
最近の委員会の主な議題（平成28年7月～9月）

・東京2020オリンピック・パラリンピック競
技大会開催に向けた区立体育館の改修等につ
いて（案）
・目黒シティランの進捗状況
・第四中学校跡地（Ａ用地）における特別養護
老人ホーム及び身体障害者入所施設等整備・
運営事業者の公募

9月12日（月曜日）
・議案審査
・総合庁舎内における転落死亡事故の発生
・平成28年第2回臨海部広域斎場組合議会定例
会
・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）の実施結果
・金沢市との覚書締結等
・体育施設及び区民プールの臨時休場
・平成28年8月台風9号による砧野球場、砧
サッカー場の被害状況
・東京2020オリンピック・パラリンピック競
技大会の気運醸成の取組
・第16回めぐろスポーツまつりの実施
・東山住区センター等改築実施設計（案）に関
する説明会の実施結果
・介護予防・日常生活支援総合事業
・介護保険不正利得加算金及び不正利得徴収金
の債権放棄

9月13日（火曜日）
・陳情審査
・目黒三丁目国有地に関する国からの意見照会
・第四中学校跡地活用（C用地）における障害
者グループホーム等整備・運営事業者の選定
結果

7月13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
・都市再生特別措置法に基づく都市再生推進法
人の指定
・上目黒一丁目地区プロジェクトまちづくり計
画書の変更承認
・平成28年度地籍調査事業
・平成28年度目黒のサクラ再生計画策定の取
組み
・東京都市計画緑地（南一丁目緑地）等の都市
計画変更案の縦覧結果
・碑文谷公園弁天池死体遺棄事件の区の対応
・目黒区住宅マスタープランの改定の進め方
・学芸大学駅公衆便所改修（含屋内型指定喫煙
所新設）工事

8月10日（水曜日）
・目黒区立上四児童遊園の改良工事整備計画
（案）
・耐震フェアの開催
・目黒区エコプラザの臨時開館
・大気汚染物質常時監視の速報値の公開
・補助第26号線街路築造工事に伴う旧・粗大
ごみ中継所用地の取扱い

9月12日（月曜日）
・感震ブレーカー等設置推進事業助成制度
・第33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「道路維持工事及び道路改良工事及
び交通安全施設整備工事（上目黒五丁目）」
・工事報告「道路維持工事（八雲三丁目）」
・平成28年8月22日の台風9号による被害と区
の対応

・平成28年度版めぐろの環境（環境報告書）
の発行
・平成27年度目黒区のごみ量と資源回収量
・清掃車両ラッピング広告による新たな普及啓
発の取り組み

9月13日（火曜日）
・陳情審査

7月4日（月曜日）
・【視察：田道小学校、五本木小学校、東山中
学校】

7月11日（月曜日）
・【視察：不動小学校、第七中学校、月光原小
学校】
・中町一丁目国有財産の取得等要望の取扱い
7月13日（水曜日）
・目黒区立大鳥中学校の統合による成果・課題
の検証の進め方
・目黒区立大鳥中学校Ｅ（イングリッシュ）
キャンプの実施
・目黒区立中学校イングリッシュサマースクー
ルの実施
・目黒区・目黒区教育委員会職員訪問団の北京
市東城区への訪問
・不動児童館学童保育クラブの仮移転
・平成28年度小規模保育事業の運営事業者の
募集

7月15日（金曜日）
・【視察：アソシエ柿の木坂保育園、不動児童
館・不動さつき保育園、桑の実中目黒保育
園・烏森学童保育クラブ】

8月3日（水曜日）
・平成29年度隣接学校希望入学制度の実施
・隣接学校希望入学制度見直しの必要性の検証
について（案）
・平成28年度目黒区学力調査実施結果の概要
・目黒区・目黒区教育委員会職員訪問団の北京
市東城区の訪問概要
・八雲中央図書館の臨時休館
・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
・目黒本町一丁目国有財産の取得等要望の取扱
い
・平成29年度賃貸型認可保育所整備・開設運
営事業者の募集

