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め ぐ ろ 区 議 会 だ よ り

第264号

最近の委員会の主な議題（令和2年7月～9月）
常任委員会
企画総務委員会
7月8日（水）
・契約報告（６件）
・目黒区登録業者の指名停止措置
・令和2年7月5日執行東京都知事選挙結果

8月4日（火）
・目黒区行革計画取組結果令和元（2019）
年度及び現行計画の計画期間

・目黒区心身障害者センターにおける静養
室の設置

・
「令和2年度版めぐろの環境（環境報告書）」
の発行

9月7日（月）

9月10日（木）

・令和元年度目黒区のごみ量と資源回収量

・委員会開催予定について

・議案審査
・令和2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等
・令和2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
・マイナンバーカード交付円滑化計画の取組
状況（令和2年7月末現在）
・目黒区立碑文谷庭球場の臨時休場

・令和元年度情報公開・個人情報保護制度
の実施状況

・食品衛生法違反に伴う不利益処分

・契約報告（12件）

9月11日（金）

・目黒区登録業者の指名停止措置

9月10日（木）

・ロタウイルスワクチンの定期接種化
・陳情審査

・議案審査
・令和3年度に向けた公の施設使用料の考
え方
・中町一丁目国有財産の取得等要望の取扱い
・令和2年度都区財政調整当初算定結果
・第46回目黒区世論調査の実施
・令和2年度区政功労者表彰式の概要
・訴訟事件の発生
・総合庁舎中庭駐車場有料化

9月11日（金）
・陳情審査
・令和2年度の男女平等・共同参画の推進に
関する年次報告
・契約報告
（7件）
・目黒区登録業者の入札参加除外措置の解除
・「災害時における相互連携に関する基本
協定」の締結

9月14日（月）
・議案審査

生活福祉委員会
7月8日（水）
・令和元年台風第19号災害義援金の配分
・令和元年度公益財団法人目黒区国際交流
協会の決算報告
・令和元年度公益財団法人目黒区芸術文化
振興財団の決算報告
・令和元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
・地域密着型サービス等に係る区内事業者
の指定
・東根職員住宅跡の活用の方向性と今後の
進め方
・第四中学校跡地及び目黒三丁目国有地に
おける特別養護老人ホーム入所申込の受
付開始
・熱中症警戒アラート
（試行）
への対応

8月4日（火）
・令和元年度目黒区立住区会議室指定管理
者運営評価結果
・令和元年度目黒区区民斎場指定管理者運
営評価結果
・令和２年国勢調査の概要

都市環境委員会

・意見書(案)について

文教・子ども委員会
7月8日（水）
・令和2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
・東根職員住宅跡の活用の方向性と今後の
進め方
8月4日（火）
・令和3年度
実施

隣接中学校希望入学制度の

・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
・令和3年度行財政運営基本方針について
・令和3年度当初予算編成日程について
・令和元年度特別区・目黒区普通会計決算
について
・議場等における会議中の端末試用につ
いて

