
第210号 め ぐ ろ 区 議 会 だ よ り （7）平成20年7月26日（6）平成20年7月26日 め ぐ ろ 区 議 会 だ よ り 第21 0号

最 近 の 委 員 会 の 主 な 議 題 （平成20年4月から6月まで）

4月9日（水曜日）
　　■　平成20年度職員定数等　
　　■　訴訟事件の報告（3件）
　　■　職員の退職及び定期人事異動
　　■　目黒区登録業者の指名停止措置
　　■　平成20年度目黒区防災訓練計画
5月14日（水曜日）
　　■　上目黒一丁目ＪＲ宿舎跡地説明会の実施結果　　　　　　　　
　　■　目黒区長期計画の改定
　　■　新行革計画の策定
　　■　平成20年度における指定管理者制度の運用（案）　　　　　
　　■　「都区のあり方検討委員会」検討状況
　　■　平成19年度男女平等・共同参画オンブーズ委員会報告　　　　
　　■　土地売買契約
　　■　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　　　　
　　■　平成20年度目黒区・崇文区友好協力事業についての覚書　　　
　　■　職員の懲戒処分
5月16日（金曜日）
　　■　第２次目黒区行財政改革大綱に基づく平成19年度の実施状況　
　　■　契約報告（4件）
　　■　目黒区登録業者の指名停止措置
　　■　区有施設におけるアスベスト含有吹き付け材の再調査の結果と対策　　
　　■　平成20年4月20日執行目黒区長選挙の結果　　　　　　　　　　　
5月26日（月曜日）
　　■　正副委員長の互選
6月11日（水曜日）
　　■　目黒区長期計画の改定　　　　
　　■　新行革計画の策定　
　　■　「指定管理者制度活用の基本方針」の一部改正及び平成21年度以降の各施設の指
　　定管理者制度実施方針（案）の状況
　　■　平成20年度協働事業提案制度の実施及び事業提案募集
　　■　外国人向けラジオ放送の実施
　　■　平成19年度情報公開・個人情報保護制度の実施状況
　　■　訴訟事件の報告（5件）　　　　　
　　■　角田市との友好都市提携に係る報告
　　■　契約報告（3件）
　　■　目黒区行政対象暴力対策要綱及び行政対象暴力対応マニュアル
　　■　平成19年度決算総括の速報　　　　　　　　　
6月20日（金曜日）
　　■　議案審査
　　■　基本計画改定に伴う区民意識調査の実施
　　■　平成20年度平和記念事業の実施　　　
6月23日（月曜日）
　　■　陳情審査

4月 9日（水曜日）
　　■　目黒線洗足駅前広場等整備計画（案）
　　■　自由が丘駅前広場整備計画（素案）に対する意見の結果
　　■　上目黒一丁目地区市街地再開発事業の工事状況のその後
　　■　上目黒一丁目地区市街地再開発事業施設建築物の名称
　　■　平成 20年度のみどりに関する助成制度
　　■　平成 20年度家賃助成の実施
　　■　目黒区地球温暖化対策地域推進計画
　　■　清掃負担の公平・役割分担のあり方
4月 21日（月曜日）
　　■　廃プラスチック分別変更モデル事業実施状況
　　■　目黒清掃工場におけるモデル収集可燃ごみの焼却実証確認実施報告
　　■　廃プラスチック資源化推進及びサーマルリサイクルの区内全域実施
　　■　工事報告「河川維持工事（目黒川河床整正）」
　　■　平成 20年度耐震化促進事業
5月 14日（水曜日）
　　■　「建築物の絶対高さ制限・敷地面積の最低限度の都市計画変更」二次素案
　　■　東京都の「都市再開発の方針」および「住宅市街地の開発整備の方針」に関する
　　東京都市計画変更
　　■　補助 46号線と沿道まちづくり等に関する提案
　　■　東山公園拡張整備基本設計（素案）
　　■　みどりのまちなみ賞の表彰
　　■　目黒区公営住宅ストック総合活用計画
5月 26日（月曜日）
　　■　正副委員長の互選
6月 11日（水曜日）
　　■　三田フレンズ指定管理者運営評価結果
　　■　公共駐車場指定管理者運営評価結果
　　■　目黒区立自転車等駐車場指定管理者運営評価結果

企画総務委員会

文教・子ども委員会

都市環境委員会

5月26日（月曜日）
　　■　正副委員長の互選
6月24日（火曜日）
　　■　上目黒一丁目旧国鉄清算事業団宿舎跡地整備事業
　　■　東急東横線の相互乗り入れ及び高架橋耐震補強工事
　　■　大橋一丁目周辺地区整備

