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＜区外利用者に別料金を＞
施設使用料を値上げしたが、維持管理
費の8割近くに区民の税金を充当する。

（１）体育施設やプールの利用等に、区民
と区外利用者で別料金を設定せよ。（２）
別料金を設ける際、利用者カードを考案
せよ。
区長　（１）区民と区外利用者の負担の公
平性にも配慮する必要があり、今後検討
していく。（２）区民であることの確認方
法をどうするか、利用者カードの活用等
も含め検討していく。
＜保育園改築で定員増を＞

（１）老朽化した上目黒、中目黒、東山保
育園を改築し、定員増を図れ。（２）改築
後は、民間活力を活かせ。
区長　（１）改修･改築の際には、可能な
限りの定員数の拡大を図っていく。（２）

民営化の計画について平成24年度中の
策定を目指し、所管部局で議論を重ね検
討しているところである。
＜元気な高齢社会へ向けて＞

（１）高齢化が進む反面、老人クラブの加
入者は減少している。クラブを活性化す
る方策とアイデア募集を問う。（２）25カ
所の老人いこいの家について、介護予防
の場として利用拡大を図れ。さらに、夜
間も有効活用せよ。
区長　（１）活性化の方策等について老
人クラブ連合会と引き続き協議を行う。
（２）老人いこいの家は、趣味や健康・介
護等の講習会など多様な目的で利用され
ており、今後も有効活用を図っていく。
夜間等の貸し出しは利用率が低いため、
周知方法等を検討する。

保育園改築で定員増と民営化
元気な高齢社会へ向けて

刷新めぐろ　鴨志田 リエ　議員

＜予算削減の影響＞
（１）予算の削減で、個別施策への影響評
価はどうなっているか。（２）来年度予算
編成に向け、現方針を継続するのか、軌
道修正するか。（３）東山小学校改築や、
防災施策等の重要施策の繰り上げ実施に
ついて問う。
区長　（１）区民生活への大きな支障とい
うことは聞いていない。（２）中長期的な
財政状況の見通し等を踏まえ、平成25年
度予算編成に臨む。（３）実施計画事業は
実施計画改定素案の中で、緊急かつ優先
的に取り組むべき課題は、平成25年度予
算編成で明らかにする。
＜いじめ撲滅＞

（１）大津市いじめ事件から何を読み取
るか。（２）7月の東京都の緊急いじめ調
査結果を踏まえての判断結果はどうか。

（３）いじめ撲滅や予防のため、目黒区は
独自に対策せよ。
教育長　（１）他自治体の対応であるた
め、見解は差し控える。（２）いじめ認知
は小中学校の合計24件。解消に向けた学
校の取り組みを指導していく。（３）「いじ
め問題を考えるつどい」を充実し、発生
時の迅速な解決に取り組む。

＜通学路の安全対策＞
文部科学省の緊急合同点検や、道路管理
者との「学校通学路点検」の結果を踏ま
え、どのように安全対策を行うのか。
教育長　各学校では、危険箇所について
PTA、警察、道路管理者と連携した「合
同点検」を実施した。今後ハード･ソフト
両面で安全対策に取り組む。
＜保育所待機児ゼロ＞
緊急経済対策下でも、より早く待機児童
数ゼロを目指すためには、保育政策や運
営方法の転換が必要である。（１）（ア）保
育は、福祉からサービスへ思考を変換せ
よ。（イ）区立幼稚園廃園の経験から、時
限目標を設置し、早期に着手せよ。（２） 
保育園の定員拡大など、財政再建下にお
ける、具体的な待機児解決策を示せ。
区長　（１）（ア）区営保育園の役割を再確
認しつつ、効率的な保育行政を目指して
いく。（イ）今後定める民営化計画の中で、
民営化のスケジュール等を定める予定で
ある。（２）施設整備以外にも、グループ
型小規模保育事業の拡充や、既存園の定
員拡大などさまざまな手法を検討し、待
機児童の解消に取り組んでいく。

