
ふるさと目黒への区長の
｢やります！｣の本気度を問う！

自由民主党目黒区議団　宮澤 宏行　議員

全ての人が安心安全に
暮らせる目黒を目指せ！！

公明党目黒区議団　佐藤 ゆたか　議員

確実に子どものいのちを守り
育てる目黒に！

自由民主党目黒区議団　河野 陽子　議員

＜児童相談所設置＞
23区に児童相談所の設置が可能となっ
た。｢子どもの目線に立ち、子どもを守る｣
ため、子育て支援の包括的体制の再構築

の上に、その設置を進めるべきであるが、
考えを伺う。
区長　区としては設置を目指していくが、専
門職の確保、施設整備、経費の精査と裏づ

け及び都との協議など解決すべき課題が
多いため、設置時期は今後の状況を見た
上で判断する。
＜保育所等の設置誘導施策を進めよ＞
行き詰りつつある保育所等整備を｢まち
づくり｣や｢都市整備｣の観点で捉え、施設
設置を誘導する制度や規制の見直しを検
討すべきと考えるが、いかがか。
区長　大規模集合住宅の建築に対し要綱
で協力を求めているが、法的根拠がなく保
育所整備に至っていない。誘導策とともに、

助成制度の創設等についての国･都への要
望等、様々な角度から方策を検討していく。
＜放置自転車禁止区域見直し＞
周辺のまちづくりの変化に応じ、放置自転
車禁止区域の見直しが必要と考えるが、
区の所見を伺う。
区長　駅周辺の環境も変化し、一部商店
街などから放置禁止区域見直しの要望を
いただいている。今年度から順次、関係機
関等と見直しの協議をし、安全で快適な生
活環境の維持･向上を図っていく。

◆審議した議案の結果と各会派の賛否 （○：賛成、×：反対、退：退席）

 ●「選挙管理委員等の報酬」に関する陳情
●町会・自治会を活性化させるための施策に関する陳情
●雇用環境の整備に関する意見書の提出を求める陳情
●国に対して、障害者総合支援法を骨格提言に沿って、法の改定・
充実を求める意見書提出に関する陳情

●目黒区東山１丁目１９のケヤキの大木と周辺住民の安全を守るため
の陳情書

●東山１丁目の環境と通行の安全を守るための陳情書
●「シルバーアトリエ」の存続に関する陳情書
●別居・離婚後の親子の断絶を防止する公的支援を求める陳情

●別居・離婚後の親子の断絶を防止する法整備を求める陳情
●保育園の増設と定員拡大を緊急に求める陳情

◆継続審査とした陳情

会派略称　自民＝自由民主党目黒区議団　公明＝公明党目黒区議団　共産＝日本共産党目黒区議団　民進＝民進党目黒区議団　維無＝維新の会･無所属目黒区議団　未7＝未来倶楽部77  無＝無会派

目黒区特定個人情報の保護に関する条例の一部を改
正する条例

目黒区個人番号の利用に関する条例の一部を改正する
条例の一部を改正する条例

目黒区行政委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する
条例の一部を改正する条例

目黒区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及
び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例

目黒区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人
員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サー
ビスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関
する基準に関する条例の一部を改正する条例

目黒区教育・保育に係る利用者負担額等を定める条例
の一部を改正する条例

目黒区立在宅ケア多機能センターの指定管理者の指定について
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の
一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関
する条例

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律が施行されることに伴
い、関係条例の規定の整備を行うもの。

区立在宅ケア多機能センターの指定管理者に社会福祉法人目黒区社会福祉事業団を指定する。

子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令の施行に伴い、低所得のひとり親等世帯に係る特
定教育・保育等の利用に係る利用者負担額を減額するとともに、特定被監護者等が２人以上ある低所
得世帯に係る特定教育・保育等の利用に係る利用者負担額の軽減措置を講じ、併せて規定の整備を
行うもの。

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令等により指定
地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービス
に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準が改正されたことに伴い、規定の整備を行う
もの。

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令等により指定地
域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準が改正されたことに伴い、指定地域密着型
通所介護の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定めるとともに、規定の整備を行うもの。

