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 常任委員会

自由民主党目黒区議団　伊藤 よしあき　議員

地域コミュニティー行政の
新たな展開と教育環境の充実

＜地域コミュニティー行政＞
（1）住区住民会議と町会･自治会等との
連携が十分でないと、実効性のある取組
みにつながらない。住区住民会議と他団
体との連携、地域課題への今後の対応を
伺う。（2）住区センターには「住区におけ
るコミュニティー形成に資する場」とい
う設置目的があるが、十分機能を果たし
ているか、現状認識と施設見直しに伴う
地域コミュニティー活動の場の考えを
伺う。（3）今後も住区住民会議に住区会
議室の管理運営を任せるならば、「施設
を活用した地域コミュニティーの充実」
という目的を十分果たすための施設有
効活用の取組みについて区長の考えを
伺う。
区長　（1）住区住民会議は、地域の多様
な主体が力を結集し、連携、分担して公
共サービスを効果的･効率的に提供でき
る仕組みを備えているので、他団体と協
働して多様化する地域の課題に応えて
いくべきと考える。（2）集会施設のほか
子育て支援や高齢者の安らぎの場とし
て、幅広い世代が利用している。さらに、
災害時の補完避難所として位置づけら
れるなど、地域の生活に密着した施設と
して十分機能を発揮していると考える。
（3）より多くの区民が地域活動に参加し
引き継がれていくことが、地域コミュニ

ティーの充実につながるので、住区セン
ター機能を十分発揮させる地域の人材
を発掘し育てていく｢人材力｣を確保す
る視点で住区住民会議活動を支援する。
＜学校教育の充実と登下校時の安全確保＞
（1）グローバル化、国際化が一層進む中、
英語によるコミュニケーション能力が
重要である。英語教育の充実について考
え方を伺う。（2）夏休み以降､特に中学校
では生徒間の学力差がついてくる。教育
委員会として、学習面で課題のある生徒
への指導、対応策をどう考えているか伺
う。（3）本年６月28日、練馬区で下校途
中の児童が刃物で切りつけられる事件
が発生した。他地域でも通り魔的事件が
頻発する中、登下校時の安全確保、危機
対応についての考えを伺う。
教育長　（1）平成26年度は、第三･四中学
校を対象に、夏季休業中の英会話教室を
宿泊を伴う活動に拡充することも視野
に検討する。（2）｢放課後学習｣｢土曜の補
習教室｣のほか、一人ひとりのニーズに
合わせた学習の場の提供について検討
を進めている。（3）通学路の安全点検を
はじめ、さまざまな安全確保対策を講じ
取り組んできた。今後も関係機関、地域、
PTAとの連携･協力体制を強固なものと
し、子どもの安全教育を一層推進してい
く。

９月11日（水曜日）
　・陳情審査

 文教・子ども委員会
７月２日（火曜日）～７月３日（水曜日）
【視察：八ヶ岳林間学園】
７月10日（水曜日）
　・目黒区立第三中学校・第四中学校の統合新
校校名の公募結果

　・目黒区立第三中学校・第四中学校の統合新
校改修工事

　・自然宿泊体験教室における給食の放射性物
質検査の実施

　・平成25年度特別支援教室における指導体制
　・平成25年度目黒区学力調査実施結果の概要
　・中学校八ヶ岳自然宿泊体験教室における伝
染性疾患の発生

　・アレルギー食物誤食事故
　・平成26年度保育園給食調理業務委託実施園
の選定

　・平成26年４月に向けた待機児童対策
　・賃貸物件による認可保育所開設事業者公募
による選定結果

　・給食食材からの放射性物質の検出
７月17日（水曜日）
【視察：上目黒保育園・烏森学童保育クラブ、コ
ビープリスクールかみめぐろ保育園、夢花保育
園、下目黒小学校、第十一中学校、みどりがおか
こども園】
７月19日（金曜日）
【視察：碑小学校、原町小学校、大岡山小学校、八
雲小学校、東根小学校】
７月22日（月曜日）
【視察：アスクやくも保育園、にじいろ保育園自
由が丘、認証保育所マグハウス、東が丘保育園・
東が丘学童保育クラブ、双葉の園保育園】
７月29日（月曜日）
【視察：千葉市科学館、鋸山日本寺、興津自然学
園、千葉市中央博物館分館海の博物館・海中公
園】
８月７日（水曜日）
　・第三中学校・第四中学校統合新校の校名選
定の進捗状況

