「いじめ問題を考えるめぐろ

子ども会議」の実施
・特別支援教育推進計画改定素案・
・青少年プラザ宿泊機能の廃止の考え方
・平成27年成人の日のつどいについて（案）
・目黒区子ども総合計画（平成27年度～平

成31年度）の素案
・文部科学省主催日韓高校生交流事業に

おける目黒区児童館訪問実施結果
・賃貸物件による認可保育所開設事業者

公募の選定結果
・都有地活用による地域の福祉インフラ

整備事業認可保育所整備・運営事業者
の決定

11月12日（水曜日）
・大鳥中学校説明会の実施結果
・目黒区立第三中学校・第四中学校の閉

校記念式典について（案）
・平成26年度通学路における防犯カメラ

の設置校
・平成26年度前期目黒区立学校における

いじめ及び不登校の状況
・目黒区公立学校長職務代理者の指定
・目黒区生涯学習実施推進計画改定素案
・平成27年度以降の区立図書館運営体制

等見直しの考え方
・小規模保育事業の運営事業者の選定結

果
・からすもり幼稚園跡地に係る保育施設

整備・運営事業者の公募

11月26日（水曜日）
・議案審査
・「目黒区体罰根絶マニュアル」一部改訂
・ＮＨＫいじめを考えるキャンペーン
「100万人の行動宣言」の参加

・第6回中学生「東京駅伝」大会

11月27日（木曜日）
・陳情審査
・区立学校施設の窓サッシュ点検・調査

後の対応

12月10日（水曜日）
・平成27年度隣接学校希望入学制度の申

込結果
・平成26年度目黒区立学校第三者評価結

果報告書
・平成26年度東京都「児童・生徒の学力向

上を図るための調査」の結果
・平成26年度東京都児童・生徒体力・運

動能力、生活・運動習慣等調査（東京都
統一体力テスト）の結果

・目黒区体罰根絶マニュアルの一部改訂
版の修正

・子ども総合計画改定素案に対するパブ
リックコメントの実施結果

・第5回「ティーンズ・フェスタ・イン・
めぐろ2014」の実施

・小規模保育事業の運営事業者の選定結
果

議会運営委員会

10月3日（金曜日）
・目黒区実施計画改定素案について
・目黒区財政計画（平成27年度～ 31年度）
（素案）について

・目黒区財政白書2014（案）について
・目黒区行革計画改定素案について
・緊急財政対策にかかる事務事業見直し

の検証結果（案）について
・社会保障・税番号（マイナンバー）制度

に係る取組について

11月6日（木曜日）
・平成26年第4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
・請願・陳情について
・本会議における討論通告書の提出期限

について
・平成26年特別区人事委員会勧告の概要

について
・大韓民国ソウル特別市中浪区へのスポー

ツ交流団の派遣概要について

11月13日（木曜日）
・陳情について
・一般質問の順序について
・議員報酬及び政務活動費について
・平成27年度区議会事務局当初予算（案）

について

11月20日（木曜日）
・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
・意見書等（案）について

11月25日（火曜日）
・追加提出議案について
・議事日程及び進行順序について
・意見書案について
・平成26年度目黒区一般会計補正予算（第

2号）案について
・平成26年度区議会事務局補正3号予算

要求（案）について

12月4日（木曜日）
・議事日程及び進行順序について
・全国市議会議長会表彰について

特別委員会

区有施設・生活圏域整備計画調査特別委員会
10月10日（金曜日）
・目黒区実施計画改定素案
・目黒区行革計画改定素案
・構造体耐久性調査・評価手法整備に係

る業務委託候補業者選定の結果

10月24日（金曜日）
・生活圏域整備計画の見直しの必要性の

検証に係る調査結果（施設整備計画の進
捗状況）

11月14日（金曜日）
・生活圏域整備計画の見直しの必要性の検

証に係る調査結果（補助計画の策定状況）

11月28日（金曜日）
【視察：武蔵野プレイス】

＜目黒区コミュニティ基本条例＞
条例制定に向けた新たな取組みについて
提案する。（1）進み続ける高齢化社会と
やがて訪れる人口減少問題を踏まえ、目
黒区として地域コミュニティの活性化に
向けた取組みを考えよ。（2）地域社会で
の様々な課題の解決や災害時の対応、区
民の大切な命と生活を守るためには地
域コミュニティをいかに発展させるかが
大きな鍵だ。心の通い合う活発なコミュ
ニティを作るためにも、おのおのの役割
と位置づけを明解にすべきであると考え
る。コミュニティ基本条例を策定し、地域
の絆の再生に向け検討せよ。
区長　（1）より多くの区民のかたがた
が、地域の課題を把握し、自らがまちづく
りの主人公の一人であるという自治意識
に支えられた個性豊かな地域社会づくり
に努めていく。（2）コミュニティ形成と
活性化支援にかかるこれまでの取組みを
積み重ねつつ、コミュニティの充実を下
支えする方針の明確化や活性化策などに
ついて、条例の必要性も含め、引き続き調
査研究していく。
＜無電柱化推進に向けた取組み＞
区長公約でもある電柱の地中化「無電柱
化推進」を積極的に進めよ。

区長　国の新たな取組みの動向を注視
し、優先整備路線のうち残る４路線の地
中化を着実に進めていく。
＜空き家対策の推進＞
空き家対策推進に関する特別措置法を踏
まえ、区においての空き家の現状と今後
の対策を考えよ。
区長　法の成立により、空き家対策を行
いやすい環境が整いつつあるので、今後、
より一層の空き家対策に努める。
＜若手職員の育成＞
職員一人ひとりが区民の視点に立った政
策づくりができるよう、職員を育成せよ。
区長　｢区民ニーズを的確に捉える敏感
な感性を持つ職員｣を目標に研修等を実
施している。引き続き区民の期待に応え
られる職員の育成を目指す。
＜防災対策＞
区内在住外国人への対応を考えよ。
区長　普及啓発のほか、地域訓練の参加
など、より実践的な取組みを検討する。
＜自治体交流促進＞
交流促進に向けたアンテナショップ創設
を考えよ。
区長　区有施設のあり方について見直し
を進めているので、アンテナショップ創
設は、今後の検討課題としたい。

