
常任委員会

企画総務委員会
■4月14日（水）
◦�区政再構築検討の取組状況と今後の方向
◦�チャレンジオープンガバナンス（ＣＯＧ）
２０２０の審査結果
◦�令和元年度男女平等・共同参画の推進に
関する年次報告書
◦�令和３年度職員数
◦�職員の退職及び定期人事異動
◦�令和３年度労働報酬下限額
◦�目黒区国土強靱化地域計画（仮称）策定の
取組
◦�｢災害時における車両提供の協力に関する
協定」の締結
◦�｢災害発生時における施設の使用に関する
協定」の締結
◦�｢災害発生時における宿泊施設の提供に関
する協定」の締結
■5月12日（水）
◦�目黒区行革計画取組結果令和２（２０２０）年
度及び現行計画終了後の進め方
◦�｢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
◦�訴訟事件の発生
◦�契約報告（１１件）
◦�目黒川に氾濫の恐れがある場合の避難情
報発令基準の見直し
◦�｢災害時における被災者支援に関する協
定」の締結
◦�令和３年７月４日執行東京都議会議員選挙
執行計画（概要）
■5月25日（火）
◦�正副委員長の互選
■6月９日（水）
◦�契約報告（３件）
◦�｢災害発生時における施設の使用に関する
協定」の締結
◦�｢災害時における電動車両等の支援に関す
る協定」の締結
◦�令和２年度各会計決算総括（速報値）
■6月22日（火）
◦�議案審査
◦�押印見直しに係る取組状況
◦�令和３年度における平和記念事業の取り
組み
◦�｢災害発生時における宿泊施設の提供に関
する協定」の締結
■6月23日（水）
◦�陳情審査
■6月24日（木）
◦�議案審査

生活福祉委員会
■4月14日（水）
◦�令和３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
◦�令和３年度公益財団法人目黒区国際交流
協会の事業計画等
◦�｢第４５回目黒区民まつり」及び「第４５回目
黒区民作品展」の日程
◦�コミュニティ・ソーシャルワーカーの配置
◦�地域密着型サービス等に係る区内事業者
の指定
◦�目黒区心身障害者センター福祉の店運営
委託事業者の公募選定結果
◦�精神障害者退院相談支援事業委託事業者
の公募選定結果
■5月12日（水）
◦�田道小学校区の学童保育クラブの整備及
び運営
◦�国外転出者の戸籍附票記載事項に係るシ
ステム障害
◦�マイナンバーカード交付円滑化計画の取
組状況（令和３年３月末現在）
◦�下目黒住区センターの臨時休館
◦�｢目黒のさんま祭」２５周年記念事業の実施
◦�区民プールの臨時休場
◦�高齢者の熱中症対策事業の実施
■5月25日（火）
◦�正副委員長の互選
■6月９日（水）
◦�税・国民健康保険料・戸籍住民課各種手
数料の納付方法の拡大等
◦�目黒区信用保証料補助返還金等の債権放
棄
◦�目黒区スポーツ表彰
◦�プール受付管理アプリケーションの導入
◦�東京２０２０大会関連事業
◦�第５回目黒シティラン～健康マラソン大会
～の開催

◦�マイナンバーカード再交付手数料の見直
し
◦�目黒区居住支援協議会の設立に向けた取
組
◦�委託事業における個人情報が記載された
書類の紛失
◦�目黒区東が丘障害福祉施設における次期
指定管理者選定にあたっての基本的な考
え方等
■6月22日（火）
◦�議案審査
◦�目黒三丁目国有地を活用した特別養護老
人ホームの開設
◦�目黒区立特別養護老人ホーム中目黒の改
修工事に係るスケジュール等
◦�目黒区商工まつりの企画運営等の検討状
況及び日程の変更
◦�高齢者肺炎球菌ワクチン定期接種費用助
成
■6月23日（水）
◦�陳情審査

