（6）平成 27 年 7 月 26 日

め ぐ ろ 区 議 会 だ よ り

地域を担う人材確保と若手育成で
住みたいまちづくりへ
自由民主党目黒区議団
＜町会･自治会の人材確保と若手育成＞
（1）
将来、
町会･自治会の中心で活動する

鈴木 まさし 議員

了する。今後も地域のかたと課題等の共

層活用してもらえるよう周知に努める。

有を図り、
適切に対応していく。

＜自転車運転違反者ゼロを目指して＞

＜大規模敷地公園のデング熱対策＞

改正道路交通法の一部が施行され、
自転

昨年の感染事例を踏まえて、区内公園の

車運転違反者の罰則が強化
（※3）
された。

利用者に向けた事前の予防対策と周知に

区は、
警察の取り締まりに一任せず、
区内

取り組め。

違反者ゼロを目指した対策に取り組め。

区長 保健所の通知に基づき、蚊の発生

区長 今回の改正道路交通法を始め、自

源となる水たまりの点検、対策に取り組

ジとつなげるよう検討を進める。

転車安全利用５則を、区報や区ホームペ

んでいる。
また、
公園利用者自身が蚊に刺

ージで周知に努めているほか、警察署と

されないように注意点などを公園内に掲

協力･連携し、交通安全教育を実施して

示している。

いる。今後も、交通事故のない安全･安心

【用語解説】

＜アイデアと工夫で財政改善＞

識し、
人材不足解消の支援策に取り組め。

定年後に創業するシニア創業者
（※1）
が
増えている。
税収増･健康寿命
（※2）
延伸･
高齢者ネットワーク拡大などの様々な効

町会・自治会情報を紹介せよ。

みなどに留意しながら、
創業支援事業を一

体の意見や意向を確認し、区ホームペー

若手の人材不足が深刻であることを認
（2）目黒区ホームページを有効活用し、
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なまちづくりを推進していく。

区長 （1）若手人材の不足は、災害時に

果が期待されるため、区内でのシニア創

おける共助の点からも懸念しており、転

業者向け支援策に取り組むべきである。

入者に町会･自治会加入の呼びかけをし

区長 区内での創業は、地域の活性化や

ている。町会連合会から意見をいただき

雇用の創出等にもつながる。創業を目指す

区長 今年度実施予定の国道246号横断

ながら、必要な取組みを進める。
（2）各団

人のニーズの把握に努め、
他自治体の取組

歩道撤去関連工事でハード面の工事は終

※1 シニア創業者：65歳を過ぎてから創業する人。
※2 健康寿命：健康上の問題がない状態で日
常生活を送れる期間。
※3 自転車運転違反者の罰則が強化：14歳
以上を対象とし、3年以内に違反を2回以
上繰り返した自転車利用者に運転者講習
の受講が義務化され、受講しない場合に
は5万円以下の罰金刑が科せられる。