8月18日（木曜日）から8月19日（金曜日）
・【視察：興津自然学園、八ヶ岳林間学園】
9月12日（月曜日）
・平成28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
・目黒区立中学校イングリッシュサマースクー
ル実施報告
・中学校における特別支援教室モデル事業の進
捗状況
・就学前ガイダンスの実施
・保育所待機児童対策、学童保育クラブ超過対
応及び児童館未整備地区への対応に関する取
組の方向性
・学童保育クラブ運営委託事業者公募の概要
・子育てカフェ事業廃止に伴う補助金返還金の
債権放棄について（案）
・田道小学校内学童保育クラブでの運営事故
・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13日（火曜日）
・陳情審査

7月14日（木曜日）
・政務活動費収支報告書に係る議長の調査結果
について
・議会運営事項の検討について

8月24日（水曜日）
・平成28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28年度目黒区各会計補正予算（第1号）
案について
・平成28年度都区財政調整当初算定結果につ
いて
・議会運営事項の検討について
・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

8月31日（水曜日）
・陳情について
・会派名の変更について
・一般質問の順序について
・平成28年度区政功労者表彰式の概要につい
て
・保育所待機児童対策、学童保育クラブ超過対
応及び児童館未整備地区への対応に関する取
組の方向性について
・議会運営事項の検討について
9月7日（水曜日）
・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
・陳情について
・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29年度行財政運営基本方針について
・平成29年度当初予算編成日程について
・平成27年度特別区・目黒区普通会計決算に
ついて
・金沢市との覚書締結等について
・政務活動費に係る日程について
9月9日（金曜日）
・諮問（人権擁護委員候補者の推薦）に対する
賛否について
・議事日程及び進行順序について
・意見書案について
・非強制徴収債権の放棄に係る議会報告の方法
について
・平成26年度及び平成27年度の非強制徴収債
権の放棄について

9月27日（火曜日）
・追加提出予定議案について
・意見書（案）について
・北朝鮮の核実験に対する抗議文について
・北朝鮮政府による核実験強行に対する抗議に
ついての決議（案）について

9月30日（金曜日）
・追加提出予定議案について
・討論通告について
・議事日程及び進行順序について

9月9日（金曜日）
・正副委員長の互選
9月16日（金曜日）から9月27日（火曜日）

 （土日祝日を除く）
・議案審査

7月13日（水曜日）
・特定個人情報保護評価（全項目評価）の再実施
・契約報告（8件）
8月2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
・事故処理結果
・契約報告（6件）
・目黒区登録業者の入札参加除外措置の解除
・平成28年7月10日執行参議院議員選挙結果
9月12日（月曜日）
・議案審査
・総合庁舎内における転落死亡事故の発生
・平成29年度に向けた公の施設使用料の改定
・目黒区行革計画取組結果（平成27年度）
・平成28年度都区財政調整当初算定結果
・平成28年度「区民と区長のまちづくり懇談
会」の開催
・地域BWA無線局の免許申請に伴う協定の締
結
・平成28年度区政功労者表彰式の概要
9月13日（火曜日）
・契約報告（4件）
・目黒区登録業者の指名停止措置
・平成28年8月22日の台風9号による被害と区
の対応
・平成28年7月31日執行東京都知事選挙結果
9月14日（水曜日）
・議案審査

7月13日（水曜日）
・東山住区センター等改築実施設計（案）
・平成27年度目黒区立住区会議室指定管理者
運営評価結果
・平成27年度目黒区区民斎場指定管理者運営
評価結果
・平成27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
・平成27年度公益財団法人目黒区国際交流協
会の決算報告
・平成27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27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
・目黒区・目黒区教育委員会職員訪問団の北京
市東城区への訪問
・阿武隈リバーサイドマラソンツアー
・平成27年度目黒区立体育施設指定管理者運
営評価結果
・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
・目黒シティランの進捗状況
・看護小規模多機能型居宅介護事業所の指定
・平成28年度　敬老のつどいの開催
・「保健医療福祉計画」、「介護保険事業計
画」及び「障害者計画」の改定
・平成27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27年度目黒区立障害福祉施設指定管理
者運営評価結果

8月2日（火曜日）
・【視察：スマイルプラザ中央町、目黒区民セ
ンターカフェレストランわれもこう、田道在
宅ケア多機能センター、下目黒福祉工房、中
央体育館、看多機かえりえ大橋】

8月10日（水曜日）
・平成28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
・目黒区・目黒区教育委員会職員訪問団の北京
市東城区の訪問概要

