
常任委員会

企画総務委員会
■1月13日（水）
◦�課長級一般職の任期付職員の公募
◦�契約報告（10件）
◦�目黒区登録業者の指名停止措置
◦�目黒区地域防災計画（令和2年修正）
■2月9日（火）
◦�令和3年度組織改正
◦�目黒区財務書類（令和元年度決算）
◦�契約報告（4件）
◦�目黒区登録業者の指名停止措置
◦�令和元年台風19号対応を踏まえた風水害
対策に係る取り組みの進捗状況
■2月26日（金）
◦�議案審査
◦�訴訟事件の判決
◦�目黒区障害者活躍推進計画の策定
◦��｢令和３年３月から適用する公共工事設計
労務単価」の運用に係る特例措置の実施
及びインフレスライド条項の運用
◦�契約報告（３件）
■3月1日（月）
◦�陳情審査
◦�令和３年度都区財政調整方針
◦�令和２年度都区財政調整の取扱い
◦��動画共有サイトＹｏｕＴｕｂｅを活用した動画
配信
◦�令和３年度目黒区防災訓練等の計画
■3月2日（火）
◦�議案審査

生活福祉委員会
■1月13日（水）
◦�目黒区スポーツ表彰
◦�令和3年度における放射性物質への対応
◦��高齢者センター入浴施設の臨時休止期間
の変更
◦��食品衛生法の改正に伴う許可申請手数料
等の見直し
■2月9日（火）
◦��目黒区立住区会議室利用のあり方の見直
し等
◦��目黒区区民斎場（セレモニー目黒）の臨時
休館
◦�令和3年第1回臨海部広域斎場組合議会
定例会における議決結果等
◦��令和3年第1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
◦�高齢者福祉住宅
◦�目黒区民センターにおける障害者就労支
援事業者の公募選定結果
◦�目黒区心身障害者センター福祉の店運営
委託事業者の選定
◦�健康管理通知表の記載内容の誤り
■2月26日（金）
◦�議案審査
◦��目黒区保健医療福祉計画改定案
◦�第８期目黒区介護保険事業計画案
◦��目黒区障害者計画（第６期障害福祉計画・
第２期障害児福祉計画）改定案
■3月1日（月）
◦�陳情審査

◦�令和３年度国民健康保険事業
◦�令和２年度目黒区地域密着型サービス整
備事業者の募集結果及び令和３年度の募
集
◦��第四中学校跡地を活用した特別養護老人
ホーム及び身体障害者入所施設等複合施
設の開設
■3月19日（金）
◦�議案審査
◦�食品衛生法違反に伴う不利益処分

都市環境委員会
■1月13日（水）
◦�目黒区三田地区駐車場修繕工事による臨
時休業
◦��池尻大橋駅周辺の駐輪場利用方法の見直
し
◦�三角山公園改良に向けた取組
◦�工事報告（1件）
◦�工事報告（3件）
◦�令和3年度における放射性物質への対応
（案）
■2月9日（火）
◦�令和2年度「めぐろサクラ再生プロジェク
ト」の取組状況
◦�令和2年度エコ・チャレンジ顕彰の被顕彰
者
■2月26日（金）
◦�議案審査
◦�目黒区豪雨対策計画案
◦�第１０次目黒区交通安全計画素案
◦�｢地域交通の支援方針」の説明会の結果と
今後の取組
◦�目黒区災害廃棄物処理計画策定の進め方
■3月1日（月）
◦�陳情審査
◦�目黒及び碑文谷土木公園事務所の移転等
◦�工事報告（１件）
◦�目黒区耐震改修促進計画案

文教・子ども委員会
■1月13日（水）
◦�令和3年度における放射性物質への対応
（案）
◦�令和2年度いじめ問題を考えるめぐろ子ど
も会議の実施結果
◦�教職員の服務事故
◦�小学校における自閉症・情緒障害特別支
援学級の設置
◦�区立児童館及び学童保育クラブ民営化計
画素案（令和3年度～8年度）
◦�碑文谷土木公園事務所跡の活用の方向性
と今後の進め方
◦�令和4年4月開設の小学校内学童保育クラ
ブ整備及び運営の取組
■2月9日（火）
◦�令和2年度目黒区立学校・園における学
校・園評価アンケートの実施結果等
◦��めぐろ区民キャンパス内レストラン「ベジタ
ブルイタリアン　ヤクモ111」の営業終了
◦�ランドセルひろば（拡充）の新たな事業名
称
◦�鷹番学童保育クラブ運営委託事業者の公
募に係る選定結果
◦�認証保育所の認可保育所への移行