職責を果たすことができないと認められる場合における報酬の支給に係る規定を設けるもの。

情報提供ネットワークシステムの運用が開始されることに伴い、情報提供等記録を訂正した場合の通知
に係る規定を設けるとともに、規定の整備を行うもの。

自民
13人

公明
6人

共産
5人

民進
3人

維無
3人

未7
3人
無（50音順） 議決

結果1人 1人 1人議　　案　　名 概　　　　要

区長提出議案

議員提出議案

個人番号を利用することができる事務を追加するもの。

緊急時において、会議時間の変更を議長が行うことができることとするため、規定の整備を行うもの。目黒区議会会議規則の一部を改正する規則 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

× × 退 × × 退 × × ○ 不採択

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

○ ○ × ○ ○ × ○ ○ ○ 可決

○ ○ × ○ ○ × ○ ○ ○ 可決

◆陳情の審議結果と各会派の賛否

軽度外傷性脳損傷・脳しんとうの周知と予防、その危険性や予後の相談の出来る窓口などの設置を求める陳情

件　　　　　　名 自民
13人

公明
6人

共産
5人

民進
3人

維無
3人

未7
3人
無（50音順） 議決

結果1人 1人 1人

最近の委員会の主な議題（平成28年4月～6月）
6月7日（火曜日）
・「めぐろ多文化共生推進指針」（仮称）策定
の考え方等
・目黒区スポーツ表彰
・目黒区立体育施設の臨時開場及び臨時休館
・地域密着型通所介護に関する基準の設定
・介護老人福祉施設入所者等に対する補足給付
の見直しについて（平成28年8月施行分）
・第四中学校跡地（C用地）における障害者グ
ループホーム等整備・運営事業者の公募
・指定期間満了に伴う区立目黒本町福祉工房の
指定管理者の選定
・区立下目黒福祉工房の指定管理者制度導入及
び給食設備等の整備
6月22日（水曜日）
・議案審査
・第53回目黒区商工まつり（目黒リバーサイ
ドフェスティバル2016）の開催
・めぐろパーシモンホール小ホールの臨時休館
・目黒シティランの進捗状況
・平成27年度目黒区保健福祉サービス苦情調
整委員運用状況報告
6月23日（木曜日）
・陳情審査

4月8日（金曜日）
・視察【祐天寺駅南高架下駐輪場】
・東京における都市計画道路の整備方針（第四
次事業化計画）の策定
・補助26号線沿道（中央町二丁目・鷹番二丁
目の一部）の高度地区の都市計画変更案
・風営法の改正に伴う地区計画の一部変更案
・目黒区交通安全計画改定案
・「緑確保の総合的な方針」の確保地の追加と時
点修正
・東京都市計画緑地（南一丁目緑地）の都市計
画変更原案
・上四児童遊園改良に向けた取り組み
・平成28年度耐震化促進事業
・平成28年度家賃助成の実施
・目黒区エコプラザの臨時開館
5月11日（水曜日）
・補助26号線沿道（中央町二丁目・鷹番二丁
目の一部）の高度地区の都市計画変更案の縦
覧結果
・風営法の改正に伴う地区計画の一部変更案の縦
覧結果
・平成28年春目黒川沿いの桜開花期間におけ
る取組結果
・工事報告「道路維持工事及び道路改良工事
（柿の木坂三丁目）」
・工事報告「道路維持工事（上目黒四丁目）」
・工事報告「道路維持工事及び交通安全施設整
備工事（下目黒二丁目）」
・工事報告「目黒・恵比寿間大丸こ線人道橋耐
震補強その他工事（三田一丁目）」
・工事報告「河川維持工事（目黒川河床整正及
び浚渫）(目黒二丁目）」
・旧目黒区公園事務所跡地における保育所整備
・公営住宅のエレベーター設置に係る今後の予定
・平成28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事業の実施
5月23日（月曜日）
・正副委員長の互選
6月7日（火曜日）
・目黒区一般廃棄物処理基本計画に基づく新た
な普及啓発の取組
・目黒区分別収集計画（第8期）
・風営法改正に伴う地区計画建築制限条例及び
特別工業地区建築制限条例の改正の考え方
・目黒区サービス付き高齢者向け住宅の事業者
募集
・目黒区空き家等実態調査の実施
6月22日（水曜日）
・議案審査
・平成28年度不燃化特区の助成事業等
・工事報告「小型街路灯取替工事（南部地区）
及び大型街路灯整備工事」

