
　　　

第 216号め ぐ ろ 区 議 会 だ よ り （ 6 ）平成 21年 10月 31日

（平成２１年７月から９月まで）最 近 の 委 員 会 の 主 な 議 題  

常任委員会
企画総務委員会

７月８日（水曜日）
■　第２９次地方制度調査会答申
■　事故処理結果
■　訴訟事件の報告
■　目黒区ＤＶ被害者に対する生活支援の実施
■　契約報告（５件）
■　目黒区登録業者の指名停止措置

８月２５日（火曜日）
■　平成２１年度都区財政調整当初算定結果
■　目黒区公式携帯サイトの開設
■　第４１回目黒区世論調査単純集計結果概要
■　訴訟事件の報告（２件）
■　契約報告（５件）
■　目黒区登録業者の指名停止措置
■　繁華街等における体感治安改善事業の実施
■　平成２１年度目黒区総合防災訓練実施内容の変更
■　東京都議会議員選挙結果
■　衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査執行計画（概要版）　

９月９日（水曜日）
■　議案審査
■　平成２１年度「区民と区長のまちづくり懇談会」の開催
■　平成２１年度区政功労者表彰式の概要
■　契約報告（６件）
■　衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の結果

９月１０日（木曜日）
【視察：洗足一丁目】
■　陳情審査

９月１１日（金曜日）
■　議案審査（補正予算）

生活福祉委員会

７月８日（水曜日）
■　東京都後期高齢者医療広域連合議会議員選挙の結果
■　目黒区立東山小学校校舎改築等基本構想案に関する説明会等の実施結果
■　区内共通商品券プレミアムセール（第二回）の実施
■　めぐろ観光まちづくり協会
■　新たな地域包括支援センターの運営状況
■　目黒区立住区会議室指定管理者運営評価結果
■　目黒区区民斎場指定管理者運営評価結果
■　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
■　平成２０年度高齢福祉施設、障害福祉施設の指定管理者運営評価結果

７月２１日（火曜日）
【視察：ワークサポートめぐろ、しいの実社、コーポ平町、下目黒福祉工房、駒場苑】

８月５日（水曜日）
■　定額給付金給付事業の実施状況
■　平成２１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
■　平成２１年度敬老のつどいの開催
■　女性特有のがん検診推進事業の実施
■　平成２１年度転地療養事業（サンスクール）の中断
■　ＤＴ２期（ジフテリア・破傷風二種混合）予防接種記録票の誤記載

９月２日（水曜日）
■　平成２２･２３年度長寿医療制度保険料率
■　平成２１年度後期健康福祉部の事業予定
■　目黒区立中央町二丁目障害福祉施設及び児童厚生施設（仮称）改修工事実施設
　計の一部変更

９月９日（水曜日）
■　議案審査
■　平成２１年第二回臨海部広域斎場組合議会定例会等
■　第４６回目黒区商工まつりの実施結果
■　区内共通商品券プレミアムセールの実施結果
■　高齢者見守り事業のモデル実施

９月１０日（木曜日）
■　陳情審査

都市環境委員会

７月８日（水曜日）
【視察：（仮称）目黒区営青葉台一丁目アパート上棟、東山公園拡張整備用地】
■　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
■　ポニー園指定管理者運営評価結果
■　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
■　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
■　駒場公園茶室、和室指定管理者制度実施方針（案）
■　駒場野公園ディキャンプ場指定管理者制度実施方針（案）

都市環境委員会

■　目黒本町五丁目地区地区計画等の原案
■　平成２１年度地籍調査事業の実施
■　東山公園拡張整備（素案）説明会の結果等
■　ふぇすた環境ｉｎ目黒２００９の実施結果

８月５日（水曜日）
■　「住宅用新エネルギー及び省エネルギー機器設置に対する助成事業」の結果
■　目黒区立目黒エコプラザの臨時開館
■　平成２０年度目黒区のごみ量・資源回収量
■　（仮称）目黒区景観計画（原案）についてのパブリックコメントに対する区の考
　え方
■　目黒区立中町二丁目公共駐車場の廃止に関する近隣住民説明会の結果
■　目黒線洗足駅前広場等の整備
■　大橋一丁目駐輪場（仮称）整備（案）
■　みどりの条例改正の考え方（案）
■　耐震フェアの開催
■　区民住宅高額滞納者への対応

９月９日（水曜日）
■　議案審査
■　大橋一丁目公園（仮称）等整備基本設計（素案）
■　下目黒三丁目防災まちづくり用地（旧薬師湯跡地）活用に係る基本設計案
■　工事報告「道路整備工事（自由が丘一丁目先）」
■　東急目黒線連続立体交差事業に伴う補償の継続
■　区民住宅高額滞納者への対応
■　めぐろの環境（環境報告書）平成２１年度概要版
■　めぐろエコ・ヘルシー大使による啓発事業の実施