都市環境委員会
■4月14日（水）
◦�祐天寺駅周辺地区整備計画案
◦�大橋二丁目の開発行為許可
◦�事業区域の拡大を含む不燃化特区の指定
と今後の主な取組
◦�目黒銀座商店街無電柱化整備事業説明会
の開催
◦�令和３年度民間建築物の耐震化促進助成
事業等
◦�令和３年度家賃助成等の実施
◦�住宅リフォーム資金助成制度の見直し
◦�目黒区使い捨てプラスチック削減方針の
策定
■5月12日（水）
◦�不燃化特区支援制度に関する住民説明会
の開催及び現地個別相談ブースの開設等
◦�第１０次目黒区交通安全計画案
◦�自転車の安全利用に係る標語募集
◦�目黒川水質浄化対策の取組状況
◦�工事等報告（２件）
◦�令和３年春目黒川沿いの桜開花期間にお
ける取組
◦�工事報告（４件）
◦�東日本大震災による避難者を受け入れた
住宅の明渡し等
◦�東根第二学童保育クラブの運営期間延伸
に向けた取組
◦�令和３年度住宅用新エネルギー及び省エ
ネルギー設備設置費助成事業の実施
■5月25日（火）
◦�正副委員長の互選
■6月９日（水）
◦�令和３年度不燃化特区等助成事業
◦�令和３年度自転車ヘルメットの購入補助
◦�工事報告（1件）
◦�目黒区営住宅使用料の債権放棄
■6月22日（火）
◦�東京音楽大学のまちづくり計画書に関わ
る取組状況
◦�旧川の資料館及び目黒川船入場の特例占
用許可の手続き等
◦�フードドライブ支援事業及びエコテイクア
ウト推進事業の開始
■6月23日（水）
◦�陳情審査

文教・子ども委員会
■4月14日（水）
◦�令和３年度教育施策説明会（前期）の開催
◦�令和３年度自然宿泊体験教室及び学校独
自宿泊事業の実施
◦�令和３年度学校評議員の委嘱
◦�地域子育てふれあいひろば事業実施事業
者の公募
◦�区立保育園の民営化に関する計画（令和３
年度～１１年度）素案
■5月12日（水）
◦�令和３年度登下校区域防犯カメラの整備
（案）
◦�｢学校・園におけるアレルギー疾患への対
応の手引」の改定（案）
◦�教職員の服務事故
◦�目黒区生涯学習推進基本構想のあり方及
び目黒区生涯学習実施推進計画の改定の
進め方
◦�令和３年成人の日のつどい中止に伴う対応
（案）
◦�民法改正に伴う「成人の日のつどい」の開
催方法等（案）
◦�目黒区めぐろ歴史資料館の臨時休館
◦�令和３年度学童保育クラブ入所状況

◦�東根第二学童保育クラブの運営期間延伸
に向けた取組
◦�田道小学校区の学童保育クラブの整備及
び運営
◦�碑文谷土木公園事務所跡の活用方法及び
整備等の方向性
◦�令和３年度小学校内学童保育クラブ運営
委託事業者公募の概要
◦�令和２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25日（火）
◦�正副委員長の互選
■6月９日（水）
◦�｢めぐろ学校教育プラン」改定の進め方
◦�南部・西部地区の区立中学校の統合に向
けた進め方（案）
◦�令和３年度児童生徒数・学級数
◦�令和３年度自然宿泊体験教室の事業再開
等
◦�目黒区奨学資金貸付金の債権放棄
◦�区立児童館及び学童保育クラブ民営化計
画案（令和３年度～８年度）
◦�令和３年度三田学童保育クラブ（仮称）運
営委託事業者公募に係る選定結果
◦�保育所等入所待機児童数
◦�病後児保育施設の整備・運営事業者の募
集
■6月22日（火）
◦�議案審査
◦�東京２０２０オリンピック・パラリンピック競
技大会における学校連携観戦への区立学
校・園の参加の中止
◦�令和２年度目黒区立学校卒業生の進路状
況
◦�令和２年度目黒区立学校におけるいじめの
状況
◦�令和２年度目黒区立学校における不登校
の状況
◦�令和２年度放課後フリークラブの実施結果
◦�電子書籍貸出サービスの導入（案）
◦�令和２年度子どもの権利擁護委員制度の
実施状況
■6月23日（水）
◦�陳情審査