・工事報告「小型街路灯取替工事（北部地
区）」
・東京都市計画緑地（南一丁目緑地）等の都市
計画変更案
6月23日（木曜日）
・陳情審査

4月8日（金曜日）
・平成28年度通学路における防犯カメラの設
置校について（案）
・平成28年度自然宿泊体験教室及び学校独自
宿泊事業の実施
・平成28年度学校評議員の委嘱
・目黒区立学校における「組み体操」の取り組
み方針について（案）
・教職員の服務事故
・平成28･29年度青少年委員の委嘱
・子ども教室実施小学校区の拡大
・角田市との民間交流事業への支援について
（案）
・平成28年度学童保育クラブ入所状況
・病後児保育施設の整備・運営事業者の募集
・旧第六中学校跡地活用による認可保育所整
備・運営事業者の決定
・第四中学校跡地活用計画案
5月11日（水曜日）
・旧目黒区公園事務所跡地における保育所整備
・第四中学校跡地（B用地）における認可保育
所整備・運営事業者の公募
・平成28年度賃貸物件による認可保育所開設
事業者公募による選定結果
・目黒区立中学校生徒に対する防災用ヘルメット
の貸与
・学校校務LANシステムにおけるウイルス感染
事故
・平成28年度オリンピック・パラリンピック
教育
・小・中学校における体罰等の実態把握調査の
結果
・平成27年度学校評価における四者による学
校評価アンケートの実施結果
・めぐろ歴史資料館の臨時休館
・ひとり親家庭学習支援事業の実施
・平成27年度子どもの権利擁護委員制度の実
施状況
・平成27年度子ども家庭支援センターにおけ
る要保護児童相談
5月20日（金曜日）
・保育所等入所待機児童数
・目黒区総合庁舎未舗装駐車場に係る認可保育
所整備・運営事業者の決定
5月23日（月曜日）
・正副委員長の互選
6月7日（火曜日）
・目黒区いじめ防止対策推進条例（仮称）制定
に向けた進め方
・「めぐろ学校教育プラン」改定の進め方
・平成28年度児童生徒数・学級数
・平成27年度目黒区立学校卒業生の進路状況
・子ども・子育て支援新制度実施に伴う私立幼
稚園の利用者負担額の改定
・要保護世帯等に係る保育料の軽減措置
・児童相談所設置に関する児童福祉法等の一部
改正
・私立認可保育所（野のゆり保育園）の開設
6月22日（水曜日）
・議案審査
・平成27年度目黒区立学校におけるいじめの
状況
・平成27年度目黒区立学校における不登校の
状況
・教育支援委員会の設置及び就学前ガイダンス
事業の考え方について（案）
・目黒区社会教育委員の会議の答申
・平成27年度放課後フリークラブの実施結果
・目黒区立上目黒小学校内認可保育所整備・運
営事業者の決定
6月23日（木曜日）
・陳情審査

4月6日（水曜日）
・会派名の変更について
・会派の変更等について
・役職等について
・会派控室の変更について
・定例会提出予定である議案説明資料のHP公
開について
4月18日（月曜日）
・会派略称の変更について
・区議会映像インターネット配信の拡大につい
て
5月16日（月曜日）
・平成28年第1回目黒区議会臨時会の招集請求に
ついて
・議事日程について
・役職割当について（平成28年5月～平成29
年5月）
・事務引継ぎの実施について
・議長会の要望活動について
・熊本地震における熊本県に対する見舞金等に
ついて
・議会運営事項検討会について
5月23日（月曜日）
・役職について
・区長提出予定議案について
・議事日程及び進行順序について
・副議長選挙の進行順序について
・常任委員会・議会運営委員会の継続調査事項
（案）について
・委員会室等について
・議会運営事項検討会について
6月3日（金曜日）
・平成28年第2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27年度各会計決算総括（速報値）につ
いて
・議長会の要望活動について
・会議規則の改正について
6月10日（金曜日）
・陳情について
・一般質問の順序について
・議長会の要望活動について
・議会運営事項検討会について
6月17日（金曜日）
・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
・会議規則の改正について
・議長会の要望活動について
6月21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
6月30日（木曜日）
・議事日程及び進行順序について
・東京2020オリンピック・パラリンピック競
技大会に向けての目黒区の取組体制について
・碑文谷公園弁天池死体遺棄事件の区の対応に
ついて
・平成28年度区議会事務局補正1号予算要求
（案）について

