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企画総務委員会

7月14日（水曜日）
▪平成22年度名誉区民顕彰式
▪訴訟事件の報告（３件）
▪気仙沼市との友好都市提携
▪子どもたちの人権メッセージ発表会の開催
▪契約報告（４件）
▪目黒区登録業者の指名停止措置
8月30日（月曜日）
▪芸術文化・スポーツ行政の区長部局移行に向けた執行体制等整備の考え方（案）
▪区長と教育委員会の職務権限の変更及び今後の組織編成の考え方
▪平成22年度都区財政調整当初算定結果
▪第42回目黒区世論調査単純集計結果概要
▪平成22年度「区民と区長のまちづくり懇談会」の開催
▪事故処理結果（２件）
▪韓国ソウル特別市中浪区(チュンナング)からの友好交流要望
▪契約報告（７件）
▪目黒区登録業者の指名停止措置
▪平成22年７月11日執行参議院議員選挙の結果
9月10日（金曜日）
▪議案審査
▪平成22年度協働事業提案の選定結果
▪「都区のあり方検討委員会」の検討状況
▪平成22年度名誉区民顕彰及び区政功労者表彰式の概要
▪契約報告
▪平成22年度　選挙啓発シンポジウム
9月13日（月曜日）
▪陳情審査
9月14日（火曜日）
▪議案審査（補正予算）

決算特別委員会

9月9日（木曜日）
▪正副委員長の互選
9月16日（木曜日）～9月27日（月曜日）（土日祝日を除く）
▪議案審査

7月9日（金曜日）
▪気仙沼市との友好都市提携について
▪平成21年度後期（10月～３月）分政務調査費収支報告書に係る議長の調
査結果について
▪平成22年度補正１号予算要求資料について
8月10日（火曜日）
▪韓国ソウル特別市中浪区からの友好交流要望について
▪平成22年度百歳以上長寿者訪問事業について
▪東京都後期高齢者医療広域連合議会の報告について
▪平成21年度後期（10月～３月）分政務調査費収支報告書に係る議長の調
査結果（修正）
▪地方議会議員年金について
▪検討事項について
8月24日（火曜日）
▪平成22年第３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
▪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
▪芸術文化・スポーツ行政の区長部局移行に向けた執行体制等整備の考え方
（案）について
▪平成22年度各会計補正予算第１号（案）について
▪平成21年度決算に基づく健全化判断比率について
▪平成22年度財政調整当初算定結果について

議会運営委員会

8月31日（火曜日）
▪陳情について
▪一般質問の順序について
▪平成22年度名誉区民顕彰及び区政功労者表彰式の概要について
▪追加提出予定議案（議員提出）について
▪検討事項について
9月7日（火曜日）
▪追加提出議案（議員提出）について
▪委員会の開催予定について
▪意見書(案)について
▪諮問（人権擁護委員候補者の推薦）について
▪決算特別委員会の設置及び正副委員長の候補者について
▪平成23年度行財政運営基本方針について
▪平成23年度当初予算編成日程について
▪平成21年度特別区・目黒区普通会計決算について
▪政務調査費に係る日程について
9月9日（木曜日）
▪議事日程及び進行順序について
▪諮問（人権擁護委員候補者の推薦）に対する賛否について
▪意見書案について
▪質問通告について
9月15日（水曜日）
▪陳情審査
▪検討事項について　
9月30日（木曜日）
▪討論通告について
▪議事日程及び進行順序について

議会運営委員会都市環境委員会

7月14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
▪ポニー園指定管理者運営評価結果
▪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
▪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
▪平成22年度地籍調査事業の実施
▪自由が丘駅前広場整備工事に伴う工事説明会の結果
▪区営住宅入居者募集（あき家）
▪区民住宅入居者追加募集（あき家）
▪「平成22年度目黒区住宅用新エネルギー及び省エネルギー機器設置費助成
（前期募集分）」の申請状況
▪目黒区環境学習推進計画の改訂
▪平成22年度「打ち水大作戦」実施
▪平成21年度目黒区のごみ量と資源回収量
▪事業系ごみの排出実態調査の実施
8月9日（月曜日）
▪目黒通り沿道の景観形成への取組み
▪三田フレンズ２階集会室の今後の方向性
▪駒場東大前駅地区駐輪場改修に伴う利用の休止等
▪耐震フェアの開催
▪住宅政策審議会からの「建議」
▪区営南一丁目アパートの耐震補強工事
▪区民住宅使用料等の債権放棄
▪上目黒一丁目旧国鉄清算事業団宿舎跡地開発に係わる中間報告回答の考え
方
▪目黒区立目黒エコプラザの臨時開館
▪平成23年度以降の最終処分委託料の改定
9月10日（金曜日）
▪工事報告｢目黒区立駒場東大前東大口駐輪場他２箇所改修工事」
▪工事等委託報告「都立大学駅前電線類地中化事業における既存ストックを
活用した電線共同溝工事等委託」
▪原町一丁目ひろば（仮称）の名称及び開園
▪目黒区立五本木東児童遊園の整備計画（案）
▪工事報告「東山公園拡張整備工事（２期）及び貯水槽・防災トイレ設置工事」
▪平成22年度みどりのまちなみ賞の実施
▪借上型高齢者福祉住宅の対象物件候補
▪中目黒駅周辺地区整備構想改定の中間報告（案）
9月13日（月曜日）
▪陳情審査
▪目黒駅周辺地区整備構想策定に向けた取組み
▪自由が丘サンセットエリア地区計画（案）の公告・縦覧等
▪めぐろの環境（環境報告書)平成22年度版
▪平成22年度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
事業の実施（後期募集分）