区民の命を守る万全の体制を！
職員は幸福責任者たれ！

組んでいく。
（イ）発災から３日間の医薬

生活困窮者への支援には、相談員のスキ

品等は備蓄している。
不足した場合は、
供

ルアップや専門性の確保が課題である

給協定を締結した卸売販売事業者から供

が、
職員配置と人材育成について伺う。

給を受ける。
（2）医療資源の確保と配分

区長 （1）４月に設置した自立相談支援

など、
医療救護活動の統括を行う。
本年１

機関を地域関係機関に周知、庁内連携の

月から医師会長等を新たに３名選任し、

一層の強化、ライフライン事業者との協

４名体制とした。

定による対象者の情報把握等で支援につ

＜生活困窮者自立支援法＞

なげる。
（2）就労準備支援事業、家計相談

公明党目黒区議団

川原 のぶあき 議員

ーターの役割と人員確保について伺う。

＜災害時医療体制＞

＜住民と進める大橋一丁目地区整備＞
整備計画後期は、住民とのコミュニケー
ションを強化して街づくりを検討せよ。

（1）首都直下地震等では、区内負傷者が

区長 （1）
（ア）災害対策本部長の指示の

（1）社会的に孤立しがちな生活困窮者

支援事業、子どもの学習支援事業を実施

最大3,000人を超えると想定されてい

もと、
災害医療コーディネーターが、
区内

を、どう早期に発見し支援につなげてい

している。
（3）生活困窮者自立支援法に

るが、
いかに救うのか以下、
伺う。
（ア）発

12カ所の緊急医療救護所に医師等の医

くのか、伺う。
（2）生活困窮者への支援

基づく各種事業に対応するため、自立相

災直後の初動医療体制をどう確立するの

療従事者を派遣し、
医療救護活動を行う。

は、必須事業の他、就労準備や家計相談

談支援係を新設し、
８名を配置した。
国の

か。
（ イ）医薬品･医療資器材をどう確保

実効性のある医療救護活動が行える体制

等、任意事業の実施が必要であると考え

研修を中心に、講座･学習会の参加を促

していくのか。
（2）災害医療コーディネ

が必要であり、体制構築にしっかり取り

るが、本区の実施状況について伺う。
（3）

し、
専門性を高めるよう努めている。

足地域の計画について伺う。

行う過程で、諸課題の整理･検証を行い、

区長 （1）減災、景観、バリアフリー、情

考え方、
実施方法などを検討していく。

報通信の観点から、無電柱化を推進して

＜子供たちの安全を守る教育のあり方＞

いく必要がある。今後も国の動向を注視

（1）
区立小中学校における避難訓練の取

しながら取り組んでいく。
（2）全ての区

組みについて伺う。
（2）引き取り訓練な

道で地中化は困難だが、洗足駅前は地中

ど保護者や地域の連携が必須となる取組

化整備の優先路線である。様々な課題が

みについて現状と課題を伺う。

区民の安心・安全な
生活環境の整備促進を
自由民主党目黒区議団

小林 かなこ 議員

＜区民の安心・安全な生活環境の整備＞

るため、適地があれば整備を進めていき

あるが、歩道のバリアフリーにあわせて