4月13日（水曜日）
・施設データ集
5月13日（金曜日）
・平成27年度構造体耐久性調査・評価の結果

4月8日（金曜日）
・平成28年度職員数
・職員の退職及び定期人事異動
・第四中学校跡地活用計画案
・目黒区登録業者の指名停止措置
・平成28年度目黒区防災訓練等の計画
5月11日（水曜日）
・熊本地震に伴う被災地支援の概要
・「区政の透明性向上のための3つの制度」の
運用状況の公表
・訴訟事件の報告
・ワーク・ライフ・バランス推進企業等支援事業
の実施
・「平成28年2月から適用する公共工事設計労
務単価」の適用に伴う特例措置及びインフレ
スライド条項の実施状況
・契約報告（8件）
・平成28年4月17日執行目黒区長選挙結果
・平成28年執行参議院議員選挙執行計画（概
要）
5月23日（月曜日）
・正副委員長の互選
6月7日（火曜日）
・個人番号（マイナンバー）を独自利用する事
務の追加
・区におけるコミュニティ施策の検討の進め方
・平成27年度　情報公開・個人情報保護制度
の実施状況
・平成27年度各会計決算総括（速報値）
6月22日（水曜日）
・議案審査
・区有施設見直し計画の策定に向けた今後の進
め方
・平成28年度平和記念事業の実施
6月23日（木曜日）
・陳情審査
・訴訟事件の報告
・契約報告（3件）
・平成28年7月31日執行東京都知事選挙執行
計画（概要）

4月8日（金曜日）
・平成28年度まちづくり活動助成審査結果
・年金生活者等支援臨時福祉給付金等の実施
・平成28年度における創業支援の取り組み
・平成28年度公益財団法人目黒区芸術文化振
興財団の事業計画等
・平成28年度公益財団法人目黒区国際交流協
会の事業計画等
・平成28年度「第40回目黒区民まつり」及び
「第40回目黒区民作品展」の日程
・東日本大震災復興支援事業の実施結果
・平成28･29年度目黒区スポーツ推進委員の委嘱
・スポーツ情報紙「めぐろスポーツニュース」
の発行
・旧第六中学校南側跡地活用における特別養護
老人ホーム等整備・運営事業者の選定結果
・第四中学校跡地活用計画案
・高齢福祉サービスの充実
・在宅療養の推進及び認知症支援の新たな取り
組み
・目黒区における障害を理由とする差別の解消
の推進に関する対応要領（案）
・目黒区民センターレストラン事業等を実施す
る障害者就労支援事業者の選定結果
5月11日（水曜日）
・目黒区区民斎場の臨時休館
・区民プールの臨時休場
・めぐろ10キロメートルマラソン（仮称）の
名称決定及び大会ロゴマークの公募等
・食中毒の発生に伴う不利益処分
・高齢者の熱中症対策事業の実施
5月23日（月曜日）
・正副委員長の互選

常任委員会
企画総務委員会

特別委員会
目黒総合戦略等調査特別委員会（平成28年5月23日まで）

生活福祉委員会

文教・子ども委員会

都市環境委員会

議会運営委員会

【用語解説】
※1 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。

※2 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。

＜目黒区内の耐震化＞
熊本地震では、庁舎が倒壊等で使用困難
となったり、車中生活やテント生活から自
宅に戻った後に本震による倒壊に巻き込ま
れたりした。（1）耐震化済みの区有施設
も、今一度総点検が必要ではないか。（2）
体育館等の窓ガラスの破損から身を守る
必要があると考えるが、いかがか。（3）建

