
（4）平成 27 年 10 月 28 日 第 243 号め ぐ ろ 区 議 会 だ よ り 第 243 号 め ぐ ろ 区 議 会 だ よ り 平成 27 年 10 月 28 日（5）

＜西小山周辺のまちづくり＞
（1）補助第46号線整備に伴う原町１丁
目地区のまちづくりにおいて、コミュニ
ティを主体とした区民が住み続けられる
「まち」をどのようにつくっていくのかを
伺う。（2）地区計画（原案）内の随所に「共
同化の促進」との文言があるが、具体的
にどのような手法で地域の声を生かした
「共同化」の支援を進めていくのか伺う。

区長　（1）都と連携し、道路整備と一体
的に進める沿道まちづくりに取り組む。
道路整備に伴う建替え支援や生活再建等
に適切に対応し、区民が住み続けられる
魅力あるまちづくりを進めていく。（2）地
権者へのアンケート調査等により、共同
化や個別建替え等の意向を把握する。ま
た、まちづくり懇談会などで防災街区整
備事業等を活用した共同化の情報提供を

し、都と連携して具体的な困りごとや不
安についても丁寧に対応していく。
＜健康づくりを重視した公園の整備＞
（1）区内の公園等における健康器具設置
の進捗状況を問う。（2）区民のロコモ予
防、健康寿命延伸支援のために区内の公
園等に積極的に健康器具を設置すべきと
考えるが、区の見解を伺う。
区長　（1）公園等の整備･改良にあわせ、
平成13年度から昨年度までに５カ所設
置。今年度は２カ所に設置予定である。
（2）公園ごとに地域の意見を反映し、検
討する必要があるため、基本的には改良
工事の機会を捉えて進めていく。
＜成人期･青年期の発達障害支援を＞
（1）青年期から成人期の発達障害の自

立に至るまでの支援体制の現状を伺う。
（2）区では青年期･成人期の発達障害に
対する取組みを行っていない。先進的な
取組みを参考にし、早急に具体的な支援
事業を立ち上げるべきと考えるが、区の
見解を伺う。
区長　（1）発達障害に特化した支援は今
のところなく、精神保健相談や就労支援
事業などで対応しているのが現状であ
る。（2）青年期から成人期の取組み強化
は課題と認識している。障害者計画に基
づき、居場所づくりや、就労のための訓練
や支援など、ライフサイクルを視野に入
れた支援システムを検討し、生涯を通じ
て自分らしく暮らせる地域社会をつくっ
ていく。

声をかたちに！西小山再開発、
健康遊具、発達障害支援

自由民主党目黒区議団　河野 陽子　議員

＜老人いこいの家のカラオケ＞
老人いこいの家に設置されているカラオ
ケの機器が、老朽化している。取替えの際
には、介護予防も行える機種が最適と思
うがいかがか。
区長　他自治体の事例などを研究し、高
齢者の方たちが楽しくカラオケや介護予
防･認知症予防を行えるよう、新しい機

器の導入を検討していく。
＜発達障がい支援＞
現状では、発達障がい支援の相談窓口が、
診断された時期や支援内容により異なる
ことや情報の共有にも課題がある。ワン
ストップの支援を望むがいかがか。
区長　児童発達支援センターを中心に、
ライフステージに応じた切れ目のない支

援のための「縦の連携」と、関係機関との
円滑な協力体制を構築するための「横の
連携」を推進し、実質的なワンストップ
サービス（※）の実現を図り、発達障がい
児と保護者の支援の充実に取り組む。
＜公園の適正管理＞
清水池公園には、公園利用者以外のバイ
クが不法に放置されている。公園の環境
面や安全面から課題だと思うが、区の対
応を伺う。
区長　日常点検による警告等の継続実
施、地元町会との連携協力による安全利
用のための啓発に努める。また、中型バイ
ク等が駐車できないよう、車止め等に工
夫ができないか検討する。

＜ロボットを活用する事業>
介護者支援ロボットやコミュニケーショ
ンロボットなどロボットを活用した事業
に対する区の所見を伺う。
区長　ロボットの技術活用に際しては、
技術開発や安全面、コスト面で課題があ
るが、今後、介護現場での実証実験結果や
国の補助金制度などを見極めながら、必
要な支援策を検討していく。