財政再建下でも果敢に挑戦
東山小改築、いじめ撲滅へ

自由民主党目黒区議団　おのせ 康裕　議員

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24回目となった今年の写
真展のテーマは、【四季】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27日（火）12：30~16：00 

11月28日（水）~29日（木）9：00~16：00 
11月30日（金）9：00~15：00

昨年の写真展会場

【会　場】目黒区総合庁舎5階　区議会第一会議室
【問い合わせ】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

最 近 の 委 員 会 の 主 な 議 題（平成24年7月〜9 月）

都市環境委員会

7月11日（水曜日）
【視察：東京工業大学グリーンヒルズ】
・�都市整備施設指定管理運営評価
・�三田フレンズ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
・�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
・�目黒川洪水予報開始等の説明会の実施結果
・�目黒区の生物多様性地域戦略策定に向けた取組
み
・�みんなで選ぶ　めぐろのいきもの80選の実施
・�区民住宅空き家入居者随時募集
・�｢平成24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
・�古紙の集団回収一元化の実施状況

8月8日（水曜日）
【視察：中央環状品川線工事及び大橋一丁目公園（仮
称）管理棟の上棟に伴う現場確認】
・�工事報告｢三田フレンズ改修工事｣
・�目黒区三田地区店舗施設等（三田フレンズ）旧集
会室及び旧地下店舗施設改修工事説明会の開催
・�工事報告｢道路維持工事（下目黒三丁目）｣
・�大橋一丁目公園（仮称）等整備工事の進捗状況
・�平成24年度家賃助成の応募状況等
・�目黒区立目黒エコプラザの臨時開館
・�女川町災害廃棄物焼却に伴う放射線測定
・�平成23年度目黒区のごみ量と資源回収量
・�廃棄物処理手数料改定の基本的考え方

9月11日（火曜日）
・�議案審査
・�西小山街づくり整備構想案
・�東京都｢木密地域不燃化10年プロジェクト｣不燃
化特区制度先行実施地区の選定
・�目黒区駅前放置自転車クリーンキャンペーンの実
施
・�大橋一丁目公園（仮称）及びふれあい広場（仮称）
の名称
・�第29回全国都市緑化フェアTOKYOの開催と目
黒区の関連事業の実施
・�目黒区立目黒銀座児童遊園の整備計画（案）
・�耐震フェアの開催
・�平成24年度版めぐろの環境（環境報告書）の発行
・�平成24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）
・�プール水の放射性物質検査の測定結果
・�女川町災害廃棄物焼却に伴う放射線測定結果

9月12日（水曜日）
【視察：区営清水町アパート竣工確認】
・�陳情審査

文教・子ども委員会

7月9日（月曜日）
【視察：菅刈小学校、駒場小学校、東山中学校、田
道小学校、第八中学校】

7月11日（水曜日）
・�目黒区立みどりがおかこども園（仮称）整備工事
・�平成24年度自然宿泊体験教室事業実施方針に係
る各種事業等の実施
・�平成25年度保育園給食調理業務委託実施園の選
定
・�夏期の電力需給対策に伴う休日保育の実施
・�第二ひもんや保育園における一時保育の実施及
び子育てふれあいひろばの開設
・�区立保育園の民営化に関する計画の策定の進め
方
・�平成24年度目黒区学力調査実施結果の概要
・�｢めぐろ学校教育プラン｣改定の考え方と進め方

・�母子生活支援施設指定管理者運営評価結果
・�保育所指定管理者運営評価結果

7月17日（火曜日）
【視察：桜のこみち保育園、ニコニコ保育園、母子
生活支援寮「氷川荘」、中央町保育園、鷹番保育園、
第二ひもんや保育園、南保育園、油面住区センター
児童館・学童保育クラブ】