物の耐震補強より、主寝室等の構造部材を
耐震補強する方が有効ではないか。
区長　（1）熊本地震を踏まえた新たな観点
からの施設点検は、今後の国の検証や対
応を踏まえ検討する。（2）窓ガラスは被災防
止フィルムを張ることが一般的で、総合庁舎
で実施した。窓ガラスを含む非構造部材の
対策は、危険性等を整理し、今後検討する。

（3）建物の一部補強で全体の耐震性能が
低下する恐れがある。現時点では耐震シェ
ルターや防災ベッドの普及を進めていく。
＜健康寿命延伸＞
生活習慣の改善を進めメタボ（※1）とロ
コモ（※2）を減らすことが、健康寿命を延
伸に導く重要なポイントである。（1）若い
世代が健康寿命延伸を図るための施策を
考えているか。（2）メタボ･ロコモから認
知症へと進むリスクが高くなるので、両対
策を並行して取り組む必要がある。若い
世代への啓発について伺う。
区長　（1）区民が健康づくりの大切さを理
解し、一人ひとりが主体的に取り組めるよう、
若い世代から健康づくりに関わる施策に

しっかり取り組む。（2）メタボ･ロコモ対策の
ポイントとなる栄養と運動について、関係所
管が連携し普及啓発に取り組む。今後は、
｢健康めぐろ21実践ガイド｣を保育園･小中
学校などの若い保護者に配布する。

＜小1の壁への取組みは十分か＞
子どもは日々成長する。保育園の次は同数
の学童保育への需要があるが、今年は今ま
で以上に入所が厳しいという声がある。小
1の壁を放置するのか。
区長　学童保育クラブの超過対応として、
計画的な施設拡充策を早急に策定する。
国公有地活用のほか区有施設の転用や複
合化を含め、全庁的に整備の可能性につ

いて調査、検討を行っていく。
＜東根児童館と八雲学童保育クラブの将来像は＞
22住区中２番目に多い児童を抱える東根
住区には児童館がない。３年前にも質問
したが、東根住区センターの職員住宅を
転用できないか。八雲学童保育クラブは
既存施設拡充が難しいと聞くが、放置す
るのか。
区長　児童館の設置状況は地域格差があ

り、南部･西部地区での整備が課題である。
需要実態に合わせた適正配置、拡充整備
を子ども総合計画に掲げるとともに、区有施
設見直し方針である施設の集約化、多機
能化、複合化の手法により、施設の有効活
用による拡充整備を具体化していく。
＜四中跡地にリハビリ施設は不要か＞
第四中学校跡地活用で、身体障害者リハ
ビリ施設は必要性･緊急性等から採用さ
れなかった。今後の介護基盤整備に当た
り、リハビリなどに十分配慮し、医療と介
護の密接な連携を実現させるような公募
のあり方を再考するべきではないか。
区長　身体障害者施設としてのリハビリセ
ンターは、第四中学校跡地活用計画に入っ
ていないが、特別養護老人ホームに設置す

る地域交流スペースでの機能訓練は可能と
考えている。今後の介護基盤整備に当たっ
ては、医療と介護の切れ目のない密接な連
携に向け取り組んでいく。また、医療と介護
の連携という視点で提案できる選定基準に
ついても研究していく必要があると考える。
＜2025年問題に対処できる介護基盤
整備は十分か＞
団塊の世代が75歳を迎える2025年に
向け、医療と介護の密接な連携をどのよ
うに実現させていくのか。
区長　保健医療福祉計画改定に向けた検
討の中で、国の制度改正の動向を注視しな
がら、将来を見据えた目黒区における医療と
介護の連携のための効果的な方策を検討
していく。

（4）平成28年7月30日 第246号め ぐ ろ 区 議 会 だ よ り （5）平成28年7月30日第246号 め ぐ ろ 区 議 会 だ よ り


