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最近の委員会の主な議題（平成29年７月〜９月）

常任委員会
企画総務委員会
7月12日（水曜日）
・番号（マイナンバー）制度に係る他自治体等との
情報連携の試行運用

・目黒区公契約条例（仮称）骨子案（基本的考え方）案
・契約報告（8件）
・衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定
8月2日（水曜日）
・訴訟事件の報告
・特定個人情報保護評価（全項目評価）の再実施
・第45回目黒区世論調査単純集計結果
・契約報告（7件）
・平成29年7月2日執行東京都議会議員選挙（目黒
区選挙区）結果

9月12日（火曜日）
・議案審査
・東京医療保健大学との基本協定締結
・寄付金受入れの拡充に向けた取組（案）
・平成29年度都区財政調整当初算定結果
・平成29年度「区民と区長のまちづくり懇談会」
の開催

・平成29年度区政功労者表彰式の概要
・目黒区校長交際費支出損害賠償請求事件の発生
・契約報告（5件）
・平成29年8月19日の大雨による被害と区の対応
9月13日（水曜日）
・陳情審査
9月14日（木曜日）
・議案審査
9月29日（金曜日）
・議案審査
生活福祉委員会
7月12日（水曜日）
・平成28年度目黒区立住区会議室指定管理者運
営評価結果

・平成28年度目黒区区民斎場指定管理者運営評
価結果

・平成28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

・産業競争力強化法に基づく創業支援事業計画の
変更

・平成28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28年度公益財団法人目黒区国際交流協会
の決算報告

・平成28年度公益財団法人目黒区芸術文化振興
財団の決算報告

・英文情報紙の発行
・平成28年度目黒区立体育施設指定管理者運営
評価結果

・平成28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

・目黒区保健医療福祉計画、介護保険事業計画及
び障害者計画改定にかかる目黒区地域福祉審議
会の答申「中間のまとめ」

・介護保険制度改正について（平成29年8月施行
分高額介護（予防）サービス費関係）

・若年性認知症フォーラムの開催
・平成28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28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（水曜日）
・平成29年第2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

・目黒区三田地区店舗施設における滞納者への対応
・目黒区スポーツ振興基金（仮称）の創設
・目黒区立駒場庭球場・ゲートボール場臨時休場
・目黒区立東山住区センターの移転
・発達障害支援拠点開設に向けた今後の進め方
・食中毒の発生に伴う不利益処分
・平成29年度地域密着型サービス等整備事業者
の募集期間延長等

・平成29年度敬老のつどいの開催

8月3日（木曜日）
・【視察：碑文谷保健センター、下目黒福祉工房、
目黒区民センター（中小企業センター・勤労福
祉会館）、ひがしやまホーム（特別養護老人ホー
ム東山・東山在宅ケア多機能センター）】

9月12日（火曜日）
・議案審査
・平成29年第2回臨海部広域斎場組合議会定例会
における議決結果

・三田地区店舗施設の見直し案
・第54回目黒区商工まつり（目黒リバーサイド
フェスティバル2017）の実施結果

・目黒区・東城区・中浪区との三区間スポーツ交
流事業及び日中友好交流都市中学生卓球交歓大
会の事業実施報告

・金沢市との友好都市提携
・五本木小学校屋内プールの臨時休場
・第17回めぐろスポーツまつりの実施
・行政サービス窓口跡活用の方向性（案）
・食中毒の発生に伴う不利益処分
9月13日（水曜日）
・陳情審査
都市環境委員会
7月12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
・区営住宅等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

・目黒区立自転車等駐車場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29年度感震ブレーカー等設置推進事業
・平成29年度地籍調査事業
・工事報告（2件）
・目黒区立田切公園改良工事整備計画（案）
・目黒区立東山児童遊園改良工事整備計画（案）
・平成29年度「目黒川サクラ再生実行計画」の取
り組み

8月2日（水曜日）
・東京都市計画生産緑地地区（八雲三丁目）の変更
の取扱い

・目黒区耐震フェアーの開催
・目黒区エコプラザの臨時開館
9月12日（火曜日）
・議案審査
・区営住宅の入居者募集
・「東京における都市計画道路の在り方に関する
基本方針（仮称）」の検討

・中目黒駅周辺地区整備計画改定に向けた進め方等
・第34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（2件）
9月13日（水曜日）
・平成29年8月19日の大雨による被害と区の対応
・平成29年度版めぐろの環境（環境報告書）の発行
・平成28年度目黒区のごみ量と資源回収量
文教・子ども委員会
7月3日（月曜日）
・【視察：烏森小学校、大岡山小学校、第八中学校】
7月5日（水曜日）
・【視察：モニカ都立大園、アスク上目黒保育園、
中目黒どろんこ保育園、不動児童館学童保育ク
ラブ、区民センター児童館学童保育クラブ】