・区立保育園の民営化に関する計画の改定
の進め方

・政務活動費収支報告書に係る議長の調査
結果等について

9月10日（木）

9月9日（水）

7月8日（水）

・議案審査

・目黒区都市計画マスタープランの改定の
延期、目黒区交通バリアフリー推進基本
構想の延伸及び改定の延期

（案）
・令和2年度登下校区域防犯カメラの整備

・諮問
（人権擁護委員候補者の推薦）
に対す
る賛否について

・令和3年度使用目黒区立中学校教科用図
書の採択結果

・議事日程及び進行順序について
・意見書案について

・原町一丁目7番・8番地区防災街区整備事
業の取組状況

・目黒区生涯学習実施推進計画の延伸及び
改定の延期

・陳情審査

・令和２年度地籍調査事業

・令和３年成人の日のつどい
（案）

・令和元年度ブロック塀等基礎調査の実施
結果

・目黒区めぐろ区民キャンパス付帯駐車場
の臨時休業

・東京におけるマンションの適正な管理の
促進に関する条例の施行に伴うマンション
管理状況届出制度の開始

・保育施設の利用調整
（選考）
基準の変更

8月4日（火）
・
「自由が丘駅前西及び北地区地区計画」
及び「自由が丘一丁目２９番地区第一種市
街地再開発事業」
の都市計画
（案）
の縦覧等
結果
・
「第10次目黒区交通安全計画」策定に向
けた取組
・
「 自転車の安全な利用の促進に関する協
定」の締結
・目黒区無電柱化推進計画案
・「緑確保の総合的な方針」の改定
・
「都市計画公園・緑地の整備方針」の改定
・
「めぐろサクラ再生プロジェクト」の取組状況
・「自由が丘駅前西及び北地区地区計画」
の 地 区整備計画が定められた区域内に
おける建築物の制限に関する条例制定の
考え方
・目黒区耐震フェアの開催

9月10日（木）
・議案審査
・「地域交通の支援」の令和2年度の取組
・駒場野公園大池のかいぼり・浚渫（令和2
年度）
・角田市交流苗木の配布の実施
・工事報告（1件）
・工事報告（1件）
・第37回目黒区駅前放置自転車クリーン
キャンペーン
・自転車等放置禁止区域の変更
・都市整備施設指定管理運営評価

9月11日（金）
・陳情審査

9月24日（木）
・追加提出議案について
・追加提出議案
（議員提出）
について

9月30日（水）
・追加提出議案に対する賛否について
（議員提出）
に対する賛否につ
・追加提出議案
いて
・討論通告について
・議事日程及び進行順序について

議会運営委員会
8月24日（月）
・令和2年第3回定例会の招集について

・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
・新型コロナウイルス対策に係る要望につ
いて
・幹部職員の異動等について

・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
・令 和 2 年 度 目 黒 区 各 会 計 補 正 予 算 案 に
ついて
・令和2年度都区財政調整当初算定結果に
ついて
・令 和 2 年 度 区 政 功 労 者 表 彰 式 の 概 要 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
・新型コロナウイルス対策に係る緊急要望
について
・議会運営事項検討会の運営等について
・委員会進行表のSideBooksアップロード
について

・成年被後見人に係る印鑑登録手続の見直し
・令和元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

・三田フレンズ指定管理者運営評価結果

・災害用伝言ダイヤル(１７１)による安否
情報把握訓練について

・ポニー園指定管理者運営評価結果

8月31日（月）

・駒場公園茶室、和室指定管理者運営評価
結果

・陳情について

・令和元年度目黒区立体育施設指定管理者
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

・議員の逝去に伴う弔意について

・目黒区民センタープール
（屋内プール）
の
臨時休場

・区営住宅等指定管理者運営評価結果

9月11日（金）

・ひきこもり相談会の実施

・陳情審査

・議会のインターネット中継における理事
者のテロップ表示について

・令和2年度地域密着型サービス整備事業
者の募集期間延長等

・目黒区エコプラザ指定管理者運営評価
結果

・議場におけるWi-Fi接続状況確認の実施
について

・令和元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

・陳情取下げについて

・目黒区立八ヶ岳林間学園の臨時休園

・目黒区立自転車等駐車場指定管理者運営
評価結果

・田道住区センター三田分室の臨時休館

・議事日程及び進行順序について

・一般質問の順序について
・目黒区議会申し合わせ事項の変更
（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
7月10日（金）
・
【視察：国家公務員駒場住宅跡地】
・目黒区学校施設更新計画（素案）作成に
向けた基本方針

8月6日（木）
・国家公務員駒場住宅跡地活用方針素案
・東京2020オリンピック・パラリンピック
競技大会における公式練習会場の変更覚
書締結

9月15日（火）
・陳情審査
・目黒区情報化推進計画の取組状況及び見
直し
・特別定額給付金事業の実施結果

決算特別委員会
9月9日（水）
・正副委員長互選

9月16日（水）～9月25日（金）
（ 土・日曜
日、祝日を除く）
・議案審査