地域の絆の再生と
コミュニティ活動を発展させよ

自由民主党目黒区議団　赤城 ゆたか　議員

＜地域避難所環境の向上＞
避難所機能には限界があり長期生活
は厳しい。できる限り災害に備えた
施設の環境整備を今からしておく必
要がある。（1）安全･健康面から避難
所施設のさらなる充実が必要と考え
るが、いかがか。（2）計画を前倒しし
てLED投 光 器 を 全 避 難 所 に 配 備 す
ることが必要と考えるが、いかがか。

（3）防災行動マニュアルなどの地図
に、防災アプリ掲載のAED設置場所
を 同 じ よ う に 掲 載 す べ き と 考 え る
が、いかがか。
区長　（1）安心して避難所生活を送る
ことができるよう整備することは、防
災対策の重要な課題であるため、様々
な意見などを参考に避難所環境の向上
を検討する。（2）実施計画の改定を進め
ているので、区民などから寄せられた
意見を踏まえ、整備計画のあり方につ
いて、さらに検討する。（3）見やすさ、分
かりやすさ、使いやすさなどにも十分
配慮し、区民への防災情報の充実に努
める。
＜高齢化社会に向けた取組み＞

「健康寿命･活動寿命」を延ばしていく
ことが大事。食生活の改善等で元気な

高齢者が増えることは、医療･介護負
担を減らすことにつながる。そのため
の対策が必要。（1） 「健康寿命・活動寿
命」を延ばすにはメタボ･ロコモ（※）予
防の対策が重要であるが、所見を伺う。

（2）介護予防の面から聴力低下を早期
発見するための検診が必要と考える
が、いかがか。
区長　（1）メタボ･ロコモ対策は、生活
習慣病予防、生活機能低下予防からも
重要であり、「健康めぐろ２１」改定の
際に、指標を設け具体的に取り組んで
いく。（2）高齢者の難聴は、内科疾患な
どと異なり本人や家族により把握しや
すいため、現段階では検診に導入する
ことは考えていない。

ユニバーサルの視点から
安心安全の目黒を目指せ！

公明党目黒区議団　佐藤 ゆたか　議員

【用語解説】
※�メタボ：「メタボリックシンドローム」の略称
で、内臓脂肪の蓄積を共通基盤として、高血
圧、脂質異常、高血糖などの代謝機能障害を
複数合併する症候群のこと。
※�ロコモ：「ロコモティブシンドローム」の略称
で、運動器官の障害によって日常生活で人や
道具の助けが必要な状態、またはその一歩手
前の状態。

＜新しい公共＞
机上の仕事ではなく、仕事は、現場である。
行政の透明性と説明責任を確保し、区民
との情報共有や区民と相対して、顔を合
わせて、膝を交えて様々な課題に取り組
むことを、さらに充実すべきである。ま
た、縦割り行政の弊害について、部局間の

連携及び情報共有は、どこまで進んでい
るか。
区長　地域の課題解決に向けて、行政を
含めた地域社会の多様な主体が対等な立
場で連携・協力して担い合い、公共サービ
スを推進するため、区民に寄り添った仕
事のできる組織づくりに向けて努力を重

「新しい公共」の視点と
自治体、地域間の連携で課題解決を

自由民主党目黒区議団　そうだ 次郎　議員

ねていく。縦割り行政の弊害に関しては、
行財政改革や緊急財政対策など全庁横断
的な重要課題については、本部会議を設
けて全庁的に取り組んでいるほか、番号
制度に対応するため、20課以上で調整会
議を設け、準備を進めている。
＜自治体間の連携と地域間の連携＞
今後の特別区のカタチ、あり方の大きな方
向性になりうる研究課題と考え、以下伺う。
災害対策、環境対策など、都市部だけでは
解決できない課題に対して、特別区間や
自治体との連携強化･拡充が図れれば、
今まで以上に基礎自治体としての自主性
を発揮しながら、広域的な行政課題にも

対応していくことができると思うが、い
かがか。
区長　自治体間の連携については、前例
踏襲的な取組みにとどまることなく、地
域課題を解決していくために活用できる
資源や制度であれば、最小の経費で最大
の効果を得る観点から積極的に研究して
いく必要があると認識している。地域の
課題解決に向けた地域コミュニティ相互
の連携については、地域間での情報共有
の仕組みづくりの中で行政がどのように
役割を果たせるかを含めて調査研究を行
っていく。また、区民に寄り添った仕事の
できる職員の育成に努めていく。

　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61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。

平成２７年第１回定例会（予定）

２月１９日（木） 議会運営委員会・本会議（代表質問）
	 ２０日（金） 本会議（代表質問）
	 ２３日（月） 本会議（一般質問）
	 ２４日（火） 本会議（一般質問）
	 ２５日（水） 議会運営委員会・本会議（議案付託）
	 ２６日（木） 常任委員会
	 ２７日（金） 　　〃
３月　２日（月） 企画総務委員会(補正予算審議)
	 ３日（火） 区有施設・生活圏域整備計画調査特別委員会
	 ９日（月） 議会運営委員会・本会議（議案議決）
	 １０日（火）～１８日(水)

（土日を除く） 予算特別委員会

	 ２３日（月） 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。

＜問い合わせ＞区議会事務局庶務係　☎03-5722-9413

傍聴においでください