常任委員会

企画総務委員会

特別委員会

決算特別委員会

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

＜町会・自治会の課題解決に向けて＞
（1）区内1,102基の町会･自治会掲示板
を早急にアクリル引き戸付き掲示板に
交換し、掲示板を有効活用せよ。（2）小
学校の児童に町会･自治会や住区住民会
議について学ぶ授業を設け、将来の地
域活動を担う若い世代の育成に取り組
め。
区長　（1）町会･自治会からも交換の強
い要望がある。状況を確認しながら、
なるべく早く取り換えを達成できるよ
う検討していく。
教育長　（2）地域の良さを再発見させ、
愛着と誇りを持てるようにするため、
小学校の時期から地域コミュニティ活

動の重要性を学ぶ授業の取組みについ
て検討していく。
＜安全･安心なまちづくり＞
（1）避難所運営協議会（※1）の避難所運
営活動や地域住民の安否確認に有効と
なる携帯用防災無線機の調達を助成せ
よ。（2）地域避難所に避難してくる外国
人観光客や外国人住民対策として、外
国人避難ガイドラインや会話シートを
用意し配付せよ。（3）災害時の断水長期
化や幹線道路寸断による給水車遅延を
想定した給水対策を強化せよ。
区長　（1）他の資機材についても要望が
ある。区全体として必要性を判断し、
より優先度の高いものから検討してい

く。（2）基本的な意思疎通に役立つ４カ
国語のコミュニケーションボードを地
域避難所に配置している。引き続き外
国人に対する避難対策の一層の充実に
努める。（3）道路の寸断等で給水活動が
できない場合を想定し、自助としての
水や食料の備蓄を働きかけるとともに、
初期給水対策の一層の充実を検討して
いく。
＜医療と介護の連携＞
医療と介護の連携サービスを提供する
看護小規模多機能型居宅介護事業所（※
2）の区内増設を推進し、地域の医師と
連携した運営体制を構築することで、
超高齢社会における要介護者の元気な
在宅生活復帰と生きがいづくりを支援
せよ。
区長　看護小規模多機能型居宅介護事
業所の参入促進、ニーズに合わせた看
護と介護が連携したサービスの提供な
どにより、住み慣れた自宅で安心して
日常生活を送ることができるよう、取

組みを進めていく。
＜区内産業の活性化に向けて＞
本区が取組みを開始した創業支援事業
計画（※3）に基づき、区内創業者の具体
的な課題解決を支援せよ。
区長　創業意欲やこれまでの経験の違
いなどから、個別に継続的な支援が必
要である。集団セミナーのほか創業相
談での知識･情報の提供等で創業へ結び
つけるとともに、創業後においても継
続的な支援をしていく。

まち･ひと･しごと総合戦略を
着実に進める区政へ

自由民主党目黒区議団　鈴木 まさし　議員

【用語解説】
※1　避難所運営協議会:平常時から避難所運

営･防災活動についての話し合いや運営
訓練を行うことを目的に地域避難所単位
で住民が組織した協議会。

※2　看護小規模多機能型居宅介護事業所:要
介護者を対象に、訪問看護と介護、通所
看護と介護、短期宿泊看護と介護などを
二種類以上組み合わせてサービス提供す
る事業所。

※3 創業支援事業計画:目黒区が区内創業者に
対して国の支援や補助を受けながら直接
創業支援する事業。

＜定年後の充実ライフに向けて＞
（1）社会貢献が展開される町会活動に、
参加のきっかけを与えられる定年を迎
えたかたへの働きかけ（コミュニティ活
動へのお誘い）について伺う。（2）めぐ
ろシニアいきいきポイント事業は、登
録者同士での懇談でさらなる発展がで
きるのではないか。（3）シルバー人材セ

ンターの仕事量が少ないと聴いている。
将来の仕事の需給バランスについて伺
う。
区長　（1）地域活動に参加するきっかけ
となるよう、｢地域デビュー講座｣を実施
しているほか様々な支援を行っている。
人材発掘は重要な課題であり、区とし
ても町会等からの話には真摯に対応し