（1）桜の老朽化対策について伺う。
（2）不

教育長 （1）児童･生徒が様々な状況に

たい。
（3）不燃化特区制度の周知と建替

地中化を進めていく。

対応し、
自らの判断で行動できるよう、
実

燃化特区地域にて、今後防災機能がある

え喚起等を図るため、老朽住宅等の所有

践的な避難訓練を行っている。
（2）平成

広場や空間をつくる計画があるか。
（3）不

＜東京都ひとり親家庭子供サポートモデ

者を戸別訪問したところである。

ル事業の実施＞

26年度は、引き取り訓練、総合防災訓練、

この事業を実施することで、今後区とし

夜間避難所訓練、避難所運営訓練等を行

てはどう取り組むつもりか。

った。
実践的な訓練内容とすること、
保護

区長 学習意欲や進学意欲の向上につな

者、地域住民等との連携の充実が課題で

がるものと認識している。モデル事業を

ある。

燃化特区地域の整備の進捗状況を伺う。

＜無電柱化の取組み＞

区長 （1）今年度から基金を活用し、桜

（1）
国や民間でも無電柱化推進の動きが

の樹木診断や保全事業に取り組んでい

あり、区も都と連携して進めるべきであ

く。
（2）南部地区の公園整備は遅れてい

るが、
今後の進め方を伺う。
（2）
区道と洗

◇◇◇区議会の情報を公開しています◇◇◇

情報公開手続きの流れ

目黒区議会では、目黒区議会情報公開条例に基づき、区民へ積極的な情報の
公開を行っています。
情報公開の方法は、開示・公表・提供の３種類があります。

請 求 者
開示の請求
議会
（区議会事務局）

☆議会情報の開示の内容と手続きは次のとおりです☆

・開示請求できる情報
区議会事務局の職員が職務上作成し、または取得した文書等で、議会が管理しているも
のです。
・開示請求できるかた
どなたでも請求できます。
・開示請求方法
所定の請求書に必要事項を記入して、区議会事務局に提出してください。申請書は事務
局にもありますが、ホームページからもダウンロードできます。
目黒区ホームページのトップページから、申請書ダウンロード＞情報公開・自己情報開
示等に関する申請書＞情報公開に関する申請書 目黒区議会議長あて
（区議会事務局）＞
と進んで、様式のPDFファイルをダウンロードしてください。
・開示決定の期限
開示請求があった日から起算して15日以内に開示の可否について決定し、文書で通知
します。
・開示方法
請求したかたのご希望とその情報の種類に応じて閲覧、
視聴、
写しの交付の方法で行います。
・費用
閲覧又は視聴に要する費用は無料で、写しの作成や送付に要する費用は請求者の負担と
なります。
・救済の手続き
議会情報の開示の拒否などの決定に不服がある場合は、行政不服審査法に基づく不服申
立てをすることができます。
＜問い合わせ＞区議会事務局庶務係 ☎03-5722-9413

決

定

請求者へ通知
開示拒否
決定通知

部分開示
決定通知

開示
決定通知
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不服申立て（議会）
目黒区議会情報公開審査会

