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最近の委員会の主な議題（平成29年10月〜12月上旬）

常任委員会
企画総務委員会
10月11日（水曜日）
・目黒区実施計画改定素案
・目黒区財政計画（平成30年度～ 34年度）（素案）
・目黒区財政白書2017（案）
・目黒区行革計画改定素案
・目黒区行革計画取組結果（平成28年度）
・特定個人情報保護評価（再実施分）の結果
・平成29年度「区民と区長のまちづくり懇談会」
の開催日の変更

・平成28年度情報化推進計画の進捗状況
・平成28年度男女平等・共同参画の推進に関す
る年次報告（概要）

・目黒区公契約条例（仮称）骨子（基本的考え方）案
・契約報告（3件）
・特殊詐欺被害防止対策事業（自動着信拒否装置
による迷惑電話ブロックサービスの外部委託）
の試行導入

・全国瞬時警報システムの全国一斉情報伝達訓練
の実施

・平成29年10月22日執行衆議院議員選挙及び最
高裁判所裁判官国民審査執行計画（概要）

10月17日（火曜日）から10月19日（木曜日）
・【視察：兵庫県姫路市、大阪府大阪市、大阪府堺市、
静岡県】

11月9日（木曜日）
・建物明渡し等の請求に関する民事訴訟の提起
・番号（マイナンバー）制度における情報連携の本
格運用開始

・平成29年特別区人事委員会勧告の概要
・契約報告（9件）
・平成29年10月22日執行衆議院議員選挙及び最
高裁判所裁判官国民審査結果

11月28日（火曜日）
・議案審査
・補助46号線計画道路上の目黒区立中央体育館
用地の取扱い

・ふるさと納税制度における寄付金の受領及び返
礼品の贈呈

・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（水曜日）
・議案審査
・目黒区特別職報酬等審議会からの答申
12月6日（水曜日）
・議案審査
・職員の懲戒処分
生活福祉委員会
10月11日（水曜日）
・目黒区実施計画改定素案
・目黒区財政計画（平成30年度～ 34年度）（素案）
・目黒区行革計画改定素案
・平成30年度めぐろ区民キャンパス構成施設の
臨時休館

・目黒区産業振興ビジョン改定に伴う意識調査の

実施
・三田地区店舗施設の見直し案に関する説明会の
実施結果

・区民プールの臨時休場
・東山住区会議室及び東山老人いこいの家の臨時
休館

・駒場住区会議室の休館日の変更
・目黒区地域福祉審議会の答申
・発達障害支援事業の委託事業者公募の選定結果
10月24日（火曜日）から10月25日（水曜日）
・【視察：姫路医療生活協同組合、京都府八幡市】
11月9日（木曜日）
・区職員が生活保護受給者の預金を着服した事案
・平成30年度まちづくり活動助成事業の実施
・臨時福祉給付金（経済対策分）給付事業の実施結
果

・国民健康保険制度改革
・金沢市との友好都市協定締結に係る記念事業の
開催

・平成29年10月　台風21号による砧野球場・砧
サッカー場の被害状況

・食中毒の発生に伴う不利益処分
・高齢者福祉住宅に係る公営住宅制度の改正
・平成29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（火曜日）
・議案審査
・	目黒区保健医療福祉計画改定素案
・	第7期目黒区介護保険事業計画素案
・	目黒区障害者計画（第5期障害福祉計画・第1期
障害児福祉計画）改定素案

・	区職員が生活保護受給者の預金等を着服した事
案

11月29日（水曜日）
・陳情審査
・「第41回目黒区民まつり」の実施結果
・スポーツ推進委員の任期等の見直し

都市環境委員会
10月11日（水曜日）
・目黒区実施計画改定素案
・目黒区財政計画（平成30年度～ 34年度）（素案）
・目黒区行革計画改定素案
・工事報告「東山小学校南側道路拡幅工事」
・南一丁目緑地公園（仮称）整備計画案
・駒場公園（旧前田家本邸和館を含む）の臨時開園
・クールチョイス普及啓発事業の実施
10月24日（火曜日）から10月26日（木曜日）
・【視察：長野県飯田市、長野県長野市、新潟県
柏崎市、新潟県新潟市】

