
最近の委員会の主な議題（令和4年4月～6月）
常任委員会

企画総務委員会
■4月13日（水）
◦�国有地（柿の木坂二丁目）に係る取得等
要望の取扱い
�◦�訴訟事件の判決
�◦�令和４年度職員数
�◦�職員の退職及び定期人事異動
�◦�契約報告（１件）
�◦���｢令和４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

�◦�令和４年度労働報酬下限額
�◦�目黒区登録業者の指名停止措置
�◦�防災資機材格納庫管理のガイドラインの
作成
�◦�令和４年度防災訓練等計画の変更

■5月11日（水）
�◦�令和４年執行参議院議員選挙執行計画
（概要）
�◦�押印見直しの取組
�◦���｢目黒区教育に関する大綱」の改定案
�◦���｢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

�◦���｢沖縄本土復帰５０周年記念資料展」の開
催

�◦�契約報告（１４件）

■5月25日（水）
�◦�正副委員長の互選

■6月８日（水）
�◦�広島市中学生派遣事業の実施
�◦�訴訟事件の発生
�◦�契約報告（３件）
�◦�令和３年度各会計決算総括（速報値）

■6月22日（水）
�◦�議案審査
�◦�目黒区制施行９０周年記念事業
�◦�令和４年度平和記念事業の実施
�◦�公益通報者保護制度による通報の受理
及び調査結果
�◦�災害対策本部等の組織体制の見直し
■6月23日（木）
�◦�陳情審査
■6月24日（金）
�◦��議案審査�

生活福祉委員会
■4月13日（水）
�◦�令和４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４年度公益財団法人目黒区国際交流
協会の事業計画等
�◦�令和４年度敬老のつどいの開催
�◦�中央地区サービス事務所の公証窓口に
おけるキャッシュレス決済の試行導入
�◦�第５８回目黒区商工まつり（目黒リバーサ
イドフェスティバル2021）の実施結果
�◦���｢第４６回目黒区民まつり」及び「第４６回目
黒区民作品展」の日程

�◦�新作落語コンテストの開催
�◦�ウクライナ避難民の支援等
�◦�令和４・５年度目黒区スポーツ推進委員の
委嘱
�◦�食品衛生法違反に伴う不利益処分
�◦���｢子育て世代包括支援センター」の新た
な取り組み

■5月11日（水）
�◦�目黒区区民斎場における指定管理者制
度実施方針（案）
�◦�目黒区民センター屋上熱源工事に伴う駐
車場の利用中止
�◦�ウクライナ避難民への支援等
�◦�めぐろパーシモンホールの臨時休館
�◦�目黒区美術館区民ギャラリーの臨時休館
�◦�目黒区立体育施設における指定管理者
制度実施方針（案）
�◦�スポーツ振興助成事業の実施
�◦�区立プールの臨時休場

�◦�骨髄移植等特別の理由による予防接種
再接種費用助成
�◦�高齢者の熱中症対策事業の実施
�◦�目黒区立下目黒福祉工房における次期
指定管理者選定にあたっての基本的な考
え方等

■5月25日（水）
�◦�正副委員長の互選

■6月8日（水）
�◦�目黒区区民斎場指定管理者募集要項
（案）
�◦�目黒区ひとりぐらし等高齢者食事サービ
ス自己負担金等の債権放棄
�◦�訴訟事件の結果
�◦�民事訴訟の提起
�◦�目黒区スポーツ表彰
�◦�目黒区立体育施設指定管理者募集要項
（案）
�◦�ヒトパピローマウイルス（ＨＰＶ）感染症に
係る予防接種

■6月22日（水）
��◦�議案審査
�◦�マイナンバーカードの普及促進に向けた
取組
�◦�第５９回目黒区商工まつり（目黒リバーサ
イドフェスティバル２０２２）の開催�
■6月23日（木）
�◦�陳情審査

都市環境委員会
■4月13日（水）
�◦�令和４年度祐天寺駅周辺地区のまちづく
りの進め方
�◦�下目黒一丁目地区における都市計画（原
案）
�◦���｢地域交通の支援」の取組状況と今後の
進め方

�◦���｢めぐろサクラ再生プロジェクト」の取組
状況

�◦�西郷山公園トイレの寄贈
�◦�令和４年度民間建築物の耐震化促進助成
事業等
�◦�令和４年度家賃助成等の実施

■5月11日（水）
�◦�令和４年度不燃化特区制度の取組
�◦�工事等報告（６件）
�◦�目黒川水質浄化対策施設建屋新築工事
等工事説明会の開催
�◦�令和４年春目黒川沿いの桜開花期間にお
ける取組
�◦�工事報告（３件）
�◦�令和４年度住宅用再生可能エネルギー及
び省エネルギー設備設置費助成事業の
実施
�◦�令和４年度使い捨てプラスチック削減事
業