【用語解説】
※　  ワンストップサービス：関連するすべての手
続きなどを、一度に１カ所でできるサービ
ス。

区民生活に関わる
身近な課題の解決を

公明党目黒区議団　武藤 まさひろ　議員

＜都区制度＞
（1）都から区への権限及び財源の移譲は
進まず、事務配分においては「区へ移管す
る方向で検討する事務」と位置付けられ
た53項目が未だ進行していない。今後ど
のように進めていくか伺う。（2）目黒通
りと自由が丘駅を結ぶ補助127号線の
計画など、都市計画道路の整備方針につ
いては、より良い街づくりへ向けて基礎
的自治体として主体的に都と協議すべき
と考えるが、所見を伺う。

区長　（1）検討対象事項の方向付けは平
成23年に終了したが、都は事務配分の対
象と区域のあり方のセット論を展開して
おり、その後進展していない。整理がされ
た事務配分は、具体化の議論が重要と考
えるため、都に取組みの促進を働きかけ
ていく。（2）商店街の区間と住宅街の区
間で意識に隔たりがあり、まちづくりな
ど様々な視点を持って進める必要があ
る。地域特性やまちづくりの状況に合わ
せた検討と積極的な情報提供に努め、地

域の意見を伺いながら都と連携して進め
る。
＜待機児童対策＞
（1）保育所新設を促進させる取組みとし
て、不動産組合等と連携し収集した物件
情報を運営事業者に公開し、事業者が目
黒区での保育事業参入を検討する足掛か
りへの支援ができないか伺う。（2）認証
保育所への補助金について、この４月か
ら賃借料加算の新設など運営費等補助を
アップさせた都に合わせて検討すべきと
考えるが、所見を伺う。
区長　（1）マッチング事業（※）は、政令
指定都市など規模の大きな自治体での実
施にとどまっている。当区で実施するに
は課題を整理する必要があるため、国の
補助制度や他自治体における取組みとそ
の成果等を調査研究していく。（2）これ

までも都が示す補助基準に合わせて区の
補助制度を見直してきた。運営費補助の
単価アップ、賃借料等の加算措置につい
ても区の補助制度を見直す。
＜角田市農村体験＞
東日本大震災以降休止している小学生の
角田市農村体験について、民間有志によ
る交流が再開しつつある。区として、再開
へ向けた所見を伺う。
教育長　事業の趣旨や除染状況等を総合
的に勘案しながら、民間主導の活用も含
め、再開に向けた検討を進めていく。

【用語解説】
※　 マッチング事業：国の「待機児童解消加速
化プラン」の対象事業の一つで、地主と整
備事業者を結び付けることで整備促進を図
る。

目黒区のビジョン実現へ
具体的に前進を！

自由民主党目黒区議団　西村 ちほ　議員

最近の委員会の主な議題（平成27年7月～9月）
常任委員会
企画総務委員会
7月8日（水曜日）
・事故の発生
・契約報告（5件）
8月5日（水曜日）
・旧第六中学校跡地活用素案にかかる説明会
の実施結果

・社会保障・税番号（マイナンバー）制度の実
施に伴い制定する条例の概要等

・災害時における情報発信等に関する協定の
締結

・訴訟事件の報告
・契約報告（9件）
9月8日（火曜日）
・議案審査
・旧第六中学校南側跡地の活用案
・財政健全化に向けたアクションプログラム
取組結果

・目黒区行革計画取組結果（平成24年度～平
成26年度） 

9月9日（水曜日）
・陳情審査
・平成27年度都区財政調整当初算定結果
・平成27年度「区民と区長のまちづくり懇談
会」の開催

・平成27年度区政功労者表彰式の概要
・契約報告（4件）
・伊東保養所跡地の売却
9月10日（木曜日）
・議案審査

生活福祉委員会
7月8日（水曜日）
・平成26年度目黒区立住区会議室指定管理者
運営評価結果

・平成26年度目黒区区民斎場指定管理者運営
評価結果

・平成26年度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

・阿武隈リバーサイドマラソンツアー
・平成26年度公益財団法人目黒区国際交流協
会の決算報告

・平成26年度公益財団法人目黒区芸術文化振
興財団の決算報告

・平成26年度目黒区文化ホール及び目黒区美
術館指定管理者運営評価結果

・平成26年度目黒区立体育施設指定管理者運
営評価結果

・食中毒の発生に伴う不利益処分
・平成27年度　敬老のつどいの開催
・平成26年度目黒区立高齢福祉施設指定管理
者運営評価結果

・平成26年度目黒区立障害福祉施設指定管理
者運営評価結果

・民間障害者通所施設の移転整備
7月31日（金曜日）
・【視察：砧（野球場・サッカー場）管理事務所、
在宅ケア多機能センター、下目黒福祉工房、
すくすくのびのび園】