7月18日（水曜日）から7月19日（木曜日）
【視察：八ヶ岳林間学園】
7月20日（金曜日）
【視察：烏森小学校・からすもり幼稚園、第九中学校、
緑ヶ丘小学校・みどりがおか幼稚園、中根小学校、
鷹番小学校】

7月30日（月曜日）
【視察：大山千枚田、内浦山県民の森、興津自然学
園、鵜原理想郷、大原漁港】

8月8日（水曜日）
・�目黒区立こども園条例等の基本的な考え方及び
目黒区立幼稚園に係る保育料の改定等

・�平成25年度隣接小学校希望入学制度の実施
・�学童保育クラブ保育料の見直し
・�田道小学校内学童保育クラブの施設拡充等
・�認可保育園保育料の見直し
・�賃貸物件による認可保育所整備のための開設事
業者募集

・�乳児家庭全戸訪問事業の実施
9月11日（火曜日）
・�議案審査
・�統合新校の位置及び通学区域にかかる協議結果
の報告

・�平成25年度隣接中学校希望入学制度の実施　
・�大津市のいじめ問題を受けた東京都教育委員会
の緊急調査実施時点におけるいじめの状況

・�学童保育クラブ保育料見直しにおける保護者負
担軽減措置の拡充

9月12日（水曜日）
・�陳情審査
・�文部科学省主催の日韓高校生交流事業における
目黒区児童館訪問

・�田道小学校内学童保育クラブ施設拡充に係る保
護者説明会の実施結果

・�保育園給食調理業務委託実施園保護者説明会実
施結果

・�エルデ保育園（保育室）の今後の運営

議会運営委員会
7月26日（木曜日）
・�公の施設使用料の見直し方針（改定案）について
・�2020年オリンピック・パラリンピック東京招致
気運醸成事業（特別区共同事業）に向けた区の取
り組みについて　

・�平成23年度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24年度補正1号予算要求について　
・�検討事項について
・�目黒区議会災害対策会議について

8月3日（金曜日）
・�検討事項について
・�目黒区議会災害対策会議について

8月23日（木曜日）
・�平成24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
・�平成24年度各会計補正予算（第1号）案について
・�平成23年度決算に基づく健全化判断比率につい
て

・�平成24年度都区財政調整当初算定結果について
・�公の施設使用料の見直し方針の改定について
・�検討事項について

・�目黒区議会災害対策会議について
8月30日（木曜日）
・�陳情について
・�一般質問の順序について
・�平成24年度区政功労者表彰式の概要について
・�議員提出予定議案について
・�平成23年度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（修正）

9月6日（木曜日）
・追加送付議案について
・議事日程及び進行順序について
・委員会の開催予定について
・意見書（案）について
・陳情取り下げについて
・諮問（人権擁護委員候補者の推薦）について
・決算特別委員会の正副委員長の候補者について
・平成25年度行財政運営基本方針について
・平成25年度当初予算編成日程について
・議員提出議案について
・政務調査費に係る日程について

9月10日（月曜日）
・�諮問（人権擁護委員候補者の推薦）及び追加提出
議案（議員提出）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
・�意見書案について
・�区有施設の見直しに向けた有識者会議の設置に
ついて