街づくり・再開発調査特別委員会

4月15日（火曜日）
　　■　議会運営
◆議会側　　■　検討事項
4月２４日（木曜日）
　　■　議会運営
◆議会側
　　■　検討事項　　　　■　議場における国旗掲揚に関する視察
　　■　政務調査費収支報告書のアドバイザーについて　
4月30日（水曜日）
　　■　議会運営
◆区　側
　　■　第２次目黒区行財政改革大綱に基づく平成19年度の実施状況　　　
　　■　崇文区代表団の訪問に係る対応
◆議会側
　　■　検討事項　　　　■　議場における国旗掲揚に関する視察
５月８日（木曜日）　【視察：世田谷区議会】
５月９日（金曜日）
　　■　区長追加提出議案
　　■　議会運営
◆区　側
　　■　「都区のあり方検討委員会」検討状況　　　　　■　目黒区長期計画の改定　
　　■　新行革計画の策定　　　　　■　平成20年度における指定管理者制度の運用（案）　　
◆議会側　　■　検討事項「特別委員会」
５月19日（月曜日）
　　■　平成20年第1回目黒区議会臨時会の招集請求
　　■　区長提出予定議案　　　　　■　議事日程　　　　　　■　特別委員会の設置
　　■　議会運営
◆区　側　　　■　「夏季における軽装化」の実施方針
◆議会側　　　■　役職割当（平成20年5月～平成21年5月）　　　　　　
　　■　崇文区訪問に関する友好交流代表団の選出
　　■　検討事項
5月20日（火曜日）　【視察：調布市議会、豊島区議会】
5月26日（月曜日）
　　■　役職　　　　　　　　　　　■　追加提出予定議案　
　■　議案第31号・第32号の各会派態度表明
　　■　特別委員会設置の動議　　　■　議事日程及び進行順序
　　■　常任委員会・議会運営委員会特定事件継続調査事項（案）
　　■　委員会の担当係長及び委員会室
　　■　議会運営
◆議会側
　　■　正副委員長の互選　　　　　■　新旧正副委員長の事務引継ぎの実施について
６月３日（火曜日）
　　■　平成20年第2回定例会の招集
　　■　提出予定議案　
　　■　会期及び会期中の日程　　　■　議会運営委員会に提案する意見書等　
　　■　一般質問の通告期限　　　　■　陳情
　　■　本会議における討論通告書の提出期限
　　■　議会運営
◆議会側
　　■　崇文区訪問に関する友好交流代表団の選出
6月10日（火曜日）
　　■　陳情について　　　　　■　一般質問の順序　　　　　■　委員会の開催予定　　　　
　　■　議会運営
◆区　側　　　■　平成19年度各会計決算総括
◆議会側　　　■　「議員派遣の件」
6月17日（火曜日）
　　■　追加提出予定議案　　　　  ■　議事日程及び進行順序
　　■　意見書等　　　　　　　　　■　諮問（人権擁護委員候補者の推薦）
　　■　議会運営
◆議会側
　　■　議員表彰　　　　　　　　　■　議長会の要望活動　　　　　　　　　　　　　　
　　■　平成19年度10月～3月分政務調査費収支報告書に係る議長調査票
6月19日（木曜日）
　　■　議事日程及び進行順序　　　■　諮問（人権擁護委員候補者の推薦）に対する賛否
　　■　意見書案　　　　　　　
　　■　議会運営
◆議会側　　　■　崇文区訪問に関する友好交流代表団の選出　　　　　
6月26日（木曜日）
　　■　追加提出予定議案　　　　
　　■　議会運営
◆議会側　　　■　議長会の要望活動
6月30日（月曜日）
　　■　追加提出議案に対する賛否　　　■　動議提出　　　■　議事日程及び進行順序
　　■　議会運営
◆議会側　　　■　議長会の要望活動

議会運営委員会

都市環境委員会

生活福祉委員会

生活福祉委員会
4月 9日（水曜日） 
　　■　目黒区立平町老人いこいの家改築及び大岡山学童保育クラブ新築工事実施設計（案）
　　■　平成 20年度まちづくり活動助成審査結果
　　■　戸籍法及び住民基本台帳法の一部改正
　　■　平成 20年度健康推進課健（検）診事業
　　■　保健所使用料の改定
　　■　妊婦健康診査公費負担の拡充
　　■　麻しん・風しん予防接種の対象者拡大
4月 28日（月曜日）
【視察：ひがしやまホーム(特別養護老人ホーム東山、東山高齢者在宅サービスセンター、
東山在宅介護支援センター）】
　　■　後期高齢者医療制度の通称名｢長寿医療制度｣の使用に係る対応
　　■　平成 21年度における高齢者関係組織を中心とした組織改正方針
　　■　平成 20年度の介護予防事業
5月 14日（水曜日）
　　■　「第 32回目黒区民まつり」及び「平成 20年度目黒区民作品展」の日程　　　

