
刮目せよ！明るい目黒の未来を
築くための処方箋！！

公明党目黒区議団　川原 のぶあき　議員

最近の委員会の主な議題（平成28年10月～12月）

・「第40回目黒区民まつり」の実施結果
11月29日（火曜日）
・陳情審査
12月14日（水曜日）
・平成28年第2回東京都後期高齢者医療広域連

合議会定例会における議決結果等
・｢めぐろ多文化共生推進ビジョン｣(仮称)素案
・目黒区立碑文谷野球場臨時休場
・第7期介護保険事業計画策定等に伴う高齢者

等実態調査の実施
・地域密着型通所介護事業所の指定

10月18日（火曜日）から10月20日（木曜日）
・【視察：愛知県名古屋市、石川県金沢市、富

山県富山市】
11月9日（水曜日）
・廃棄物処理手数料改定の基本的考え方
・目黒本町五丁目用地交換契約
・上目黒一丁目地区プロジェクトの取組状況
・原町一丁目・洗足一丁目地区の補助46号線

沿道まちづくりの取組状況
・工事報告「道路改良工事及び道路維持工事

（目黒本町五丁目）」
・土木事務所と公園事務所の統合
・工事報告「衾町公園改良工事（第二期）」
・新橋公衆便所の改良
・目黒区環境審議会からの「目黒区環境基本計画

の改定に向けた基本的方向について（答申）」
・平成28年度年末年始の資源回収・ごみ収集

のお知らせ
11月28日（月曜日）
・【視察：目黒区有通路路線（鷹番三丁目地内）】
・議案審査
・東京都市計画生産緑地地区（八雲五丁目・八

雲三丁目）の変更の取扱い
11月29日（火曜日）
・陳情審査
・目黒区道路舗装維持管理方針
・目黒区環境基本計画改定素案
12月14日（水曜日）
・工事報告「目黒川沿川通路補修工事（中目黒

一丁目）」

・新橋公衆便所改良工事による工事期間中の一
時閉鎖

・工事報告「衾町公園改良工事(第二期)追加工事」
・平成28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追加募集

10月24日（月曜日）から10月26日（水曜日）
・【視察：兵庫県たつの市、兵庫県明石市、滋

賀県甲賀市、滋賀県大津市】
11月9日（水曜日）
・【視察：東山小学校】
・めぐろ学校教育プラン改定素案
・携帯電話やスマートフォン等の利用に関する

アンケート調査の実施結果
・平成28年度いじめ問題を考えるめぐろ子ど

も会議の実施
・目黒区立図書館基本方針素案
・青少年プラザ5階和室活用による中目黒住区

センター児童館学童保育クラブ超過対応のた
めのスペース拡充

・目黒本町一丁目国有地における子育て支援施
設整備

・目黒区立保育園における児童の画像データを
含むSDカードの紛失事故

・旧守屋教育会館跡地活用
・中町一丁目国有地における認可保育所整備・

運営事業者の公募
・旧公園事務所跡地における認可保育所整備計

画の取り組み状況と保育所の占用可能面積
11月28日（月曜日）
・議案審査
・第8回中学生「東京駅伝」大会
・平成28年度全国学力・学習状況調査結果報告
・平成28年度前期目黒区立学校におけるいじ

めの状況
・平成28年度前期目黒区立学校における不登

校の状況
・八雲学童保育クラブ超過対応としての八雲住

区センター地下1階活動室の暫定活用
11月29日（火曜日）
・陳情審査
12月14日（水曜日）
・平成29年度隣接学校希望入学制度の申込結果

・目黒区立図書館（全館）の臨時休館
・区内で認可保育所を運営する社会福祉法人に

関する不正会計等
・認可保育所の整備スケジュールの変更
・小規模保育事業の運営事業者の選定結果
・事業所内保育所の開設 

11月8日（火曜日）
・平成28年第4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
・請願・陳情について
・本会議における討論通告書の提出期限について
・平成28年特別区人事委員会勧告の概要について
・社会福祉法人制度改革に伴う目黒区社会福祉

事業団の評議員について
・平成29年度区議会事務局当初予算（案）について
11月15日（火曜日）
・陳情について
・一般質問の順序について
・区議会だよりへの「行政視察」の掲載について
11月22日（火曜日）
・追加提出予定議案について
・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
・目黒区特別職報酬等審議会からの答申について
11月24日（木曜日）
・目黒区特別職報酬等審議会からの答申について
11月25日（金曜日）
・追加提出予定議案について
・議事日程及び進行順序について
・意見書案について
・平成28年度区議会事務局補正2号予算要求