　・平成26年度隣接学校希望入学制度の実施
　・目黒区立東山小学校改築のスケジュール
　・平成25年度目黒区立中学校連合体育大会の
実施

　・文部科学省主催の日韓高校生交流事業にお
ける目黒区立児童館訪問

　・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
　・区における小規模保育（東京スマート保育）
事業の実施基準の考え方

９月10日（火曜日）
　・議案審査
　・第三中学校・第四中学校の統合による新中
学校の学校名（案）

　・目黒区立東山小学校校舎改築等実施設計
（案）

　・平成25年度全国学力・学習状況調査結果
　・目黒区立図書館の臨時開館
　・子ども総合計画改定に向けたニーズ調査の
概要（案）

　・児童館・学童保育クラブ委託化計画素案へ
の区民意見等

　・烏森学童保育クラブでの壁掛け扇風機の落
下事故

　・保育園給食調理業務委託業者選定の基本的
な考え方

　・平成26年４月開始予定の小規模保育事業の
運営事業者募集

　・保育所待機児童の解消に向けた認可保育所
整備支援のための都有地の活用

９月11日（水曜日）
【視察：げっこうはら幼稚園、都有地（柿の木坂
二丁目14番地）】
　・陳情審査

７月11日（木曜日）
　・議員辞職の許可について
　・平成24年度後期（10月～ 25年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25年度補正１号予算要求について

最近の委員会の主な議題（平成25年7月～9月）

 企画総務委員会
７月10日（水曜日）
　・	新たな歳入確保策（目黒区総合庁舎ウェ
ディング）の実施

　・「目黒区避難所運営協議会の手引き」
　・「目黒区災害時要援護者支援プラン」
　・「災害時における障害物除去等応急措置に
関する協定」の締結

　・	訴訟事件の報告（２件）
　・契約報告（７件）
　・目黒区登録業者の指名停止の解除
　・土地売買契約( ２件)
　・平成25年６月23日執行東京都議会議員選
挙結果

