
最近の委員会の主な議題（令和2年10月～12月）

・目黒本町福祉工房における施設運営の対応
・目黒区児童発達支援センターにおける保

育所等訪問支援の実施
・食品衛生法違反に伴う不利益処分
11月26日（木）
・議案審査
・目黒区保健医療福祉計画改定素案
・第８期目黒区介護保険事業計画素案
・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）改定素案
・目黒区民センターにおける障害者就労支

援事業者の選定
・精神障害者退院相談支援事業委託事業者

の選定
11月27日（金）
・陳情審査
12月9日（水）
・訴訟事件の結果
・令和2年第2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
・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10月末現在）
・毎日映画コンクール表彰式の開催

都市環境委員会
10月14日（水）
・「目黒区自転車の安全な利用の促進に関

する条例」の施行に係る取組
・工事報告（２件）
・工事報告（１件）
11月10日（火）
・東山中児童遊園改良工事整備計画（案）
・工事報告（１件）
・借上型区民住宅（特定優良賃貸住宅）の一

部返還
・区営住宅の入居者募集
・屋内型指定公衆喫煙所の新設及び屋外型

指定公衆喫煙所の廃止等
・令和２年度年末年始の資源回収・ごみ収

集のお知らせ
・工事報告（１件）
11月26日（木）
・議案審査
・不燃化特区の事業継続及び事業区域の拡

大等の申請
11月27日（金）
・陳情審査
12月9日（水）
・補助26号線整備に係る中央町一丁目児童

遊園代替地取得及び一時閉鎖
・工事報告（1件）
・目黒区豪雨対策計画改定素案
・祐天寺駅周辺地区整備計画素案
・中目黒駅前北地区における街づくりの取

組状況
・工事報告（２件）
・目黒区耐震改修促進計画改定素案

文教・子ども委員会
10月12日（月）
・視察
10月14日（水）
・令和２年度教育施策説明会（後期）の開催
・令和３年度区立幼稚園及びこども園の園

児募集
・目黒区立図書館の臨時休館
・学童保育事業の対象学年拡大及び保育時

間延長
・鷹番学童保育クラブ運営委託事業者公募

の概要
・目黒区放課後子ども総合プラン推進計画

素案
・令和３年４月の放課後子ども総合プラン

本格実施に向けた取組
・「区立児童相談所設置に向けた基本的な

考え方」の策定の進め方
・病後児保育施設「あおば医院病児保育室」

の閉所
10月16日（金）
・視察
11月10日（火）
・令和２年度目黒区学力調査実施結果の概

要
・令和２年度前期目黒区立学校におけるい

じめの状況
・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
・令和２年度前期目黒区立学校における不

登校の状況
・東根職員住宅跡の活用に向けた検討結果
（整備の方向性）

・令和２年度小学校内学童保育クラブ運営
委託事業者の公募に係る選定結果

・保育料納付書兼納入済通知書の誤送付
・令和４年度新規開設に向けた認可保育所

整備・開設事業者の募集
11月26日（木）
・議案審査
・隣接中学校希望入学制度抽選結果の誤送

付
11月27日（金）
・陳情審査
12月9日（水）
・令和3年度隣接中学校希望入学制度の申

込結果

議会運営委員会
11月6日（金）
・令和2年第4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

・区長室フロア入室におけるセキュリティ
対策の強化について　

・令和元年度特別区普通会計決算の訂正に
ついて

・令和２年特別区人事委員会勧告の概要に
ついて

・災害対策本部機能の強化を目的とした政
策会議室の改修工事について

・令和３年度当初予算（議会費）の主な要求
項目について

11月13日（金）
・陳情について
・一般質問の順序について
・議場等における会議中の端末試用につい

て　
11月20日（金）
・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
・陳情取下げについて　
11月25日（水）
・追加提出予定議案（区長提出）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　
・目黒区特別職報酬等審議会からの答申に

ついて　
・令和２年度区議会事務局補正４号予算要

求（案）について
・陳情審査
11月30日（月）
・議事日程及び進行順序について
・追加提出議案について
12月4日（金）
・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２年度組織改正について(追加)
・令和２年特別区人事委員会報告の概要

（12月3日分）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
10月23日（金）
・目黒区基本構想素案
・令和２年度における目黒シティラン～健

康マラソン大会～の取組
・「目黒区教育の情報化推進計画」の策定時

期等
11月16日（月）
・国家公務員駒場住宅跡地活用方針案
11月30日（月）
・陳情審査
・「新たな目黒区民センターの基本構想」策

定に向けた基本的な考え方
・目黒区学校施設更新計画素案

10月14日（水）
・目黒区特定事業主行動計画及び目黒区女

性職員活躍推進計画の延伸及び計画策定
の延期

・「令和２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
施状況及びインフレスライド条項の運用
状況

・契約報告（６件）
11月10日（火）
・事故の発生
・令和２年特別区人事委員会勧告の概要
・契約報告（８件）
・「災害時における給電車両貸与に関する

協定」の締結
11月26日（木）
・議案審査
・目黒区特別職報酬等審議会からの答申
・目黒区人事行政の運営等の状況の公表
11月27日（金）
・陳情審査
・区政の再構築等を踏まえた今後の組織執