（案）について
12月6日（火曜日）
・議事日程及び進行順序について
・イオン株式会社との包括連携協定締結について

10月18日（火曜日）から10月20日（木曜日）
・【視察：京都府亀岡市、兵庫県、兵庫県加西

市、大阪府貝塚市】
11月9日（水曜日）
・旧守屋教育会館跡地活用
・目黒区の財務諸表
・特定個人情報保護評価（再実施分）の結果に

ついて（案）
・平成28年特別区人事委員会勧告の概要
・契約報告（8件）
・目黒区登録業者の指名停止措置
・全国瞬時警報システムの全国一斉情報伝達訓

練の実施
11月28日（月曜日）
・議案審査
・目黒区特別職報酬等審議会からの答申
・平成29年新年のつどいの開催
・目黒区人事行政の運営等の状況の公表
11月29日（火曜日）
・陳情審査
12月14日（水曜日）
・区政に対する意識調査の実施
・イオン株式会社との包括連携協定締結
・契約報告（6件）

10月24日（月曜日）から10月26日（水曜日）
・【視察：広島県尾道市、広島県、愛知県豊田

市、愛知県豊明市、愛知県名古屋市】
11月9日（水曜日）
・平成29年度まちづくり活動助成事業の実施
・支払督促に対する異議申立の発生
・東京2020オリンピック・パラリンピック競

技大会開催に向けての気運醸成事業の実施
・平成28年度障害者週間記念事業～めぐろふ

れあいフェスティバル～の開催
11月28日（月曜日）
・議案審査

常任委員会

企画総務委員会

生活福祉委員会

文教・子ども委員会

都市環境委員会

議会運営委員会

＜公会計改革＞
（1）統一的な公会計基準への変更に向けた
取組み状況と今後の予定を伺う。（2）区が
採用する統一的な公会計基準は何か。また、
採用に至った理由を伺う。（3）公会計情報
を今後の区政運営にどう活用するか、伺う。

区長　（1）行革計画に基づき、年度末ま
でに財務書類試行版を作成予定。また、
いくつかの事業等で行政コスト計算書
も作成する。（2）自治体間の比較可能性
の観点から、総務省の統一的基準を採
用する。（3）行政評価制度への連携活用

を検討。予算編成や区有施設見直しへ
の活用も研究する。
＜学校施設の活用＞
（1）学校施設の活用に関する認識と課題
について伺う。（2）余裕教室の活用や普
通教室をタイムシェアし、学童保育ク
ラブ等、高まる行政需要に対応するこ
とができないか、伺う。
区長　（1）効果的･効率的活用の検討は
大変重要だが、学校教育に支障のない
範囲で活用することも重要。（2）様々な
検討を行っていくため、教育委員会と
適正な調整、情報交換に努める。

＜ストーカー対策＞
（1）区におけるストーカー被害者の実態
把握について伺う。（2）ストーカー被害
の専用相談窓口を設置し、警察や庁内
連携による被害者保護の対策を強化す
べきと考えるが、見解を伺う。
区長　（1）緊急性や専門知識の必要性の
観点から、相談を受けた関係所管で対
応･把握している。（2）男女平等共同参
画センター、福祉事務所等で相談に対
応。警察など関係機関との一層の連携
に努め、区民を守るための対策強化を
検討していく。

＜待機児童対策＞
青木区長は、平成32年までに保育施設
定員を1,794人拡大をすると発言した
が、区における待機児童対策の状況と
具体的な進め方を伺う。
区長　平成29年4月に向けては、前年
比365人の定員拡大を予定している。
1,794人の定員拡大とともに、潜在的保
育需要へも対応し、さらなる上積みを
目指す。

＜デジタル教科書の活用＞
文部科学省は｢次期学習指導要領の実施
に合わせたデジタル教科書(※)の導入
が望ましい｣としている。円滑導入に向
け積極的な対応を進めていくべきと考え
るが、現在の活用と今後の見通しを伺う。
教育長　第一中学校ではタブレット型
端末等の実証研究に取り組み、デジタ
ル教科書等の効果を検証中である。今
後、デジタル教科書の計画的な活用を

図り、｢より分かりやすい授業｣の実践に
向けて、鋭意検討を進める。
＜公立学校における障害者理解の取組み＞
７月に相模原市で発生した事件が二度
と起こらないように、公立学校で障害
者理解のための学習を組織的･計画的に
行っていくことが重要と考えるが。
教育長　障害の有無にかかわらず、児
童･生徒が互いを正しく理解し、支え合
うことの大切さを学ぶ学習の充実に取り
組んできた。今後も関係部局と連携を図
り、障害者理解教育の充実に努める。
＜命を大切にする教育＞
未来ある児童･生徒が自ら死を選択する
ことは、あってはならない。命を大切
にする教育の現状と今後について伺う。
教育長　各学校が、家庭との連携を図