９月１０日（木曜日）
【視察：洗足一丁目、大橋ジャンクション】
■　陳情審査

文教･子ども委員会

７月８日（水曜日）
■　目黒区興津ネイチャースクール（仮称）改修工事実施設計（案）
■　目黒区美術館の臨時開館
■　目黒区立東山小学校校舎改築等基本構想案に関する説明会の実施結果
■　平成２１年度目黒区立学校教育開発校
■　平成２０年度「児童・生徒の学力向上を図るための調査」（東京都）の結果
■　平成２１年度林間学園・臨海学園の実施
■　中央町児童館運営委託事業者の募集
■　目黒区中町二丁目保育園（仮称）設置運営事業者募集
■　賃貸物件による認可保育所・認証保育所整備のための開設事業者募集

７月１３日（月曜日）
【視察：東山小学校、碑小学校、原町小学校、下目黒小学校、田道小学校】

７月１６日（木曜日）
【視察：第三中学校、鷹番小学校、目黒中央中学校、第四中学校、東根小学校、
第十一中学校】

７月２２日（水曜日）
【視察：大田区立館山さざなみ学校、塩見臨海学園】

８月５日（水曜日）
■　目黒区文化ホール及び目黒区美術館指定管理者の平成２０年度運営評価結果
■　目黒区立体育施設指定管理者の平成２０年度運営評価結果
■　目黒区立母子生活支援施設指定管理者運営評価結果
■　目黒区立目黒保育園指定管理者運営評価結果
■　平成２２年度隣接学校希望入学制度の実施
■　平成２２年度使用目黒区立中学校教科用図書の採択結果
■　平成２１年度目黒区学力調査実施結果の概要
■　目黒区児童・生徒の携帯電話使用等に関する啓発活動
■　目黒区立目黒区民センター屋内プールの臨時休場
■　興津ネイチャースクール（仮称）改修工事実施設計（案）の地元説明会実施結果
■　インフルエンザによる林間学園の一部延期実施

８月１８日（火曜日）
■　平成２１年度ランドセルひろばの実施
■　平成２１年度目黒区立図書館の蔵書点検に伴う臨時休館
■　子育て応援特別手当の実施状況
■　目黒区立中町二丁目公共駐車場廃止後の民間事業者による認可保育所の整備
　に関する説明会の結果

【開催日時】
11月18日（水）１２：３０～１６：００
　　　19日（木）１０：００～１６：００
　　　20日（金）１０：００～１６：００
主催：目黒区議員美術同好会　協賛：目黒区議員文化会

【 会　場 】
目黒区総合庁舎５階　区議会第一会議室

【問合わせ先】
区議会事務局庶務係　☎５７２２－９４１３

議　　員　　写　　真　　展
芸術の秋、議員写真展が開かれます。
回を重ねて21回目となった今年の写真展のテーマは「四
季折々」です。議員活動の合間をぬって撮影したもので、
毎年秋に作品を発表しています。今年も目黒区議会議員
等の力作が展示されますので、どなた様もお気軽に足を
お運びください。 昨年の写真展

平成 21年 10月 31日（ 7 ）め ぐ ろ 区 議 会 だ よ り第 216号

（平成２１年７月から９月まで）最 近 の 委 員 会 の 主 な 議 題

文教･子ども委員会

９月９日（水曜日）
■　議案審査
■　教育委員会所管施設の文教・子ども委員会視察における質疑等
■　自然宿泊体験事業の実施
■　めぐろアートウィーク実施事業（案）
■　インフルエンザの流行に伴う対応状況
■　平成２１年度全国学力・学習状況調査結果

９月１０日（木曜日）
【視察：中根小学校（特別支援学級 )】 
■　平成２１年度全国学力・学習状況調査結果
■　第９回めぐろスポーツまつりの実施
■　目黒区立中央町保育園増築・改修工事
■　特別支援学級（中根小学校）の整備状況

議会運営委員会

７月２３日（木曜日）
■　議会運営（区側）

●　東京法務局目黒出張所の統廃合　
■　議会運営（議会側）

●　平成２０年度後期分（１０月から３月）政務調査費収支報告書に係る議長の調
査結果
●　検討要望事項
●　平成２１年度補正２号予算要求資料　　 

■　期末手当（６月）に係る源泉徴収所得税の過徴収
■　地方議会議員年金制度

８月２1日（金曜日）
■　平成２１年第３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
■　決算特別委員会の設置及び正副委員長の選出
■　本会議における討論通告書の提出期限
■　議会運営（区側）

●　東京法務局目黒出張所の統廃合計画
●　平成２１年度目黒区各会計補正予算案
●　平成２１年度都区財政調整当初算定結果
●　平成２０年度決算における目黒区の健全化判断比率
●　崇文区政府代表団の目黒区訪問