※議員8名により構成されています。

決

定

平成 27 年 7 月 26 日（7）

最 近 の 委 員 会 の 主 な 議 題（平成27年4月〜6月）
５月27日（水曜日）
鎖の試行
・プレミアム付商品券事業による地域消費 ・国土交通省による羽田空港機能強化に関 議会運営委員会
企画総務委員会
４月２日
（木曜日）
喚起・生活支援の取り組み
する住民説明会の開催
・平成27年４月分政務活動費収支報告書作
・「目黒区産業振興ビジョン」
の改訂
（案）
・廃棄物減量等推進審議会答申
４月８日（水曜日）
成支援ファイルの配付について
・地方創生に係る地方版総合戦略等作成の ・目黒区民センタープールの臨時休場
６月22日
（月曜日）
・食中毒の発生に伴う不利益処分
進め方
５月22日
（金曜日）
・議案審査
・高齢者の熱中症対策事業の実施
・目黒区の面積修正
・工事報告
「道路維持工事
（下目黒四丁目）
」 ・正副委員長の互選
・旧ふどう幼稚園園舎及び不動児童館施設
・工事報告
「道路維持工事
（上目黒三丁目）
」 ・区長追加提出予定議案の各会派態度表明
に係る保育施設整備の考え方について
（案） ６月11日（木曜日）
について
・「めぐろ芸術文化振興プラン」改定にかか ・ 工 事 報 告
「小 型 街 路 灯 取 替 工 事
（南 部 区
・平成27年度職員数
る目黒区芸術文化振興計画改定懇話会の
域）」
・訴訟事件の報告
意見（中間のまとめ）
・工事報告
「道路維持工事
（緑が丘三丁目）
」 ６月３日（水曜日）
・目黒区男女平等・共同参画審議会答申
・目黒区スポーツ表彰
・目黒区サービス付き高齢者向け住宅の事 ・平成27年第２回定例会の招集について
・職員の退職及び定期人事異動
・提出予定議案について
・目黒区スポーツ推進計画策定にかかる目
業者募集
・目黒区特定事業主行動計画の改定
黒区スポーツ推進計画懇話会の
「意見書」 ・目黒清掃工場建替事業にかかる環境影響 ・会期及び会期中の日程について
・源泉徴収所得税等に係る事務処理状況の
・議会運営委員会に提案する意見書等について
と今後の取り組み
評価手続きスケジュール
点検結果
・一般質問の通告期限について
・公道を使用したマラソン大会開催に向け
６月23日
（火曜日）
・請願・陳情について
た取り組み
５月22日（金曜日）
【視察：碑文谷アパート、碑文谷四丁目ア ・本会議における討論通告書の提出期限に
・平成26年度目黒区保健福祉サービス苦情 ・
・正副委員長の互選
ついて
パート】
調整委員運用状況報告
・旧第六中学校跡地の活用素案について
・低所得者の第１号介護保険料軽減強化
５月27日（水曜日）
・上目黒小学校校舎の活用による認可保育
・旧第六中学校跡地の活用素案
・目黒区情報化推進計画の改定
文教・子ども委員会
所整備について（案）
・「区政の透明性向上のための３つの制度」 ・食中毒の発生に伴う不利益処分
４月８日
（水曜日）
・平成27年度目黒区一般会計補正予算案
の運用状況の公表
・子どもの進路（中学校）に関する意識調査
６月22日（月曜日）
（第１号）
・介護保険特別会計補正予算案
・職員の懲戒処分
（単純集計結果）
（第１号）
について
・「平成27年２月から適用する公共工事設 ・議案審査
・平成27年度における学校の空間放射線量及
（平成27年８月施行分）
計労務単価」の適用に伴う特例措置及びイ ・介護保険制度改正
び学校給食放射性物質の測定について（案） ・議長会の要望活動について
・臨時福祉給付金給付事業の実施
ンフレスライド条項の実施状況
・NHKいじめを考えるキャンペーン「100
６月10日
（水曜日）
・第52回目黒区商工まつり（目黒リバーサ
・契約報告（４件）
万人の行動宣言」
の実施結果
・陳情について
イドフェスティバル2015）
の開催
・平成27年４月26日執行目黒区議会議員
・平成27年度自然宿泊体験教室及び学校独
・一般質問の順序について
・平成27年度
「第39回目黒区民まつり」及
選挙結果
自宿泊事業の実施
・北京市東城区への訪問について
び「第39回目黒区民作品展」
の日程
・教職員の服務事故
・公道を使用したマラソン大会開催に向け
・目黒区友好交流代表団の北京市東城区へ ・平成27年度学校評議員の委嘱
６月11日（木曜日）
た取り組みについて
の訪問
・平成26年度 情報公開・個人情報保護制
・子ども教室実施小学校区の拡大
・上目黒一丁目地区プロジェクト事業予定
度の実施状況
・平成27年度子育て世帯臨時特例給付金給
６月23日（火曜日）
者等の決定について
・自動通話録音機貸与事業の実施
付事業の概要等
（速報値）について
・平成26年度各会計決算総括
・陳情審査
・避難通路開放に関する覚書の締結
・旧ふどう幼稚園園舎及び不動児童館施設
・政務活動費収支報告書作成支援ファイル
・平成26年度各会計決算総括（速報値）
に係る保育施設整備の考え方について
（案）
の配付について
・第四中学校跡地活用に係るアイデア募集 都市環境委員会
・八雲三丁目国有地における保育所整備・