　　■　目黒区特定健診の受診券送付の遅れについて
　　■　目黒区介護保険事業計画改定の基礎資料のための調査及び目黒区高齢者の生活に関する調査
　　■　目黒区立平町老人いこいの家改築及び大岡山学童保育クラブ新築工事実施設計案説明会の実施結果
　　■　区有施設におけるアスベスト含有吹き付け材の再調査の結果と対策
　　■　目黒本町一丁目障害福祉施設等（仮称）新築工事基本構想素案
　　■　生活保護の医療扶助における後発医薬品の使用促進
5月 26日（月曜日）
　　■　正副委員長の互選
6月 11日（水曜日）
　　■　目黒区立住区会議室指定管理者運営評価結果・指定管理者制度実施方針（案）
　　■　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・指定管理者
　　制度実施方針（案）
　　■　社会福祉法人目黒区社会福祉事業団の経営改善計画の進捗状況（案）
　　■　高齢福祉施設及び障害福祉施設指定管理者運営評価結果・指定管理者制度実施方針（案）
　　■　高齢者センターの事業の見直し及び指定管理者制度の導入
6月 20日（金曜日）
　　■　議案審査
　　■　平成 20年度介護基盤整備補助事業に係る事業者の募集等
　　■　第 45 回目黒区商工まつり
　　■　区内中小企業の景況及び倒産状況
　　■　目黒区消費生活環境整備推進会議提言
　　■　長寿医療制度（後期高齢者医療制度）における保険料の軽減
6月 23日（月曜日）
　　■　陳情審査
　　■　目黒区中小企業センター及び目黒区勤労福祉会館指定管理者募集要項
　　■　住区センター受付ポストの廃止
　　■　平成 19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書
　　■　目黒区高齢者センター指定管理者制度実施方針（案）
　　■　目黒区高齢者センター指定管理者募集要項（案）
　　■　被保護者の次世代育成支援
　　■　飲食店の食事による食中毒の発生

請願・陳情はいつでも、どなたでも出せます。

問い合わせ先

区議会事務局議事・調査係　☎5722-9414

  請願・陳情の提出方法
　区政に関する事柄等について、区民の皆さんが直接、区議会に要望できる制度です。
　請願には議員の紹介が必要です。議員の紹介がない場合は陳情となりますが、目黒区議会では請願と同
様に処理いたします。
　受付は常時行っていますが、定例会の会期中の委員会で審査するためには、事務の手続き上、会期の約
１週間前（区役所が休みの日を除く）までに提出していただいています。この締切日は、めぐろ区議会だより・
めぐろ区報・目黒区議会ホームページでお知らせしています。
　請願・陳情を提出するときは、下記のように次の事項を文書（邦文）で書き、印鑑を押印してください。
①請願・陳情は、文書（邦文）で提出してください。
②件名、趣旨、事項を書いてください。
③提出年月日、請願・陳情者の住所、氏名を記入の上、押印してください。数人連署の場合は、それぞれ
住所、氏名を記載し押印した署名簿を作成してください。
④陳情の場合は、紹介議員は必要ありません。
　請願・陳情は直接提出していただくことを原則としています。郵送によるものは審議しないことがあります。
９月の第３回定例会で新しく請願・陳情の審議を希望される場合は、８月２８日（木）正午までに提出してください。

  請願・陳情の審査方法
　提出された請願・陳情は、その内容により所管する委員会で審査を
行い、議会として賛成できるものは「採択」、賛成できないものは「不採
択」とします。なお、引き続き審査すべきと判断した場合は「継続審査」
とします。
　審査の結果、採択されると、区議会では区長に請願・陳情書を送
付します。そして、その処理の経過や結果についての報告を求めるこ
とができます。
　また、区以外の関係機関には意見書や要望書を提出し、その実現
に努力するよう求めます。

最 近 の 委 員 会 の 主 な 議 題最 近 の 委 員 会 の 主 な 議 題 最 近 の 委 員 会 の 主 な 議 題 （平成20年4月から6月まで）最 近 の 委 員 会 の 主 な 議 題最 近 の 委 員 会 の 主 な 議 題