8月5日（水曜日）
・食中毒の発生に伴う不利益処分
・平成27年国勢調査の概要
・平成27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

・北京市東城区友好交流代表団の訪問概要等
・区民プール及び体育館の臨時休場
・コンビニ交付の導入による証明書交付サー
ビスの拡充

・旧第六中学校跡地活用素案にかかる説明会
の実施結果

・平成27年度目黒区地域密着型サービス整備
費補助事業の応募事業者選定結果

9月8日（火曜日）
・議案審査
・平成27年第2回臨海部広域斎場組合議会定
例会

・第52回目黒区商工まつり（目黒リバーサイ
ドフェスティバル2015）の実施結果

・区民センターにおける不審火
・区民センター屋外プール（50m）における
事故

・「めぐろ芸術文化振興プラン」の改定にかか
る目黒区芸術文化振興計画改定懇話会の意
見と今後の取り組み

・東日本大震災復興支援事業の実施
・第15回めぐろスポーツまつりの実施
・八雲休日診療所・調剤薬局の再開（期間限定）
・食中毒の発生に伴う不利益処分
・インフルエンザ予防接種の自己負担額の改
定

・新しい介護予防・日常生活支援総合事業の
実施（案）

・旧第六中学校南側跡地の活用案
9月9日（水曜日）
・陳情審査

都市環境委員会
7月8日（水曜日）
・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
・駒場公園茶室、和室指定管理者運営評価結
果

・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
・目黒区エコプラザ指定管理者運営評価結果
・平成27年度地籍調査事業
・工事報告「小型街路灯取替工事（北部区域）」
・区営住宅入居者募集の公開抽せんの延期
8月5日（水曜日）
・設計委託報告「電線共同溝予備設計委託（大
橋二丁目）」

・耐震フェアの開催
・借上型区民住宅（特定優良賃貸住宅）の一部
返還

・区営住宅における居住者用の駐車場
・高齢者世帯等住み替え家賃助成制度の終了
・目黒区エコプラザの臨時開館
・目黒清掃工場建替事業に係る環境影響評価
書案に対する区長意見（案）

8月26日（水曜日）
・【視察：目黒清掃工場、目黒清掃事業所、品
川運輸（株）京浜島リサイクルセンター】

9月8日（火曜日）
・【視察：碑文谷一丁目（議案第56号・57号）、
東山一丁目（陳情27第19号）】

・議案審査
・目黒本町五丁目用地の交換等
・原町一丁目・洗足一丁目地区地区計画等案
・第32回目黒区駅前放置自転車クリーンキャ
ンペーン

・工事報告「道路維持工事（八雲三丁目）」
・大丸跨線橋の金網損傷（山手線の不審火）
・三谷児童遊園の防火水槽設置工事に伴う一
時閉鎖

・祐天寺公衆便所の建替えに伴う一時閉鎖
・駒場公園内旧前田家本邸和館の耐震補強工
事の完了に伴う再開等

・衾町公園の整備計画（案）
・区営碑文谷四丁目アパートのエレベーター
設置

9月9日（水曜日）
・陳情審査
・平成27年度版めぐろの環境（環境報告書）の
発行

・平成26年度目黒区のごみ量と資源回収量
・目黒区一般廃棄物処理基本計画改定に係る
今後の予定

文教・子ども委員会
7月2日（木曜日）
・【視察：大鳥中学校、目黒中央中学校、油面
小学校、上目黒小学校】

7月6日（月曜日）
・【視察：下目黒小学校、第一中学校、菅刈小
学校、宮前小学校】

7月8日（水曜日）
・自然宿泊体験教室における給食の放射性物
質検査の実施

・平成27年度小規模保育事業の運営事業者の
募集

7月17日（金曜日）
・【視察：ほ・ねっとひろば、中央町保育園、
中央町児童館学童保育クラブ、八雲住区セ
ンター児童館学童保育クラブ、ナーサリー
ルームベリーベアー八雲、中目黒駅前保育園】