常任委員会

の結果
４月８日（水曜日）
運営事業者の公募
・旧第六中学校跡地の活用素案
・大橋二丁目の開発行為許可
・からすもり幼稚園跡地に係る保育所整備・
・上目黒一丁目地区プロジェクト事業予定 ・原町一丁目・洗足一丁目地区 用途地域
運営事業者の決定
者等の決定
等の変更及び地区計画
（原案の案）説明会
５月22日
（金曜日）
の結果
６月22日（月曜日）
・目黒区粗大中継所移設工事実施設計（案） ・正副委員長の互選
・議案審査
住民説明会の実施結果
・「重要文化財
（建造物）
旧前田家本邸保存活 ５月27日（水曜日）
６月23日（火曜日）
・平成27年度通学路における防犯カメラの
用計画」
・社会保障・税番号
（マイナンバー）制度の ・みどりの実態調査の結果
設置校について（案）
実施に伴う関係条例の整備に向けた取組
・平成28年度使用目黒区立中学校教科用図
・衾町公園改良に向けた取り組み
・平成27年度平和記念事業の実施
書採択
・碑文谷五丁目児童遊園改良に向けた取り
・訴訟事件の報告
・小・中学校における体罰等の実態把握調
組み
・契約報告（５件）
査の結果
・平成27年度耐震化促進事業
・めぐろ歴史資料館の臨時休館
・平成27年度家賃助成の実施
生活福祉委員会
・平成27年度学童保育クラブ入所状況
・目黒区居住支援事業の見直し
・東京都ひとり親家庭子供サポートモデル
・平成27年度区営住宅の入居者募集
４月８日（水曜日）
事業
（学習塾型）
の実施
・食中毒の発生に伴う不利益処分
・平成26年度子どもの権利擁護委員制度の
・平成27年度まちづくり活動助成審査結果 ５月22日（金曜日）
実施状況
・平成27年度臨時福祉給付金給付事業の概 ・正副委員長の互選
・平成26年度子ども家庭支援センターにお
要等
５月27日（水曜日）
ける要保護児童相談
・目黒区美術館本館の臨時休館
・東京における都市計画道路の整備方針
（第 ・保育所等入所待機児童数
・目黒区美術館区民ギャラリーの臨時休館
四次事業化計画）
中間のまとめ
・めぐろパーシモンホール大ホールの臨時
６月11日
（木曜日）
・平成27年度不燃化特区助成事業等
休館
・平成27年度公益財団法人目黒区芸術文化 ・原町一丁目・洗足一丁目地区地区計画等 ・平成27年度児童生徒数・学級数
・平成26年度放課後フリークラブの実施結果
（原案）
振興財団の事業計画等
・平成27年度公益財団法人目黒区国際交流 ・目黒川沿いの桜開花期間における取り組 ・目黒区奨学資金制度の一部変更の考え方
・旧第六中学校跡地の活用素案
み結果
協会の事業計画等
・平成27年度住宅用新エネルギー及び省エ ・上目黒小学校校舎の活用による認可保育
・目黒区立碑文谷体育館臨時休館
所整備
ネルギー機器設置費助成事業の実施
・区民プールの臨時休場
・健康めぐろ21の改定
６月11日（木曜日）
６月22日
（月曜日）
・上目黒一丁目地区プロジェクト事業予定 ・議案審査
５月22日（金曜日）
者等の決定
・平成26年度目黒区立学校卒業生の進路状況
・正副委員長の互選
・路上喫煙禁止区域（学芸大学駅周辺）地元 ・平成26年度目黒区立学校におけるいじめ
及び不登校の状況
懇談会の結果及び西口指定喫煙所夜間閉

閲覧・視聴・写しの交付
不服があるとき

め ぐ ろ 区 議 会 だ よ り

請願・陳情は区政に関する事柄等について、区民の皆さん

請願・陳情の
受付について
お知らせ
します。

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、事務の手続き上、会期の約１週間前
（区役

６月15日
（月曜日）
・議長会の要望活動について
・北京市東城区への訪問について
６月17日
（水曜日）
・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
・議長会の要望活動について
・議員派遣の件について
６月19日
（金曜日）
・議員派遣の件についての賛否について
・議事日程及び進行順序について
・意見書案について
６月30日
（火曜日）
・陳情取り下げについて
・議事日程及び進行順序について

特別委員会
区有施設・生活圏域整備計画調査特別委員会（平成27年５月22日まで）

４月10日
（金曜日）
・構造体耐久性調査・評価手法の整備

目黒総合戦略等調査特別委員会（平成27年５月22日から）

５月22日
（金曜日）
・正副委員長の互選
６月12日
（金曜日）
・地方版総合戦略等策定に関する調査・分
析業務委託にかかる事業者選定結果
・区有施設見直しの取組
６月24日
（水曜日）
・構造体耐久性調査・評価の実施

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としています。郵送によるものは原則
として審査を行いません。
平成27年第３回定例会で新たに請願・陳情の審査を希望される場合は、８月26

日（水）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