　　■　目黒区立駒場公園茶室、和室指定管理者運営評価結果
　　■　目黒区立駒場野公園ディキャンプ場指定管理者運営評価結果
　　■　ポニー園指定管理者運営評価結果
　　■　区営住宅等指定管理者運営評価結果
　　■　目黒区立エコプラザ指定管理者運営評価結果
　　■　三田フレンズ指定管理者制度実施方針（案）
　　■　公共駐車場指定管理者制度実施方針（案）
　　■　自転車等駐車場指定管理者制度実施方針（案）
　　■　ポニー園指定管理者制度実施方針（案）
　　■　目黒区営住宅等指定管理者制度実施方針（案）
　　■　目黒区立エコプラザにおける指定管理者制度実施方針（案）
　　■　ふぇすた環境 in 目黒 2008 の開催
6月 20日（金曜日）
【視察：大岡山一丁目、中央町二丁目、中町一丁目、下目黒二丁目、三田一丁目】
　　■　議案審査　　　　　　■　三田フレンズ指定管理者募集要項（案）
　　■　目黒区立自転車等駐車場指定管理者募集要項（案）
　　■　ポニー園指定管理者募集要項（案）
　　■　目黒区営住宅等指定管理者募集要項（案）
　　■　目黒区立エコプラザ指定管理者募集要項（案）
　　■　「目黒区景観計画策定に向けて　中間まとめ」
　　■　目黒線洗足駅前広場・自転車駐車場新設事業に関する説明会の結果
　　■　雨水流出抑制施設等設置助成制度の創設
　　■　池尻大橋駅北口駐輪場（仮称）及び目黒川緑道（仮称）整備（案）
　　■　耐震改修工法等の展示会及び相談会の開催
　　■　分譲マンション等実態調査　　　　　
6月 23日（月曜日）
　　■　陳情審査
　　■　清掃負担の公平・役割分担のあり方
　　■　区別持込ごみ量の把握等に係るごみ量精度向上策
　　■　東京 23区推奨ごみ袋認証制度の廃止
　　■　3Ｒ推進キャンペーン

プレイルーム（めぐろ学校サポートセンター）

4月9日（水曜日）
　　■　子どもの安全ハンドブック」の配布　　　　　  ■　授業力の高い教師の表彰制度の実施
　　■　学校運営協議会委員の委嘱　　　　　　　■　健康教育推進校の指定
　　■　興津健康学園廃園後の跡施設活用の方向　■　平成20年度学校評議員の委嘱
　　■　平成20・21年度青少年委員の委嘱          ■　平成20・21年度体育指導委員の委嘱
　　■　平成20年度学童保育クラブ入所状況
　　■　目黒区立平町老人いこいの家改築及び大岡山学童保育クラブ新築工事実施設計（案）
　　■　認証保育所の設置
5月14日（水曜日）
　　■　小中学校等へのAED設置　　　　　　　　　■　幼児教育公私懇話会の発足
　　■　目黒区における宿泊型体験学習の今後のあり方
　　■　学校施設におけるアスベスト含有吹き付け材の再調査の結果と対策
　　■　平成20年度目黒区立小・中学校移動教室の実施
　　■　平成21年度使用目黒区立小学校教科用図書の採択
　　■　放課後フリークラブの実施
　　■　目黒区立上目黒一丁目保育園（仮称）新築工事基本構想素案
　　■　目黒区立祐天寺保育園改修工事
　　■　目黒区立平町老人いこいの家改築及び大岡山学童保育クラブ新築工事実施設計案説明会の実施結果
　　■　子どもの権利擁護委員制度の相談実績
　　■　平成19年度目黒区虐待通報件数
5月26日（月曜日）
　　■　正副委員長の互選
6月9日（月曜日）
【視察：めぐろ学校サポートセンター・めぐろ歴史資料館】
　　■　目黒区文化ホール及び目黒区美術館の指定管理者運営評価結果（平成19年度分）
　　■　目黒区文化ホール及び目黒区美術館における平成21年度からの指定管理者制度の実施（案）
　　■　母子生活支援施設の指定管理者運営評価結果（平成19年度分）
　　■　目黒区立母子生活支援施設指定管理者制度実施方針（案）
　　■　目黒区めぐろ学校サポートセンター開所式典
6月20日（金曜日）
　　■　議案審査
　　■　モレノバレー教育学区との中学生海外交流事業の終了
　　■　平成20年度児童生徒数・学級数
　　■　平成19年度放課後フリークラブの実施状況
　　■　「目黒区子ども読書活動推進のための方針」の見直し
　　■　目黒区文化ホール指定管理者公募の概要（案）
　　■　めぐろ子ども見守りメール（学校緊急情報連絡システム）の登録状況等
　　■　平成20年度の教育開発校
　　■　平成19年度目黒区立学校に
　　おける不登校及びいじめの状況
　　■　平成19年度目黒区立学校卒業生
　　の進路状況
6月23日（月曜日）
　　■　陳情審査
　　■　目黒区社会教育委員の委嘱
　　■　平成20年度林間学園・
　　臨海学園の実施
　　■　東山公園拡張予定地における
　　発掘調査の実施
　　■　学校標準給食費の改定