８月７日（水曜日）
　・平成25年７月23日に発生した大雨に対す
る区の対応結果と今後の対応等

　・平成25年度目黒区総合防災訓練
　・職員の懲戒処分
　・平成25年度「区民と区長のまちづくり懇談
会」の開催

　・訴訟事件の報告
　・人権に関する意識調査の実施
　・契約報告（８件）
　・平成25年７月21日執行参議院議員選挙結
果

９月10日（火曜日）
　・議案審査
　・目黒区行革計画取組結果（平成24年度）
　・新たな歳入確保策（目黒区総合庁舎ウェ
ディング）の実施事業者選定結果

　・区長の気仙沼市訪問
　・平成25年度都区財政調整当初算定結果
　・ＪＲ宿舎跡地の区有地売却に向けた東京都
への依頼

　・平成25年度区政功労者表彰式の概要
　・公共工事設計労務単価に係る特例措置の実
施状況

　・契約報告（３件）
　・東京電力株式会社への賠償に係る要望書に
対する回答及び賠償請求の進め方

９月11日（水曜日）
　・陳情審査
９月12日（木曜日）
　・議案審査

 生活福祉委員会
７月10日（水曜日）
　・給食食材からの放射性物質の検出
　・平成24年度目黒区立住区会議室指定管理者
運営評価結果

　・平成24年度目黒区区民斎場指定管理者運営
評価結果

　・平成24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

　・平成24年度目黒区文化ホール及び目黒区美
術館指定管理者の運営評価結果

　・平成24年度目黒区立体育施設指定管理者運
営評価結果

　・東京都後期高齢者医療広域連合議会議員選
挙の結果

　・平成24年度公益財団法人目黒区芸術文化振
興財団の決算報告

　・めぐろパーシモンホール小ホールの臨時休
館

　・平成24年度高齢福祉施設指定管理者運営評
価結果

７月17日（水曜日）
【視察：スマイルプラザ中央町、すくすくのびの
び園、臨海部広域斎場組合臨海斎場】
８月７日（水曜日）
　・目黒区立住区会議室指定管理者候補者の選
定及び評価の実施

　・目黒区文化ホール及び目黒区美術館指定管
理者候補者の評価の実施

　・平成24年度公益財団法人目黒区国際交流協
会の決算報告

　・平成25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

　・乳がん検診の個別通知対象年齢の拡大
　・平成25年度敬老のつどいの開催
　・平成24年度障害福祉施設指定管理者運営評
価結果

　・自立支援センター目黒寮（仮称）設置に係る

進捗状況
９月10日（火曜日）
　・議案審査
　・平成25年第２回臨海部広域斎場組合議会定
例会等

　・第50回目黒区商工まつり（目黒リバーサイ
ドフェスティバル2013）の実施結果

　・「目黒区観光ビジョン」改定に係る“まちの
魅力”	発見の募集

　・第13回めぐろスポーツまつりの実施
　・食中毒の発生に伴う不利益処分
　・知的障害者グループホームの新規開設
９月11日（水曜日）
　・陳情審査

 都市環境委員会
７月10日（水曜日）
　・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

　・駒場野公園デイ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

　・都市整備施設指定管理者制度実施方針（案）
及び募集要項（案）

　・三田フレンズ指定管理者制度実施方針（案）
　・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制度実
施方針（案）

　・目黒区立自転車等駐車場の指定管理者募集
要項（案）

　・ポニー園指定管理者制度実施方針（案）
　・ポニー園指定管理者募集要項（案）
　・駒場公園茶室、和室指定管理者制度実施方
針（案）

　・駒場野公園デイキャンプ場指定管理者制度
実施方針（案）

　・目黒区営住宅等指定管理者制度実施方針
(案）

　・目黒区営住宅等指定管理者募集要項（案）
　・木密地域不燃化10年プロジェクトにおける
補助第46号線沿道まちづくりの進め方

　・工事報告「小型街路灯取替工事（北部区
域）」、「小型街路灯取替工事（南部区域）」

　・目黒区の生物多様性地域戦略の中間のまと
め（案）

　・エコプラザ見直し（平町エコプラザの廃止）
　・目黒清掃工場整備事業計画策定調査に関す
る要望

８月７日（水曜日）
　・目黒本町五丁目24番地区特定防災街区整備
地区及び防災街区整備事業の都市計画原案

　・東京都木密地域不燃化10年プロジェクトの
新規実施地区への申請

　・自由が丘南口地区地区計画案
　・西小山駅前地区地区計画原案の案
　・地籍調査事業の実施（再開）
　・平成25年７月23日に発生した大雨に対す
る区の対応結果と今後の対応等

　・耐震フェアの開催
　・目黒区サービス付き高齢者向け住宅の供給
助成事業（案）

　・目黒区立エコプラザ指定管理者制度実施方
針(案)

　・目黒区立目黒エコプラザの臨時開館
　・平成24年度目黒区のごみ量と資源回収量
９月10日（火曜日）
　・議案審査
　・ＪＲ宿舎跡地の区有地売却に向けた東京都
への依頼