7月10日（月曜日）
・【視察：向原小学校、第十一中学校、緑ヶ丘小
学校（みどりがおかこども園）、中根小学校】

7月12日（水曜日）
・いじめの防止等のための組織の設置及び構成
・平町一丁目児童館・学童保育クラブ（仮称）運
営委託事業者の公募

7月13日（木曜日）
・【視察：興津自然学園】
8月2日（水曜日）
・平成30年度隣接学校希望入学制度の実施

・目黒区学校教育施設整備基金（仮称）の創設
・目黒区子ども・子育て応援基金（仮称）の創設
・平成29年度目黒区立学校におけるオリンピッ
ク・パラリンピック教育

・学童保育事業利用者の延長保育料の設定につい
て（案）

・八雲地区学童保育クラブ（仮称）の運営委託事
業者の再公募

・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

・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

8月7日（月曜日）

・【視察：八ヶ岳林間学園】
9月12日（火曜日）

・議案審査
・【視察：烏森住区センター児童館第二学童保育
クラブ（予定地）、平町児童館及び学童保育ク
ラブ（予定地）】

・隣接学校希望入学制度に関するアンケートの実
施について（案）

・目黒区立八ヶ岳林間学園の臨時休園
・平成30年度使用目黒区立小学校教科用図書（道
徳）採択結果

・平成29年度目黒区学力調査実施結果
・平成29年度全国学力・学習状況調査結果
・目黒区立中学校における夏季休業中の英語教育
事業実施報告

・目黒区・東城区・中浪区との三区間スポーツ交
流事業及び日中友好交流都市中学生卓球交歓大
会の事業実施報告

・めぐろ区民キャンパスプラザ部分の天井非構造
部材落下防止対策工事の延期

9月13日（水曜日）

・陳情審査
・不動児童館・不動児童館学童保育クラブの運営
委託事業者の公募

・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
・保育施設の利用調整（選考）基準の変更
・新たな保育所待機児童対策の取組方針
・（仮称）なかめぐろさくらさくほいくえん開設提
案の取下げに伴う採択の取消し

・上目黒保育園民営化及び学童保育クラブ新設に
伴う児童福祉施設整備・運営事業者の公募に係
る選定結果

議会運営委員会
7月12日（水曜日）

・目黒区スポーツ振興基金（仮称）の創設について
・目黒区子ども・子育て応援基金（仮称）の創設に
ついて

・目黒区学校教育施設整備基金（仮称）の創設について
・政務活動費収支報告書に係る議長の調査結果に
ついて

・地方自治法等の一部を改正する法律案の概要
8月24日（木曜日）

・平成29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
・会派所属議員の異動について
・平成29年度目黒区各会計補正予算（第1号）案に
ついて

・平成29年度都区財政調整当初算定結果について
・目黒区・東城区・中浪区との三区間スポーツ交
流事業及び日中友好交流都市中学生卓球交歓大
会の事業実施報告について

・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（木曜日）
・陳情について
・一般質問の順序について
・東京医療保健大学との基本協定締結について
・平成29年度区政功労者表彰式の概要について
・平成29年度及び30年度の議会運営委員会の構
成と会派割り当てについて

・特別委員会の構成と会派割り当てについて
・付属機関等委員の割り当てについて
・会派控え室について
・区議会だよりの2人会派の表記の順番について
9月7日（木曜日）
・議事日程及び進行順序について
・委員会開催予定について
・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
・議会運営委員会委員及び特別委員会委員の候補
者について

・平成30年度行財政運営基本方針について
・寄付金受入れの拡充に向けた取組（案）について
・平成30年度当初予算編成日程について
・平成28年度特別区・目黒区普通会計決算について
・三田地区店舗施設の見直し案について
・新たな保育所待機児童対策の取組方針について
・北朝鮮の弾道ミサイル発射及び核実験に対する
抗議文について

・政務活動費に係る日程について
9月8日（金曜日）
・意見書案について
9月11日（月曜日）
・追加提出議案について
・諮問（人権擁護委員候補者の推薦）に対する賛否
について

・議事日程及び進行順序について
・意見書案について
・金沢市との友好都市提携について
・陳情審査
9月25日（月曜日）
・追加提出予定議案について
9月26日（火曜日）
・会派の変更について
9月29日（金曜日）
・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
・目黒区実施計画改定素案について
・目黒区財政計画（平成30年度～ 34年度）（素案）
について

・目黒区行革計画改定素案について
・目黒区財政白書2017（案）について
・追加提出予定議案について
・議事日程及び進行順序について（追加１）
・平成29年度目黒区一般会計補正予算（第2号）案
について