りながら、生命の尊さを実感できる教
育に取り組んでいる。自らの命を愛お
しみ、生命に対する畏敬の念を育むこ
とは学校教育の責務であり、今後とも
命を大切にする教育の充実に努める。
＜防災教育＞
防災教育の状況と今後の対応を伺う。
教育長　毎月の避難訓練は、実施方法
を工夫し、災害発生時に的確な判断･行
動ができる力を育んでいる。今後は、
自ら支援活動等に取り組む力を育んで
いく。

喫緊の課題と
子どもたちの未来について

自由民主党目黒区議団　そうだ 次郎　議員

いじめ防止対策条例が検討されている
が、対処療法では意味がない。子ども
の持つ｢自ら解決する力｣を引き出し、
子どもと大人の気づきの機会とし、い

じめの裏に潜む課題の解決を目指せ。
教師の教育活動を阻害する｢情報共有の
義務化｣はやめよ。
教育長　より多くの関係者が、児童･生

徒の不安や悩みを受け止めることがで
きるよう、学校と地域、保護者が組織
的に連携･協力する体制作りを検討して
いく。いじめに関する情報については、
｢学校いじめ対策委員会｣への報告や、
全教職員で情報を共有する必要がある
ことを周知･徹底していく。
辻文化を活かし、歩道上に人との出会
いの場となるベンチを設置すること。
空地を活用しガーデニングやシェア農
園等暫定利用を検討せよ。遊具のない

公園では、防災訓練やイベント等の活
用を。街路樹の剪定技術で夏の日差し
を遮り街並みのデザイン性を高めよ。
区長　腰掛け等の検討は可能だが、道
路本来の機能から人が集うスペースと
するのは困難。公共用地の空地は、本
来の利用目的があり一時的に空地に
なっているものである。暫定利用の要
望があった場合も、安全性など十分な
精査が必要である。街路樹の剪定は、
道路景観にもできるだけ配慮する。

いじめ問題は根本的解決を！
空地の暫定利用をせよ！

広吉 敦子　議員

＜喫煙者と非喫煙者、双方が居心地の良い環境を＞
駅周辺の指定喫煙所は多くの喫煙者が
利用し、煙の拡散や喫煙者の広がりが
通行の妨げとなっている。喫煙所の設
置は、ポイ捨て防止(環境美化)ととも
に煙の被害･迷惑を防止する視点で進め
るべき。十分なスペース、煙が流れな

いパーテーションの設置、喫煙所の移
転などの拡充･改善を進められないか。
区長　指定喫煙所への喫煙者の集中・増
加等によるはみ出しや煙の影響から苦情
が増加している。学芸大学駅西口は公衆
便所に屋内型指定喫煙所を設置予定。中
目黒GT前喫煙所は、喫煙エリアの明確

化に向け灰皿の配置換え等を実施。自由
が丘駅は、まちづくり協議会等とも調整
し検討を進めていく。今後、国･都の動
きも注視し、環境美化推進の観点で路上
喫煙対策を進める。
＜より良い避難所運営のために＞
（1）妊産婦、アレルギー、医療機器利用
など、避難所で配慮を必要とするかた
のために、避難者名簿記入書式の充実
を。（2）学校長には防災服、避難所スタッ
フには識別しやすいベスト等を貸与で
きないか。（3）給食施設の利用、体育館
の空調改善など、避難所としての活用
を考慮した設備設計はできないか。（4）

福祉避難所の場所と人手の確保を。
区長　（1）要配慮者への対応には、避難
者名簿の充実が必要。各地域で行われ
る避難所運営訓練等を通して検討する。
（2）どのような形が分かりやすいか、避
難所運営協議会等の場で検討していく。
（3）災害時利用に配慮した設備設計等に
ついては、引き続き調査研究に努める。
（4）福祉避難所の収容能力には限りがあ
り、支援を要するかたのエリア確保、
補完避難所の優先利用、専門職による｢要
配慮者支援チーム｣の福祉避難所への移
送判断等が必要。他自治体からの応援
職員等も充てる。