　・目黒区駅前放置自転車クリーンキャンペー
ン

　・洗足二丁目児童遊園の防火水槽設置工事に
伴う一時閉鎖

　・区営住宅入居者募集（あき家）
　・平成25年度版めぐろの環境（環境報告書）の
発行

　・平成25年度住宅用新エネルギー及び省エネ
ルギー機器設置費助成の前期募集分の抽選
結果及び後期募集分の実施

８月２２日（木曜日）
　・平成25年第３回定例会の招集について
　・提出予定議案ついて
　・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
　・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25年度各会計補正予算（第１号）案につ
いて

　・平成24年度決算に基づく健全化判断比率に
ついて

　・平成25年度都区財政調整当初算定結果につ
いて

　・保育所待機児童の解消に向けた認可保育所
整備支援のための国公有地の活用について

　・７月分議員報酬の誤払い及び源泉徴収所得
税の誤徴収について

８月29日（木曜日）
　・陳情について
　・一般質問の順序について
　・平成25年度区政功労者表彰式の概要につい
て

　・目黒区議会災害用伝言ダイヤル訓練につい
て

９月５日（木曜日）
　・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

　・ＪＲ宿舎跡地の区有地売却に向けた東京都
への依頼について

　・平成26年度当初予算編成日程について
　・政務活動費に係る日程について
９月９日（月曜日）
　・諮問（人権擁護委員候補者の推薦）に対する
賛否について

　・議事日程及び進行順序について
　・意見書案について
　・平成26年度行財政運営基本方針について
　・平成24年度特別区・目黒区普通会計決算に
ついて

９月26日（木曜日）
　・追加提出予定議案について
９月30日（月曜日）
　・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
　・目黒区立母子生活支援施設の統合及び氷川
荘跡施設における施設整備について

 区有施設等調査特別委員会
７月12日（金曜日）
【視察：五本木老人いこいの家、鷹番老人いこい
の家、自由が丘老人いこいの家、南部地区サービ
ス事務所・南部地区プール・南部包括支援セン
ター】
７月26日（金曜日）
【視察：アーツ千代田3331、世田谷ものづくり
学校】
　・区有施設見直しに関する区民アンケートの
実施

８月９日（金曜日）
【視察：藤沢市、秦野市】
８月23日（金曜日）
【視察：中央区立中央小学校】
　・区有施設利用者アンケート調査報告書

 決算特別委員会
９月９日（月曜日）
　・正副委員長の互選
９月１７日（火曜日）～９月２５日（水曜日）
（土日祝日を除く）
　・議案審査

 議会運営委員会

 特別委員会

公明党目黒区議団　山宮 きよたか　議員

区民の暮らしを守るため、
危機管理体制を強化せよ！

＜局地的豪雨対策＞
（1）7月23日夕の大雨の緊急時対応で、
区応急対策本部は適切な対応ができた
のか。（2）区民の自助を支援するボラン
ティア団体等との連携の検討を行うべ
きではないか。（3）今回の被害状況を分
析して、坂下や低地、遊歩道沿いの排水
力を高める必要があると考えるが、区の
考えを伺う。
区長　（1）翌日、応急対策本部を設置し、
被害状況調査、水害見舞金支給などの対
応を全庁的に行った。被害が当初予測を
大きく上回り、当日に応急対策本部を設
置できなったこと、人員体制が十分でな
かったことなど課題がある。（2）自力生
活再建が難しいかたへの対応を考えて
いく必要があるので、区内ボランティア
活動団体と協定締結などの対応を検討
していく。（3）川沿いや坂下を中心に下
水道の排水状況を確認しながら、雨水ま
すの適正配置について検証をする。ま
た、都に対し排水能力を高めるための対
策について要望を行った。