ていく。（2）すでに実施しているステッ
プアップ研修･応急救護講習など、今後
ともさらに充実し事業の発展的展開に
努める。 （3）社会情勢の変化等で生まれ
てくる新たな仕事の需要を捉え、仕事
の発注拡大について引き続き検討して
いく。
＜区有施設見直しに伴う解決すべき問題の提起＞
（1）地域包括システムの住まいと生活支
援が一体化した取組みを試行された自
治体がある。23区の中でも平均家賃の
高い本区では、特有の弱点を補えられ
ると考えるが、所見を伺う。（2）不燃化
10年プロジェクトの沿道整備では、区
の立場で住民にアドバイスを与えられ

る相談体制を築くほか、住まいに本当
に困っているかたには、区有施設見直
し等に伴う代替住宅の検討をすべきだ
が、所見を伺う。
区長　（1）今後住宅セーフティネットの
あり方を検討する際には、国の動向を
見据えながら、地域包括システムの住
まいと生活支援が一体化した事業の考
え方も参考にしたいと考えている。（2）
今年度、街区別に勉強会･相談会を予定
しており、相談しやすい窓口体制も検
討する。区有施設見直しの取組みの中
で生じた土地等については、区有施設
見直し方針に基づき、状況に応じた有
効活用の検討を行っていく。

超高齢社会等を見据えた
街づくりへの課題解決に向けて

公明党目黒区議団　関 けんいち　議員

平成28年第4回定例会の予定

＜問い合わせ＞
区議会事務局庶務係
☎03-5722-9413　FAX 03-5722-9335

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、総合庁舎本館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。
　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。

１１月２２日（火）
２４日（木）
２５日（金）
２８日（月）
２９日（火）

１２月 ６日（火）

議会運営委員会・本会議（一般質問）
本会議（一般質問）
議会運営委員会・本会議（議案付託）
常任委員会
　　〃
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。

＜Wi-Fi整備で商店街振興を！＞
（1）国は無料Wi-Fi（※1）の整備促進と
利用手続簡素化を加速しているが、こ
れを踏まえた区の整備状況を伺う。（2）
東京オリンピック･パラリンピックに向
けて、官民連携を含めWi-Fiの整備をど
のように進めていくつもりか伺う。（3）
東京オリンピック･パラリンピックまで
に１つでも多くの商店街にWi-Fi環境を
整備し、大会後も着実に整備を推進す

べきであるが、区の見解を伺う。
区長　（1）本区においては、携帯電話会
社によるWi-Fiスポットサービスのほ
か、カフェなどの店舗における公衆無
線LANサービスの展開にとどまってい
る。（2）効果的なWi-Fi環境の整備につ
いて、東京2020オリンピック･パラリン
ピック競技大会目黒区推進本部におい
て検討していく。（3）ニーズにあった情
報の提供やコンテンツの充実が、商店

街を含む地域全体の活性化等につなが
るため、その基盤としてのWi-Fi環境の
整備と活用は、東京オリンピック･パラ
リンピック以降も課題であると考えて
いる。
＜障害者スポーツ環境整備の促進を＞
（1）｢パラリンピックの成功なくして、
オリンピックの成功なし」。区としての
東京パラリンピックへの支援について
伺う。（2）区立スポーツ施設のバリアフ
リー化は、障害のある方々が生き生き
とスポーツをするために必要不可欠で
あるため、今後いかなる状況変化があっ
たとしても、確実に、着実に、進めて
いくべきであるが、区の見解を伺う。
区長　（1）東京オリンピック･パラリン
ピック競技大会組織委員会では、オリ

ンピックの公式練習会場はパラリン
ピックでも使用する考えである。パラ
リンピック競技の練習会場についても、
オリンピックと同様に誘致を進める。

（2） 区立体育施設のバリアフリー化は、
ノーマライゼーション（※2）の考え方を
社会に広げていく契機と捉え、区の財
政状況を考慮しながら着実に整備がで
きるよう努めていく。

Wi-Fiの整備促進と
東京パラリンピックへの支援

自由民主党目黒区議団　小林 かなこ　議員

【用語解説】
※1　Wi-Fi:パソコン、スマートフォンなどを

無線でインターネットに接続するための
電波中継機。

※2　ノーマライゼーション:障害者や高齢者
がほかの人々と等しく生きる社会･福祉
環境の整備、実現を目指す考え方。
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