文教・子ども委員会

文教・子ども委員会

生活福祉委員会

7月12日（月曜日）
【視察：油面小学校、大岡山小学校、八雲小学校、宮前小学校、第十中学校】
7月14日（水曜日）
【視察：第一中学校、第七中学校、向原小学校、目黒中央中学校、中目黒小学校】

7月14日（水曜日）
▪平成22年国勢調査の概要
▪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21年度高齢福祉施設、障害福祉施設の指定管理者運営評価
▪目黒区立目黒本町福祉工房指定管理者制度の実施方針（案）及び指定管理
者募集要項（案）

7月28日（水曜日）
【視察：認知症グループホームひかり、心身障害者センターあいアイ館、
スマイルプラザ中央町】

8月11日（水曜日）
▪平成22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
▪地域活動団体登録制度の改正案概要
▪目黒区産業振興ビジョン改定素案
▪「見守りめぐねっと」キャラクター名の選定結果
▪「介護者の会」立ち上げ・運営支援事業の実施
▪平成22年度百歳以上長寿者訪問事業
▪高齢者福祉住宅「コーポみずなか」へのＬＳＡ派遣
▪平成22年度敬老のつどいの開催
▪区立第４特別養護老人ホーム基本構想策定時期
9月10日（金曜日）
▪議案審査
▪平成22年第二回臨海部広域斎場組合議会定例会
▪芸術文化・スポーツ行政の区長部局移行に向けた執行体制等整備の考え方（案）
▪第47回目黒区商工まつりの実施結果
▪平成22年度目黒区都市型軽費老人ホーム整備事業候補者の募集
▪東急大井町線　緑が丘駅の昇降機設置工事
9月13日（月曜日）
▪陳情審査
▪健康めぐろ21（平成23～ 27年度）素案
▪日本脳炎定期予防接種２期の接種再開および１期未接種者に対する経過措
置への対応
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あて先・問い合わせ
〒153ー 8573　目黒区上目黒2ー 19ー 15

区議会事務局広報係
電話03ー 5722ー 9415

E-Mail：kugikai01@city.meguro.tokyo.jp

表紙の写真を公募します

芸術の秋、議員写真展が開かれます。
回を重ねて22回目となった今年の写真展のテーマは、【食】です。
議員活動の合間をぬって撮影したもので、毎年秋に開催しています。
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。

【開 催 日 時】　11月16日（火）　　　　　　　12：30～ 16：00
　　　　　　　　　　 17日（水）～19日（金）10：00～ 16：00
【会　　　　場】　目黒区総合庁舎５階　区議会第１会議室
【問い合わせ先】　区議会事務局庶務係　電話5722-9413
主　催：目黒区議員美術同好会　　協賛：目黒区議員文化会

あなたの写真で一面を飾りませんか。

議 員 写 真 展

7月15日（木曜日）
【視察：不動小学校（ふどう幼稚園）、月光原小学校（げっこうはら幼稚園）】
7月16日（金曜日）
【視察：興津自然学園】
7月21日（水曜日）
▪興津自然学園竣工に係る文教・子ども委員会視察における質疑
▪目黒区立体育施設指定管理者の平成21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
▪保育園給食調理業務委託化実施２園の選定
▪目黒区立目黒保育園指定管理者運営評価結果
7月26日（月曜日）～27日（火曜日）
【視察：北軽井沢林間学園、八ヶ岳林間学園】
８月３日（火曜日）
【視察：蓮美幼児学園祐天寺ナーサリー、コビープリスクールかみめぐろ、上目
黒保育園、アスクやくも、めぐろ区民キャンパスレストラン、中央町児童館、
中目黒駅前保育園】

8月20日（金曜日）
▪目黒区文化ホール及び目黒区美術館指定管理者の平成21年度運営評価結果
▪「区立幼稚園見直しの基本的方向について」に関する説明会実施結果
▪平成23年度隣接学校希望入学制度の実施
▪平成23年度使用目黒区立小学校教科用図書の採択結果
▪平成22年度目黒区学力調査実施結果の概要
▪平成22年度目黒区立図書館の蔵書点検に伴う臨時休館
9月10日（金曜日）
▪議案審査
▪「区立幼稚園見直しの基本的方向について」に関する説明会（8月28日）実施
結果

▪区立幼稚園２園の閉園・廃園時期（案）
▪目黒区立北軽井沢林間学園の廃園及び臨時休園
▪区長と教育委員会の職務権限の変更及び今後の組織編成の考え方
▪芸術文化・スポーツ行政の区長部局移行に向けた執行体制等整備の考え方（案）
▪インフルエンザの流行に伴う対応状況
▪中学校連合体育大会の会場変更
▪第10回めぐろスポーツまつりの実施
▪目黒区立目黒区民センター屋外プールの臨時開場
9月13日（月曜日）
▪陳情審査
▪中根学童保育クラブ（仮称）運営委託事業者の募集受付期間の延長
▪保育園給食調理業務委託実施２園の保護者説明会実施結果