行体制の確保
・旧東山住区センター跡地の取扱
12月9日（水）
・令和2年度組織改正（追加）
・第46回目黒区世論調査単純集計結果
・総合庁舎中庭駐車場の運営
・令和2年 特別区人事委員会報告の概要

（12月3日分）
・契約報告（7件）
・区有財産の売買契約

生活福祉委員会
10月14日（水）
・令和３年度めぐろ区民キャンパス構成施

設の臨時休館
・住民票の写し等に係る土日交付窓口臨時

休業
・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対する答申
・地域密着型通所介護事業所の指定
・高齢者センター入浴施設の臨時休止
・食品衛生法違反に伴う不利益処分
11月10日（火）
・令和３年度まちづくり活動助成事業の実

施等
・第四中学校跡地における都市型軽費老人

ホームの入所申込の受付開始
・東根職員住宅跡の活用に向けた検討結果
（整備の方向性）

・令和元年度目黒区立高齢福祉施設指定管
理者運営評価結果

・令和元年度目黒区立障害福祉施設指定管
理者運営評価結果

常任委員会

企画総務委員会

文教・子ども委員会

議会運営委員会

特別委員会

総合戦略・感染症対策等調査特別委員会

都市環境委員会

生活福祉委員会
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会派幹事長の新年の抱負 2､3面

一般質問 4～6面

審議した議案等の結果と
各会派の賛否 6面

意見書 7面

最近の委員会の主な議題 ８面

主な内容

令和2年第4回定例会の概要

　目黒区議会は、11月20日から12月4日ま
での15日間の日程で第4回定例会を開催しま
した。

●11月20日・24日は、８名の議員が区政の課
題について一般質問を行いました。

●今回の定例会では、区長提出議案として提
出された10件、議員提出議案として提出さ
れた２件を、審議の結果すべて原案どおり可
決しました。

●陳情は、審議の結果、4件を採択、2件を不採
択、1件の撤回を承認したほか、8件を継続
審査としました。

議員勉強会を開催しました
　地域交通の不便解消と空白地域ゼロに向けたコミュニティ交通整備について、勉強
会を開催しました。

テーマ　地域交通のまちづくりへの活用

講　師　早稲田大学
スマート社会技術融合研究機構
電動車両研究所研究院客員准教授
井原　雄人氏

１面ほか写真の紹介
　菱田コレクションは、目黒区在住の故菱田忠夫氏が収集し、ご遺族から寄贈された、土人
形・土笛・土鈴などのさまざまな種類の郷土玩具を中心としたコレクションです。
　郷土玩具は、多くは江戸時代以降、地方独自に生まれ、子どもが遊ぶだけでなく、子どもの
成長や家族の幸せ、豊かな暮らしを祈る心など、さまざまな意味が込められています。

●１面　左からねり天神（岡山県）、初辰猫（大阪府）、丑（岐阜県）
背景は、目黒十五庭（総合庁舎屋上庭園）にある
ゴヨウマツ

●２面　親仔神牛（山口県）
●７面　ひな土鈴（奈良県）

詳細は4～6面へ

詳細は6面へ

詳細は6面へ

児童発達支援センター条例の一部を
改正する条例ほかを可決

令和 2 年
第 ４ 回
定 例 会

発行／目黒区議会事務局
〒153-8573
目黒区上目黒2-19-15
　  03-5722-9415
     03-5722-9335
https://www.city.meguro.tokyo.jp/

新年のごあいさつ

　明けましておめでとうございます。
　区民の皆様には、日頃の区議会へのご理解とご
協力に心より感謝申し上げます。
　昨年は、新型コロナウイルス感染症対策の１年で
した。１月に国内での感染が確認されて以降、３月に
は学校の臨時休業、４月には緊急事態宣言と続き、５
月下旬には解除宣言されたものの、未だ収束に至っ
ていません。
　この間、区議会では、区民の皆様の声を区政に反映すべく、行政への要望と支援を継続しています
が、区民生活のさまざまな場面で、今なお大きなご不便やご苦労があるものとお察しします。
　今年は、おおむね20年後を見据えた区の新たな基本構想が策定されます。また、延期された東京
五輪の開催も予定されています。区財政が厳しさを増すと予想される中ですが、コロナ禍の１日も早
い収束と復旧に加え、将来を見据え「新しい生活様式」を踏まえた着実な区政運営が望まれます。
　本年も区民の皆様の声に耳を傾け、議会の立場から本区の一層の発展に努めてまいりますので、
引き続きのご理解とご協力をお願い申し上げます。
　新たな年が希望と輝きに満ちた１年となることを心より祈念し、新年のごあいさつとさせていただ
きます。

議長　そうだ 次郎 副議長　山宮 きよたか

▲勉強会の様子 犬御堂（愛知県）
※めぐろ歴史資料館では、本号で紹介した郷土玩具を
　3月7日（日）まで展示します。
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菱田コレクション（めぐろ歴史資料館所蔵） 解説は8面へ
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