＜気象庁の「特別警報」に対する対応＞
（1）｢特別警報｣の運用が8月30日から始
まったが、どのように区民へ周知徹底し
ていくのか。（2）｢特別警報｣も想定して、
より実践的な｢発生対応型｣の防災訓練
が必要ではないか。
区長　（1）都市型集中豪雨の発生が懸念
される場合に｢特別警報｣が発せられな
い可能性が高いなど運用上の問題があ
る。こうした課題を整理し、区民に周知
していく。（2）区主催の防災訓練や地域
での訓練で、従来の｢警報｣と｢特別警報｣
の違いを意識した訓練メニューを取り
入れるよう努める。
＜学校給食のアレルギー事故防止＞
各学校の状況に合わせたマニュアルづ
くりの促進と教員などの学校関係者の
職種に応じた研修の必要性を強調して
いるが、目黒区の対応について伺う。
教育長　現在、学校給食における食物ア
レルギー対応検討委員会を設置し、手引
きの見直し等の検討を進めている。国が
来年3月を目途に取りまとめる予定の最
終報告の動向も注視していく。

自由民主党目黒区議団　赤城 ゆたか　議員

在宅療養の推進と地域包括
ケアシステムを拡充せよ！

＜在宅療養の推進＞
（1）区は、地域包括ケアの推進の一環と
して、在宅療養推進事業を平成25年度
の重点施策として掲げ、医療と介護の連
携の強化を図るとしているが、在宅療養
施策の進捗状況について伺う。（2）在宅
療養を必要とする区民や医療・介護従事
者が不安なく在宅での療養を進める上
で、地域の医療機関に患者急変時等に利
用できる病床を確保するなどのセーフ
ティネットを区として構築すべきでは

ないか。
区長　（1）平成25年度は、在宅療養推進
協議会の設置、在宅療養支援窓口の開設
など医療と介護の連携を強化し、地域で
の医療的ケアが必要な高齢者等の在宅
療養の環境整備を図っている。（2）地区
医師会、地域医療機関等と緊密に連携し
ながら、地域の関係機関の連携体制の構
築を図ることが重要である。一定数の病
床を確保し、総合的に在宅療養のセーフ
ティネットの構築に努める。

＜介護保険料と区民の負担＞
介護保険料の改定に向けた新たな抑制
策は考えているか伺う。
区長　介護保険法改正案や政省令の内
容が明らかになった段階で、平成27年4
月の介護保険料の改定に向けた新たな
抑制策を検討していく。
＜自転車を利用した街づくりの取組み＞
（1）東京都の自転車条例を踏まえた目黒
区の取組みについて伺う。（2）自転車の
楽しい活用を宣伝し、東京都所管(警察
署)と連携した交通安全指導事業の取組
みについて伺う。
区長　（1）安全で適切な利用の推進とと
もに、事業者としての責務を果たし、安
全で安心して暮らすことができる街づ
くりに努める。（2）警察署などと連携し、
多くの方が楽しく興味を持ちながら、適
正な利用について周知できるよう努め
ていく。
＜自治体交流の発展と新たな取組み＞
(1)多数の地方自治体が目黒区の商工ま

つりや区民まつり（SUNまつり）などに
積極的に参加していただいているが、今
後、目黒区へ交流の申出があった場合、
区の対応と考え方について伺う。(2)友
好都市である宮城県角田市との交流を
踏まえ、放射線の問題で実施を制限して
いる区内小学生の自然宿泊体験教室に
ついて、今後の対応と再開の目途、実施
地変更などの考えについて伺う。
区長　（1）イベント参加の申出があった
場合は、参加意向内容を十分把握した上
で主催者側に伝え、継続した交流の可能
性を探っていく。縁を大切に、お互いの
理解と協力のもと、議会や区民、関係団
体とともに交流の芽を育てていくこと
を基本に対応していく。（2）再開は、児童
の安全を第一に慎重に判断していく。ま
た、角田市以外での実施は、これまでの
経緯も踏まえ、さまざまな観点から検討
していく。

請願・陳情の受付についてお知らせします

　請願・陳情は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・陳情は直接提出していただくことを原則とし、郵送によるものは審査しないこ
とがあります。平成25年第４回定例会で新たに請願・陳情の審査を希望される場合は、
11月14日（木）正午までに提出してください。

＜問い合わせ＞区議会事務局議事・調査係　☎03-5722-9414