11月9日（木曜日）
・東京都市計画生産緑地地区（八雲三丁目）の都市
計画変更案の縦覧結果

・工事報告2件（交通安全施設等整備工事・道路維
持工事）

・工事報告2件（東山児童遊園・田切公園）
・目黒区住宅マスタープラン改定素案
・区営住宅に係る公営住宅制度の改正

・借上型区民住宅（特定優良賃貸住宅）の一部返還
・平成29年度年末年始の資源回収・ごみ収集の
お知らせ

11月28日（火曜日）
・議案審査
・空き家対策に関する計画策定の進め方
・目黒区自転車走行環境整備計画素案
11月29日（水曜日）
・陳情審査
文教・子ども委員会
10月11日（水曜日）
・目黒区実施計画改定素案
・目黒区財政計画（平成30年度～ 34年度）（素案）
・目黒区行革計画改定素案
・平成30年度区立幼稚園及びこども園の園児募
集

・平成29年度児童・生徒体力・運動能力調査の
結果

・区独自教材「Welcome	to	Meguro」の活用
・平成30年成人の日のつどいについて（案）
・八雲地区学童保育クラブ（仮称）の運営委託事
業者の公募結果

・文部科学省主催日韓高校生交流事業における目
黒区児童館訪問実施結果

・学童保育事業の利用基準等の変更
・賃貸型認可保育所整備・開設事業者募集要項
10月17日（火曜日）から10月19日（木曜日）
・【視察：愛媛県西条市、岡山県玉野市、岡山県、
大阪府大阪市、兵庫県神戸市】

11月9日（木曜日）
・平成29年度前期目黒区立学校におけるいじめ
の状況

・平成29年度いじめ問題を考えるめぐろ子ども
会議の実施

・平成29年度前期目黒区立学校における不登校
の状況

・平町児童館運営委託事業者の決定
・烏森住区センター児童館第二学童保育クラブ運
営委託事業者の決定

11月28日（火曜日）
・議案審査
・平成29年度東京都「児童・生徒の学力向上を図
るための調査」の結果

・第9回中学生「東京駅伝」大会
・第8回「ティーンズ・フェスタ・イン・めぐろ
2017」の実施

11月29日（水曜日）
・陳情審査

議会運営委員会
11月8日（水曜日）
・平成29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
・会派の変更等に伴う役職等について
・平成29年特別区人事委員会勧告の概要について
・平成30年度区議会事務局当初予算（案）について
11月15日（水曜日）
・陳情について
・一般質問の順序について
・会派の変更等に伴う役職等について
・質問者及び質問時間の調整について
11月22日（水曜日）
・議事日程及び進行順序について
・委員会開催予定について
・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
・議会運営事項検討会について
11月27日（月曜日）
・追加提出予定議案について
・諮問（人権擁護委員候補者の推薦）に対する賛否
について

・議事日程及び進行順序について
・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
・平成29年度区議会事務局補正3号予算要求（案）
について

11月28日（火曜日）
・議事日程及び進行順序について
・意見書（案）について
12月5日（火曜日）
・追加提出予定議案について
・本会議における討論通告の提出期限について
・意見書（案）について
12月6日（水曜日）
・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
・土砂災害防止法に基づく基礎調査結果について
・大韓民国ソウル特別市中浪区への訪問について
・議事日程及び進行順序について（追加）

特別委員会
目黒区総合戦略等調査特別委員会
10月13日（金曜日）
・コミュニティ施策の今後の進め方（案）
・目黒区実施計画改定素案
・目黒区行革計画改定素案
・ケニア共和国とのホストタウン事業にかかる覚
書締結等

・東京2020大会に向けたカウントダウンモニ
ターの設置等

10月31日（火曜日）から11月1日（水曜日）
・【視察：奈良県生駒市、大阪府高槻市、愛知県
高浜市】

11月30日（木曜日）
・目黒区における公衆無線ＬＡＮ整備の基本的考
え方（案）

・ケニア共和国とのホストタウン事業（第一弾）の
実施

＜自立支援重視の方向性に対し＞
（1）介護保険改正の要点は、自立支援
を推奨していくとしている。今後の
在宅ケア人材確保をどのように考え
るか。（2）在宅要援護者の生活のQOL

（※）向上のために、介護者向けの歯 
科衛生士による口腔ケア研修会実施は
いかがか。（3）国は自立支援策を積極

的に行う自治体に財政支援をするが、
本区では各方面とどのような検討をす
るか。
区長　（1）自立支援のための機能訓練
が円滑に実施されるよう、介護事業者
へ報酬の加算に関する情報提供を行
い、関係者と連携を図る。（2）年齢に関
係なく、介護者を対象とした、歯科衛生

士による研修等の実施を検討する。（3）
第７期介護保険事業計画を策定する過
程で取り入れ、区民、議会、関係者等の
意見を受けて、高齢者の自立支援・重度
化防止の取り組みを進める。
＜コミュニティ推進と区有施設につい
て＞