■2月26日（金）
◦�令和３年度教育行政運営方針（案）
◦�ＧＩＧＡスクール構想に係る整備状況及び
今後の取組
◦�令和３年度区立幼稚園及びこども園の入
園申込状況等
◦�英語４技能検定試験結果の概要
◦��目黒区放課後子ども総合プラン推進計画
案
◦�｢区立児童相談所設置に向けた基本的な
考え方（案）」
■3月1日（月）
◦�陳情審査
◦�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
◦�令和３年４月区内認可保育所等入所申込
状況

議会運営委員会
■1月28日（木）
◦�令和3年第1回目黒区議会定例会区長所
信表明について
◦�令和3年度組織改正について
◦�令和2年度目黒区各会計補正予算案につ
いて
◦�令和3年度目黒区各会計予算案について
◦��新型コロナウイルス対策に係る要望につ
いて　
◦�令和3年度区議会予定表（案）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
■2月3日（水）
◦�令和3年第1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
◦�代表質問・一般質問の通告期限について
◦�請願・陳情について
◦��予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
◦�議場等における会議中の端末試用につい
て
■2月10日（水）
◦�陳情について
◦�代表質問・一般質問の順序について
◦�令和3年第1回定例会会期中における新型
コロナウイルス感染症拡大抑制対策につ
いて
◦�新型コロナウイルス感染症拡大抑制に向
けた議会としての対応方針について
◦�区議会委員会室の貸出について　
◦�新型コロナウイルス対策に係る緊急要望
（その7）について　
■2月18日（木）
◦�議事日程及び進行順序について
◦�追加提出議案について
◦�委員会開催予定について
◦�意見書(案)について
◦�陳情取下げについて

◦�諮問（人権擁護委員候補者の推薦）につい
て
◦�予算特別委員会の正副委員長の候補者に
ついて
◦�目黒区議会委員会条例の改正について
◦�委員会室における傍聴者の撮影について
■2月25日（木）
◦�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
◦令和３年度都区財政調整方針について
◦�令和２年度都区財政調整の取扱いについ
て
◦目黒区議会委員会条例の改正について
◦�区議会災害等対策会議運営訓練の実施に
ついて
◦�陳情審査
■3月9日（火）
◦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
◦議会運営事項検討会の再開について
◦政務活動費に係る日程について
■3月18日（木）
◦追加提出議案について
◦追加提出議案について（委員会提出）
◦追加提出議案について（議員提出）
■3月23日（火）
◦追加提出議案に対する賛否について
◦討論通告について
◦議事日程及び進行順序について　
◦�目黒区特別区税条例の一部を改正する条
例について

特別委員会

総合戦略・感染症対策等調査特別委員会
■1月22日（金）
◦�新たな基本構想素案に対するパブリックコ
メントの実施結果等
◦�目黒区民センター敷地の土壌汚染予備調
査の実施
◦�新型コロナウイルスワクチン接種に向けた
現状
■3月3日（水）
◦�議案審査
◦��新型コロナウイルスワクチン接種に向け
た現状

◦施設データ集の更新
◦令和２年度ＩＣＴ実証実験の取り組み
◦目黒区学校施設更新計画（案）
◦視察

予算特別委員会
■2月25日（木）
◦正副委員長の互選
■3月10日（水）から3月18日（木）
　（土日を除く）
◦議案審査

請願・陳情の受付
　請願・陳情とは、皆さんが区政に関する事柄等を、直接区議会に要望できる
制度です。請願は、議員の紹介が必要です。議員の紹介がない要望等は陳情
となりますが、目黒区議会は、原則として請願と同様に扱います。
◆受付方法
　常時受付をしていますが、各定例会で審査を行うため、定例会ごとに締切日
を設けています。また、直接持参してください。郵送によるものは原則として
審査を行いません。
◆令和３年第２回定例会で審査を希望する場合の提出期限
　　　　　　　　　　６月９日（水）正午
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最近の委員会の主な議題（令和３年１月～３月）

令和３年第２回定例会の予定　会期：6/17～6/30
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◦�録画映像は中継終了後5日程度（土・日曜日、祝・休日を除く）から1年間ご覧になれます。
◦�開会予定時間：�本会議は午後1時、委員会は午前10時。最新の情報はホームページで確認できます。
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