7月22日（水曜日）
・【視察：千葉県立中央博物館大多喜城分館、
千葉県立中央博物館分館｢海の博物館｣、興
津自然学園】

8月3日（月曜日）
・【視察：清泉寮、山梨県立八ヶ岳自然ふれあ
いセンター、天女山、八ヶ岳林間学園、高
根クラインガルテン】

8月5日（水曜日）
・平成28年度隣接学校希望入学制度の実施
・生徒の熱中症
・文部科学省主催の日韓高校生交流事業にお
ける目黒区立児童館訪問

・中目黒保育園民営化に係る保育所整備・運
営事業者の決定

・旧第六中学校跡地活用素案にかかる説明会
の実施結果

9月8日（火曜日）
・学校屋外プール放射性物質検査の結果
・平成28年度使用目黒区立中学校教科用図書
採択結果

・平成27年度目黒区学力調査実施結果の概要
・平成27年度目黒区学力調査意識調査の概要
・平成27年度全国学力・学習状況調査結果
・平成27年度目黒区立大鳥中学校E（イング
リッシュ）キャンプ実施報告

・目黒区公立学校長職務代行者の指定
・不動児童館学童保育クラブの旧ふどう幼稚
園園舎への移転

・学童保育クラブ運営委託事業者公募の概要
・母子生活支援施設指定管理者運営評価結果
・保育所指定管理者運営評価結果
9月9日（水曜日）
・目黒区立中央町保育園における水漏れ事故
の発生

・旧第六中学校南側跡地の活用案

議会運営委員会
7月13日（月曜日）
・北京市東城区友好交流代表団の訪問概要等
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

8月4日（火曜日）
・会議規則の改正について
・検討事項について
・政務活動費収支報告書に係る議長の調査結
果について

8月20日（木曜日）
・平成27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
・請願・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27年度目黒区各会計補正予算案について
・平成27年度都区財政調整当初算定結果につ
いて

・会議規則の改正について
・検討事項について
8月27日（木曜日）
・陳情について
・一般質問の順序について
・平成27年度区政功労者表彰式の概要について
・会議規則の改正について
・検討事項について
・災害用伝言ダイヤル（171）を利用した議員
の安否情報把握訓練について

9月3日（木曜日）
・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
・決算特別委員会の正副委員長の候補者につ
いて

・平成28年度行財政運営基本方針について
・平成28年度当初予算編成日程について
・財政健全化に向けたアクションプログラム
取組結果について

・旧第六中学校南側跡地の活用案について
・目黒区長選挙の日程について
・政務活動費に係る日程について
9月7日（月曜日）
・諮問（人権擁護委員候補者の推薦）に対する
賛否について

・追加提出議案について
・陳情取り下げについて
・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年度特別区・目黒区普通会計決算に
ついて

9月29日（火曜日）
・追加提出議案について
・討論通告について
・議事日程及び進行順序について
・上目黒1丁目地区プロジェクトまちづくり
計画書について

特別委員会
目黒総合戦略等調査特別委員会
7月10日（金曜日）
・地方人口ビジョン策定にかかる調査の実施
・【視察：公園倉庫（旧目黒区公園事務所）、特
別養護老人ホーム中目黒、目黒区民セン
ター、田道ふれあい館（高齢者センター）】

8月28日（金曜日）
・【視察：みなとパーク芝浦、豊島区役所】
9月11日（金曜日）
・生活圏域整備計画の今後の方向性のまとめ

決算特別委員会
9月7日（月曜日）
・正副委員長の互選
9月14日（月曜日）から9月24日（木曜日）
（土日祝日を除く）
・議案審査

傍聴においでください傍聴においでください傍聴においでください傍聴においでください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。

平成27年第4回定例会（予定）
11月20日（金） 議会運営委員会・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） 　　〃
30日（月） 目黒総合戦略等調査特別委員会

12月  4日（金） 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　FAX 03-5722-9335