議会運営委員会
■4月6日（火）
◦�事務局転入職員及び担当係長の紹介につ
いて
■4月22日（木）
◦�特別区議会議長会の要望活動について
◦�新型コロナウイルス対策に係る要望（その
１７）について
◦�目黒区議会会議における端末等使用基準
（案）について
◦�緊急時におけるオンライン会議マニュアル
について
■4月28日（水）
◦�特別委員会について
◦�目黒区議会申し合わせ事項の変更（案）に
ついて　
■5月13日（木）
◦�特別委員会について
◦�新型コロナウイルス対策に係る緊急要望
（その９）について
◦�議会運営事項検討会の検討結果について
◦�目黒区議会議員の議員報酬、費用弁償及
び期末手当に関する条例の改正について
◦�常任委員会の割当てについて
◦�令和３年度区議会事務局補正１号予算要求
（案）について
■5月18日（火）
◦�令和3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
◦�区長提出予定議案について
◦�議員提出予定議案について
◦�特別委員会について　
◦�役職割当について　
◦�事務引継ぎについて　
■5月25日（火）
◦�役職（令和3年5月から令和4年5月まで）に
ついて　
◦�区長提出議案について
◦�議員提出議案について
◦�区政再構築・感染症対策等調査特別委員
会設置を求める動議について
◦�討論通告について
◦�議事日程及び進行順序について　
◦�議長選挙及び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
◦�議会への重大事件・事故に関する情報提
供について
◦�緊急時におけるオンライン会議に向けた
接続テストの実施について
◦�正副委員長の互選
■6月3日（木）
◦�令和3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
◦�令和3年度目黒区一般会計補正予算（第1
号）案について
◦�令和２年度各会計決算総括（速報値）につ
いて
◦�東京都後期高齢者医療広域連合議会議員
選挙の実施について
◦�議長会の要望活動について
◦�新型コロナウイルス対策に係る要望（その
18）・緊急要望（その10）について
■6月10日（木）
◦�陳情について
◦�一般質問の順序について　
◦�令和３年第２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
◦�東京都後期高齢者医療広域連合議会議員
選挙の実施について
◦�議長会の要望活動について
■6月17日（木）
◦�議員の辞職について
◦�議事日程及び進行順序について
◦�追加提出議案について
◦�委員会の開催予定について
◦�意見書(案)について
◦�令和３年度目黒区一般会計補正予算（第２
号）案について
◦�東京都後期高齢者医療広域連合議会議員
選挙の実施について
◦�議長会の要望活動について
◦�新型コロナウイルス対策に係る要望（その
１９）について
◦�長期計画審議会委員の推薦について
■6月21日（月）
◦�会派の構成変更について
◦�追加提出議案について　
◦�議事日程及び進行順序について
◦�東京都後期高齢者医療広域連合議会議員
選挙候補者の決定について
◦�意見書案について
◦�陳情審査
■6月30日（水）
◦�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
◦�令和３年度区議会事務局補正3号予算要求
（案）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（令和3年5月25日まで）
■4月9日（金）
◦�東京２０２０オリンピック聖火リレー
◦�新型コロナウイルスワクチン接種に向けた
今後の予定
◦�国家公務員宿舎駒場住宅跡地活用に向け
た今後の進め方
■4月23日（金）
◦�新たな基本構想に基づく基本計画等策定
要領
◦�区有施設見直し計画の改定の考え方
■5月14日（金）
◦�コロナ禍で子どもを産み育てている家庭
への支援

区政再構築・感染症対策等調査
特別委員会（令和3年5月25日から）
■5月25日（火）
◦�正副委員長の互選
■6月28日（月）
◦�陳情審査
◦�新型コロナウイルス感染症に係るワクチン
接種の現状及び今後の進め方
◦�新型コロナウイルス感染症生活困窮者自
立支援金の支給
◦�｢目黒区教育の情報化推進計画」の基本的
な考え方

最近の委員会の主な議題（令和３年4月～6月）
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