暮らしの向上！
「分煙環境の整備」「避難所の改善」を

自由民主党目黒区議団　西村 ちほ　議員

【用語解説】
※　デジタル教科書:コンピューターやネット
ワーク、アプリケーションソフトウエアな
どのあらゆるデジタル技術を使って実現さ
れる学習教材。

各常任委員会の視察について、お知らせします。
目黒区議会では、自治体の先進的な取組みを区政に役立てるため、視察を行っています。行政視察報告

区議会インターネットライブ中継をご覧ください区議会インターネットライブ中継をご覧ください
　平成２８年５月の臨時会から、本会議、決算特別委員会、予算特別委員会のインターネットライブ中継を順次開始しています。
決算特別委員会、予算特別委員会は、録画（議会中継画面）映像も見られるようになります。スマートフォン等でも視聴可能です。
　ぜひご覧ください。

＜問い合わせ＞区議会事務局広報係　☎03-5722-9415URL : http://www.city.meguro.tokyo.jp/kugikai/dvl-meguro.html

　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扱います。
　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２９年第１回定例会で新たに請願・陳情の審査を希望される場合は、２月９日（木）正午までに提出してください。

請願・陳情の受付についてお知らせします

＜問い合わせ＞ 区議会事務局議事・調査係 ☎０３－５７２２－９４１４

企画総務

10月18日（火）
～ 10月20日（木）

生活福祉

10月24日（月）
～ 10月26日（水）

都市環境

10月18日（火）
～ 10月20日（木）

文教・子ども

10月24日（月）
～ 10月26日（水）
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大阪府貝塚市

広島県尾道市

広島県

愛知県豊田市

愛知県豊明市

愛知県名古屋市

愛知県名古屋市

石川県金沢市

富山県富山市

兵庫県たつの市

兵庫県明石市

滋賀県甲賀市　

滋賀県大津市

セーフコミュニティ推進事業

人と防災未来センター

公契約条例

ファシリティマネジメントの取り組み

地域包括システム尾道方式

観光施策「究極のガイドブック」

動物愛護ボランティアの育成と共働

新しい地域包括ケアモデル

若者の就労支援

空き家等対策の推進

歩けるまちづくり推進
及びまちなか自転車利用環境向上計画

再生可能エネルギー導入プラン

公共交通を利用したコンパクトなまちづくり

環境モデル都市の取り組み

スマートフォン教育

明石市こども養育支援ネットワーク

甲賀市の発達支援

いじめ対策の取り組み

「事故やけがは予防が可能である」という考え方に立ち、誰もが安全で安心できるまちづくりについて視察。

阪神淡路大震災の教訓を生かした防災・減災の取組みについて、首都圏大災害を念頭に置きながら視察。

公共入札を、労働者の賃上げや労働条件改善をもたらす事業として組立てる新しい制度について視察。

修理保全や過剰に悩む公共の施設資産を、適切に管理・運営・活用していくための仕組みについて視察。

公立みつぎ総合病院が主体となって構築してきた地域包括ケアシステムの変遷や、人材確保などの課題を視察。

県の知名度を高めるため、著名人を活用し若年女性層の観光リピーターの増加を狙ったプロモーション事業を視察。

動物愛護センターでの、いのちの教室、譲渡会、しつけ方教室等を通じた動物愛護ボランティアの育成と共働を視察。

市・医大・URの三者連携による豊明団地をモデル地域として展開する地域包括ケアシステム「豊明モデル」を視察。

なごや若者サポートステーションでの働くことに悩みを抱える若者への就労支援事業の取り組みを視察。

国より一年前に議員提案で条例を制定。市外所有者に写真送付等で対策を推進。実害軽減や利活用の課題も視察。

車とバスと自転車と歩行者の多様な移動手段を組み合わせたまちづくりを視察。隣接区との連携や規制の課題も整理。

CO2削減と同時にエネルギー自給率向上に取り組む。小水力や風力や太陽光を組み合わせた環境教育や啓発効果も視察。

公共交通整備と沿線居住促進と市街地活性化で特に高齢者の利便性が向上。整備は補助金と協賛金と寄付金を活用。

「花を買って乗れば無料」「孫とならジージターダ」事業を視察。歩いて出かけて環境と健康と経済にもいい施策。

たつの市教育委員会は小中学生に対しスマートフォンと携帯電話の学習を正規授業としており、授業を参観した。

明石市は離婚後の子ども養育支援に関して、地方公共団体中で一番の先進市。弁護士である市長から説明を受けた。

甲賀市の発達・教育支援が必要な人たちを幼児期、学齢期、青年期と継続させる関連機関と連携の仕方を視察。

５年前に市立中学の生徒が、いじめによる自殺をしたのを契機に自殺防止を徹底的に行い、防止策と成果を視察。

報　　　告視察事項視察先委員会名／視察日

（6）平成29年1月7日 第248号め ぐ ろ 区 議 会 だ よ り （7）平成29年1月7日第248号 め ぐ ろ 区 議 会 だ よ り
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