・議事日程及び進行順序について（追加２）

特別委員会
目黒区総合戦略等調査特別委員会
7月14日（金曜日）
・東京2020オリンピック・パラリンピック競技
大会開催に向けた気運醸成事業の取組予定

8月23日（水曜日）
・【視察：地域の居場所「こまじいのうち」（文京区
にある地域交流施設）、新宿区役所】

9月15日（金曜日）
・第2回目黒シティラン～健康マラソン大会～の
進捗状況

・東京2020オリンピック・パラリンピック競技
大会公式練習会場

決算特別委員会
9月11日（月曜日）
・正副委員長の互選
9月19日（火曜日）から9月26日（火曜日）（土日を除く）
・議案審査

38ヶ所の地域避難所うち、避難所運営
協議会が未設置な地域避難所12ヶ所
ある。地域避難所は、避難生活や災害ト
イレ・給水・支援物資の配給拠点となる
が、避難所運営協議会が未設置な地域
避難所の運営に支障がないのか問う。
区長 避難所運営協議会未設置の避難
所についても訓練を実施しており、組
織的な運営ができるまでは時間はかか

るが、一定レベルの避難所運営は可能
と考える。できるだけ早い時期に全住
区エリアで避難所運営協議会を設置で
きるよう、引き続き働きかけていく。
応急給水栓が地域避難所に新たに設置
されたことについて。（1）今後のスタ
ンドパイプを使用した地域避難所訓
練をどのように行っていくのか問う。

（2）地域避難所にスタンドパイプの資

機材が２セットとなるが、どのように
活用していくか問う。
区長 （1）応急給水栓の整備が完了した
地域避難所では、取り扱い訓練の実施
を働きかけるとともに、区も可能な限
り応急給水栓を活用した訓練の実施を
図る。（2）給水以外に使用した場合の衛
生管理に留意しながら、効果的な活用
方法を検討していく。
自治体条例を制定する事でマイナンバ
ーを防災に利用する事ができる。例え
ば連絡のつかない家族を探しに避難所
を回ることがなくなり、救援物資も的
確に配布できる。防災においてマイナ
ンバーの活用が必要と考えるが、所見
を伺う。
区長 地域避難所でマイナンバーを適

正に利用するには、管理運営方法や環
境整備を検討する必要がある。今後マ
イナンバーカードの普及状況や他の
自治体の動向、費用対効果など観点
から、マイナンバーの利用について調
査・研究していく。
平成20年２月に決定した減災目標は、
住宅倒壊や火災による死者半減、避難
者の３割減、外出者の早期帰宅となっ
ている。現状の進捗を伺う。
区長 平成24年４月に都が新たな被害
想定に基づく減災目標を設定したた
め、地域防災計画で定めた減災目標の
進捗を把握することは困難となってい
る。

目黒区は防災対策の課題改
善に努めよ

公明党目黒区議団　武藤 まさひろ　議員

＜障がい者、外国人、ペットの避難所生
活用手引きを作成し、災害に備えよ＞
環境省は災害時におけるペット同行避
難を推進している。目黒区には総人口
の３％にあたる8,250人の外国人住民
が生活している。住区センター（※１）
は地域避難所で集団生活が困難な要配
慮者の補完避難所に指定されている。
いずれも専門的な対応が必要となるた
め、避難所運営手引きの障がい者編、外
国人編、ペット編を作成せよ。
区長 避難所における要配慮者やペッ
ト等の対応に役立つ専門的な知識や資
料などを避難所運営協議会に適切に情
報提供していくことは重要な課題であ
る。課題別の避難所運営マニュアルの
作成については、様々な課題別の専門
的なマニュアルを個別に作成するか、
現行の避難所運営マニュアルのひな型

の中に課題別のポイントなどを簡潔に
盛り込むことが望ましいのか、今後各
地域の避難所運営協議会のご意見やご
要望などを踏まえて検討していく。
＜待機児童の９割以上が２歳時以下の
現状において、保育ママ事業の認知度
を高めよ＞
増え続ける保育需要に対し、保育所整
備が追いつかない現状、多様な待機児
童対策が必要になる。そのひとつと
なる家庭的保育事業【保育ママ事業】 

（※２）は、区民への認知度が低いこと
が重要課題である。保育ママ事業の待
機児童対策、子育て支援対策における
役割を明確にし、認知度を高める取り
組みを強化せよ。
区長 家庭福祉員制度は認可保育園の
補完的役割を担っており、29年度は７
名の家庭福祉員が23人の乳児保育を行