■　議会運営（議会側）
●　地方議会議員年金制度講演会の実施
●　平成２１年第１回東京都後期高齢者医療広域連合議会臨時会等の報告

８月３１日（月曜日）
■　陳情
■　一般質問
■　委員会の開催予定
■　議会運営（区側）

●　平成２１年度区政功労者表彰式の概要　　
■　議会運営（議会側）

●　目黒区議会委員会条例等の改正

議会運営委員会

９月４日（金曜日）
■　議案の送付の取り下げ
■　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）
■　決算特別委員会の設置及び正副委員長の候補者

９月８日（火曜日）
■　追加提出予定議案
■　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（区側）

●　平成２２年度行財政運営基本方針
●　平成２０年度特別区・目黒区普通会計決算

■　議会運営（議会側）
●　政務調査費に係る日程
●　区議会議員への緊急報配信の取り扱い

９月２８日（月曜日）
■　追加提出予定議案
■　地方自治体の事業執行に支障が生じないよう求める意見書案

９月３０日（水曜日）
■　追加提出議案（意見書）
■　討論通告
■　議事日程及び進行順序
■　その他

●　議会図書室の図書の整理

特別委員会
公共施設整備・まちづくり調査特別委員会

７月１０日（金曜日）
■　中目黒駅周辺地区整備構想改定の進め方

７月２４日（金曜日）
■　情報提供

８月７日（金曜日）
■　国道 246 号の歩行者横断デッキ（国道部）の整備

９月１日（火曜日）
■　情報提供

９月１４日（月曜日）
【視察：上目黒一丁目地区再開発事業地】

■　自由が丘銀座会ブールバール街建築協定の認可
■　情報提供

決算特別委員会

９月８日（火曜日）
■　正副委員長の互選

９月１５日（火曜日）から９月２５日（金曜日）（土日祝日を除く）
■　議案審査

地方自治体の事業執行に支障が生じないよう求める意見書

　国においては、本年５月、わが国が直面している未曾有の経済危機を克服する

とともに、国民生活の安心を確保し、未来の成長につなげるため、平成21年度補

正予算が成立している。この中には、地方に関連するものとして、地域医療再生

対策事業など地方自治体に交付される15の基金、地域活性化・公共投資臨時交

付金、地域活性化・経済危機対策臨時交付金等が計上されている。

　これを踏まえ、目黒区においても、本年６月、補正予算を編成するとともに、基

金を活用した事業などについても、今後、確実に実施していくことにより、経済対

策の実効性を高め、直面する危機を打破し、安心と希望にあふれた目黒の実現に

資することとしている。

　現在、国においては、平成21年度補正予算の執行について、凍結あるいは見直

しの動きがみられるが、仮に、前政権の政策を見直し、予算配分の力点を変える

場合であっても、各地方自治体における事業の円滑な執行に配慮することは、国

が果たすべき責任である。

　よって、目黒区議会は、国会及び政府に対し、平成21年度補正予算によって地

方自治体が進める事業の執行に支障を生じさせることがないよう強く要請する。

　以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出いたします。

　平成21年9月30日　　　　　　　　　　　目黒区議会議長　今井　れい子

衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣あて

「新型インフルエンザ感染拡大防止」に関する意見書

　世界的に感染が拡大している「新型インフルエンザ」が、国内においても感染の
拡大が続き感染者の死亡も確認された現在、本格的な流行が既に始まったと考え
られます。秋から冬に懸念される大流行に備え、国民一人一人が感染防止の対策を
とるよう心掛けていかなければなりません。国としても今後予想される地域での感
染拡大に対し、予防対策としてワクチンの確保及び安全性の確認などの、万全の対
応が引き続き求められています。
　よって、目黒区議会は国会及び政府に対し、「新型インフルエンザ感染拡大防止」
について、下記の事項の実施を求めます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　記
１　新型インフルエンザの流行によって増加する重症患者、入院を要する患者に対し
て、入院病床や人工呼吸器などの、医療機器の不足が生じないよう確保に努めるこ
と。特に入院病床については、二次保健医療圏域等を基本に地域医療体制の強化
に取り組むこと。
２　大流行を防止するためにも、新型インフルエンザワクチンをできるだけ早期に、
充分量供給できるように努め、接種にあたっては、低所得者層等への負担軽減策を
講じること。またワクチンの接種開始にあたっては、ワクチンの安全性について十
分な検証を行うこと。
３　ウイルスの性状を監視し、毒性の変化、薬剤への耐性等が見られた場合には、速
やかに対策を講じるとともに、国民への適切な情報提供を行うこと。
４　感染拡大防止のため、医療保険未加入者など保険証を持たない国民が、経済的
負担などから受診抑制しないよう対策を講じること。

　以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出いたします。

　平成21年9月30日　　　　　　　　　　　　目黒区議会議長　今井　れい子
 
衆議院議長　参議院議長　内閣総理大臣　厚生労働大臣あて

意　　見　　書