・�平成23年度特別区・目黒区普通会計決算につい
て

・�大橋一丁目公園（仮称）事前見学会の開催につい
て

9月26日（水曜日）
・�追加提出予定議案について
・�意見書（案）について

9月28日（金曜日）
・追加提出議案について
・討論通告について
・議事日程及び進行順序について

特別委員会
区有施設等調査特別委員会

7月13日（金曜日）
【視察：北区役所】
・�区有施設基礎データ集各施設の状況

7月27日（金曜日）
【視察：東京都庁】
・�公の施設使用料の見直し方針（改定案）

8月10日（金曜日）
・�区有施設基礎データ集正誤表（追加版）
・�区有施設基礎データ集正誤表

8月24日（金曜日）
・�目黒区立大橋図書館移転及び大橋老人いこいの
家廃止後の跡地の取り扱い

・�公の施設使用料の見直し方針の改定
9月14日（金曜日）
・�陳情審査
・�区有施設の見直しに向けた有識者会議の設置

決算特別委員会

9月10日（月曜日）
・�正副委員長の互選

9月18日（火曜日）～9月25日（火曜日）（土日祝日を
除く）
・�議案審査

最 近 の 委 員 会 の 主 な 議 題（平成24年7月〜9月）

常任委員会
企画総務委員会

7月11日（水曜日）
・�訴訟事件の報告（3件）
・�契約報告（5件）
・�雨水利用施設における雨水利用の再開等
・�平成24年度東京都・目黒区合同総合防災訓練の
実施

8月8日（水曜日）
・�契約報告（7件）
・�平成24年度東京都・目黒区合同総合防災訓練の
実施
・�｢災害時における民間施設の使用に関する協定｣
の締結

9月11日（火曜日）
・�議案審査
・�区長の気仙沼市訪問
・�平成24年度都区財政調整当初算定結果
・�平成24年度｢区民と区長のまちづくり懇談会｣の
開催
・�平成24年度区政功労者表彰式の概要
・�事故処理結果

9月12日（水曜日）
・�陳情審査
・�契約報告
・�旧箱根保養所の売却

9月13日（木曜日）
・�議案審査（補正予算）

生活福祉委員会

7月11日（水曜日）
・�平成23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
・�目黒区文化ホール及び目黒区美術館指定管理者
の平成23年度運営評価
・�平成23年度目黒区立体育施設指定管理者運営評
価結果
・�平成23年度公益財団法人目黒区芸術文化振興財
団の決算報告
・�定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の公
募
・�認知症高齢者グループホームの指定
・�平成23年度高齢福祉施設指定管理者運営評価
・�平成23年度障害福祉施設の指定管理者運営評価
結果報告
・�大岡山一丁目区有地における障害者グループホー
ムの整備（案）
・�新型自立支援センター ｢目黒寮｣（仮称）設置に係
る候補用地の決定
・�平成23年度目黒区立住区会議室指定管理者運営
評価結果
・�平成23年度目黒区区民斎場指定管理者運営評価
結果

7月17日（火曜日）
【視察：新型自立支援センター ｢文京寮｣、｢品川寮｣】
7月25日（水曜日）
【視察：特別養護老人ホーム東山、すくすくのびの
び園、上目黒つどいの家・認知症グループホーム、
介護老人保健施設・ケアなかめぐろ、三田フレンズ】��

8月8日（水曜日）
・�平成24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
・�2020年オリンピック・パラリンピック東京招致
気運醸成事業（特別区共同事業）に向けた区の取
り組み
・�平成24年度敬老のつどいの開催
・�大岡山一丁目区有地活用地元説明会の結果
・�自立支援センター設置にかかわる地域説明会の
結果
・�食中毒の発生に伴う不利益処分
・�不活化ポリオワクチンの導入

9月11日（火曜日）
・�議案審査
・�平成24年第2回臨海部広域斎場組合議会定例会
等
・�第49回目黒区商工まつりの実施結果
・�商業振興に係る目黒区特別住民票の交付
・�めぐろ芸術文化振興プラン改訂素案�
・�2020年オリンピック・パラリンピック東京招致
気運醸成事業（特別区共同事業）の活用等
・�第12回めぐろスポーツまつりの実施
・�目黒区スポーツ表彰
・�｢障害者虐待の防止、障害者の擁護者に対する支
援等に関する法律｣の施行に伴う区の対応窓口等
・�消費者庁貸与機器を活用した給食食材の放射性
物質検査の実施（案）

9月12日（水曜日）
【視察：高齢福祉住宅「コーポ清水町」の竣工確認】
・�陳情審査