っている。今後の待機児童対策は、より
多くの利用定員を確保できる認可保育
園の整備を最優先で進めていくが、家
庭的な環境での少人数保育を希望する
保護者のニーズに対応するため、家庭
福祉員制度を引き続き支援していく。
新制度の家庭的保育事業への移行や新
設も課題解決に向け検討していく。
＜区内公立小・中学校の魅力づくりで
地元進学定着へ＞
平成29年３月の区内公立中学校への
進学率は58.4％となり、地元定着率が
低い地域である。公立小・中学校は独自
の魅力づくりに取り組むことが求めら
れる時代。（1）小・中学校の隣接学校希
望入学制度（※３）は開始から10年以
上が経過し、新たな課題が指摘されて
いる。学校関係者や保護者へのアンケ
ート調査を実施し、制度を見直せ。（2）
公立中学校の発足70周年活動は、小学
生や保護者に地元中学校の魅力をＰＲ
する絶好の機会となる。この機会に公
立小学校や地域住民へ情報発信し、地
域との交流を深めよ。
教育長 （1）今年度、地域や保護者を対
象とするアンケート調査を行う予定で
ある。この結果などを基に、本制度の実

施目的の達成状況や様々な課題への対
応について、区立小・中学校の魅力づ
くりへの貢献度なども含め、隣接学校
希望入学制度のあり方について調査・
検討していく。（2）70周年の節目を契機
に、より一層地域との密接な関係を構
築する好機と捉え、様々な場を活用し
て、各学校における取り組みや生徒の
様子を広く区民に伝えるとともに、学
校に対しても、学校ホームページ等の
媒体を活用して、地域の方や近隣小学
校に在籍する児童及び保護者等へ積極
的に魅力ある情報を発信するよう奨励
していく。

【用語解説】
※１	住区センター：22住区を基本とした地

域コミュニティ活動形成の拠点施設と
して、分室を含めて24施設設置してい
る。施設では、会議室等の貸し出しなど
を行っている。また、児童館・学童保育
クラブ・老人いこいの家と複合化してい
る施設もある。

※２保育ママ事業：地域型保育の中の家庭
的保育事業であり、区から認定された
家庭福祉員が自宅で数名の幼児を預か
り保育する。

※３	隣接学校希望入学制度：区立小・中学
校の入学先を指定校と隣接区域の学校
から選択できる制度。

区立小・中学校の魅力づくり
で個性を引き出す教育へ

　自由民主党目黒区議団　鈴木 まさし　議員

目黒区議会ホームページでは、本会議、予算特別委員会、決算特別委員会のインターネットによるライブ中継・録
画中継を行っています。スマートフォン等でもご覧になれます。
録画中継は、会議終了後４日程度（土曜、日曜、祝日を除く）でご覧いただけます。録画中継の公開期間は１年間です。

さらに詳しく会議の内容を知りたいかたは、ホームページ内の「会議録閲覧・検索システム」をご利用ください。
●本会議、予算特別委員会、決算特別委員会（平成１３年４月以降）
なお、上記の会議録は、区内の図書館や総合庁舎本館1 階の区政情報コーナーでも閲覧できます。
●各常任委員会、特別委員会、議会運営委員会（平成２０年４月以降）
＜問い合わせ＞ 区議会事務局広報係 ☎03-5722-9415
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北朝鮮政府による弾道ミサイル発射及び核実験強行に抗議する決議
北朝鮮政府は、国際連合安全保障理事会決議をはじめとして国際社会が再三にわたり強く自制を求める中、本年９月３日に６回目となる核実験を強行し

た。
我が区議会も強い抗議を行った昨年９月の５回目の核実験から、これまでの間、弾道ミサイルの発射を幾度となく繰り返し、過去最大規模とも言われる核

実験を行った。こうした行動は、我が国の安全のみならず、広く北東アジア及び国際社会の平和と安全に対する重大な脅威であり、国連安全保障理事会決議
に重ねての違反行為となり、強い憤りを覚える。また、核軍縮・不拡散に向けて真剣に取り組む国際社会への明らかな挑戦であり、断じて容認できない。

我が国は、広島・長崎への原子爆弾投下により二度と繰り返されてはならない悲劇を経験しており、核兵器の廃絶と世界の恒久平和は多くの人々の願いで
もある。

我が目黒区は、昭和６０年５月３日に平和憲法を擁護し、核兵器のない平和都市であることを宣言する「平和都市宣言」を行っている。
よって、目黒区議会は、世界平和を願い、北朝鮮政府の弾道ミサイル発射及び核実験強行に対して、ミサイルの脅威や核兵器廃絶に向けた国際社会の取り

組みを無視した暴挙として、断固として非難し厳重に抗議をする。
以上、決議する。

平成２９年９月１１日
目 黒 区 議 会