■5月25日（水）
�◦�正副委員長の互選

■6月8日（水）
�◦�補助２６号線（代沢）沿道地区街づくりの
今後の進め方
�◦�原町一丁目７番・８番地区周辺道路の無
電柱化整備事業に伴う説明会の開催
�◦�令和４年度不燃化特区等助成事業
�◦�三角山公園リノベーション工事に向けた
取組
�◦�呑川本流緑道リノベーション工事に向け
た取組
�◦�碑文谷公園の生物多様性保全林指定に
向けた取組
�◦�工事報告（２件）
�◦�目黒区営住宅使用料等の債権放棄

■6月22日（水）
��◦�議案審査
�◦�都市計画マスタープラン改定のあり方に
ついて「中間のまとめ」説明会の開催
�◦�東京音楽大学のまちづくり計画書に関わ
る取組状況
�◦�目黒区分別収集計画（第１０期）�
■6月23日（木）
�◦�陳情審査

文教・子ども委員会
■4月13日（水）
�◦�令和４年度教育施策説明会（前期・教育
施策に関する説明動画の配信）の実施
�◦�令和４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４年度学校評議員の委嘱
�◦�令和４・５年度青少年委員の委嘱
�◦�地域子育てふれあいひろば事業実施事
業者の公募

■5月11日（水）
�◦�目黒区立目黒本町社会教育館研修室の
一部臨時休室
�◦�目黒区めぐろ歴史資料館の臨時休館
�◦�令和４年度学童保育クラブ入所状況
�◦�児童館・学童保育クラブ運営委託事業者
公募の概要
�◦�令和３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（水）
�◦�正副委員長の互選

■6月８日（水）
�◦�令和４年度児童生徒数・学級数
�◦�令和３年度目黒区立学校卒業生の進路状
況
�◦�令和３年度目黒区立学校におけるいじめ
の状況
�◦�令和３年度目黒区立学校における不登校
の状況
�◦�めぐろ区民キャンパスレストラン施設使
用料等に係る延滞金の債権放棄
�◦�目黒区奨学資金貸付金の債権放棄
�◦�家事支援用品の購入支援事業の実施
�◦�講座申し込みフォームからの個人情報の
漏洩
�◦�上目黒職員住宅・目黒土木公園事務所跡
地を活用した私立認可保育所の整備と第
二上目黒保育園の閉園

■6月22日（水）
�◦�令和５年１月実施の「二十歳のつどい」
（案）
�◦�令和３年度子どもの権利擁護委員制度の
実施状況
�◦�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
�◦�令和３年度放課後フリークラブの実施結
果
�◦�令和３（２０２１）年度ランランひろばの実施
結果
■6月23日（木）
��◦�陳情審査�

議会運営委員会
■4月5日（火）
�◦�ウクライナへの人道支援募金等について

■4月27日（水）
�◦�令和４年度議会運営委員会の会派割当て
について
�◦�令和４年度の役職割当てについて
�◦�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　

■5月18日（水）
�◦�令和４年第１回目黒区議会臨時会の招集
請求について　
�◦�令和４年第１回目黒区議会臨時会の議事
日程について
�◦�特別委員会について
�◦�令和４年度の役職割当てについて
�◦�事務引継ぎについて

■5月25日（水）
�◦�役職（令和４年５月から令和５年４月まで）
について
�◦�議長及び副議長の辞職について
�◦�区長提出議案について　
�◦�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
�◦�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
�◦�正副委員長の互選

■6月3日（金）
�◦�令和４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

■6月10日（金）
�◦�陳情について
�◦�一般質問の順序について
�◦�令和４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
�◦�議長会の要望活動について

■6月17日（金）
◦�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
◦�令和４年度目黒区一般会計補正予算（第１
号）案・国民健康保険特別会計及び介護保
険特別会計補正予算（第１号）案について
■6月21日（火）
◦�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
◦�陳情審査�

■6月28日（火）
◦�追加提出議案について
■6月30日（木）
◦�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　�

特別委員会

区政再構築・感染症対策等調査
特別委員会
■4月8日（金）
�◦�目黒区長期計画審議会からの答申
�◦���｢目黒区ＤＸビジョン」案
�◦�ＩＣＴ実証実験の取組結果及び今後の方向
　性
�◦�住民税非課税世帯等に対する臨時特別
給付金事業の進捗等（令和4年3月末）
�◦�キャッシュレス決済によるポイント還元実
績の確定

■4月22日（金）
��◦区民満足度に関する調査報告書
��◦向原小学校建替えの進め方

■5月13日（金）
�◦�区有施設見直し計画の改定案
�◦�住民税非課税世帯等に対する給付金の
未申請世帯への令和４年度課税情報を活
用したプッシュ型給付の実施
�◦�令和３年度子育て世帯に対する臨時給付
事業の実施状況
�◦�令和４年度低所得の子育て世帯に対する
子育て世帯生活支援特別給付金
�◦�新型コロナウイルスワクチン接種に係る
第２期追加接種（４回目接種）

■5月25日（水）
��◦�正副委員長の互選
■6月27日（月）
�◦�目黒区まち・ひと・しごと総合戦略の目黒
区基本計画への包含
�◦�貸室のあり方見直しの基本的な考え方
（案）�
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