（1）区内22カ所ある住区センターは大
事な区有施設であり財産であるが、低
利用の部屋の活用をどのように改善・
提案していくか。多機能化や使い勝手
も含め住民会議ともっと話し合うべき
だがいかがか。（2）区有施設も職員向
け休憩室など男女平等に配置されたい
がいかがか
区長　（1）施設の有効活用に向けて、

設置当時との状況変化による効果検
証、区民ニーズの変化の把握等に留意
しながら、施設の有効活用に向けた検
討を進めていく。住区センターのあり
方については、地域の方々等との連携
を図りながら、丁寧かつ慎重に進めて
いく。（2）区有施設見直しの取り組みの 
観点からも、今後どのような対応を 
図ることができるか調査研究を進めて
いく。

【用語解説】
※ＱＯＬ: quality of lifeの略。ひとりひとりの

人生の内容の質や社会的にみた生活の質
のこと。

６年に一度の医療制度・介
護制度同時改正に向けて

自由民主党目黒区議団　飯田 倫子　議員

＜マイナポータル（※１）の活用につい
て＞
マイナポータルで新サービスが始まっ
た。LINEでも接続可能。（1）電子申請、
プッシュ型お知らせの環境を整えよ。

（2）マイナンバーカードの取得が進む
と考えるがどうか。

区長　（1）子育てワンストップサービ
スの導入の検討と並行して、システム
面等の環境整備についても調査研究を
進める。（2）今後とも継続的にわかりや
すい制度の周知やマイナンバーカード
の取得に向けたPRに努めていく。
＜セーフティプロモーションスクール

認証（※２）導入について＞
地域・近隣の学校へ情報共有・発信が地
域安全に結びつくが、いかがか。
教育長　学校安全の取り組みが地域
全体の安全につながることが肝要。今
後、先進校での取り組みについて調査
研究していく。
＜公共施設のAEDについて＞
公共施設などのAEDは何時でも使用
できるように考えるが。（1）公共施設
の外部壁面等に設置する事ができない
か。（2）公共施設に設置のAEDの機器
精度を上げるべきだ。
区長　（1）盗難やいたずらのリスクが
高いこと等や整備費用の点でも課題が

あるため、先進事例の調査研究に努め
る。（2）日本救急医療財団にシステム改
善の要望も伝えながら、指摘を踏まえ
て登録情報の更新に取り組んでいく。

【用語解説】
※１ マイナポータル:マイナンバー制度を推

進するために国が設けた個人用のポー
タルサイト。

※２セーフティプロモーションスクール認証：
日本セーフティプロモーションスクール
協議会が、学校独自の学校安全（生活
安全・災害安全・交通安全）を推進す
る学校を認証する取り組み。

区民目線で安心・安全、区民
サービスを目指せ！！

　公明党目黒区議団　佐藤 ゆたか　議員

＜区の無電柱化指針の見直しを！＞
国は低コスト無電柱化手法を次々に規
制緩和し、東京都はその手法を用いて
事業を行う区市町村を費用補助する新
制度を導入するなど、無電柱化推進の

動きは益々活発になっている。12年前
に改定したままの区の電線類地中化整
備基本方針を見直すべき。
区長　区の電線類地中化整備基本方
針の見直しは、現在改定中の実施計画

改定素案に掲げ、東京都の無電柱化チ
ャレンジ支援事業制度を活用し、平成
30年度からチャレンジ路線の選定や基
本方針改定に向けた基礎調査に取り組
み、平成32年度に基本方針を改定する
予定である。
＜無電柱化推進は低コスト手法で！＞
今後本区で行われる無電柱化について
は、小型ボックス・浅層埋設等の低コス
ト手法を取り入れて、無電柱化のコス
トを削減して実施するべき。
区長　無電柱化事業において低コスト
技術手法を取り入れることは重要なこ

となので、国や都の動向を注視すると
ともに、新たな低コスト技術手法の調
査研究に取り組んでいく。
＜区の大事な収入をしっかり確保！＞
道路占用料は年約10億円の安定した
貴重な収入である。道路二次占用料の
未徴収が発覚した場合、事業者に時効
を援用させずに全額回収するべき。
区長　東京電力による調査結果を踏ま
え、占用許可の申請漏れが発覚した場
合は、是正指導を行うとともに、東京電
力と協議し適正な処置を行っていく。

低コスト無電柱化の推進と
道路占用料の確実な徴収を！

自由民主党目黒区議団　小林 かなこ　議員

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30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（金）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

　目黒区議会では、定例会（２月、６月、９月、１１月の年４回）、臨時会、委員
会（常任委員会、議会運営委員会、特別委員会）の傍聴ができます。傍聴は議
会活動に触れる身近な機会ですので、ぜひおいでください。
　傍聴をご希望のかたは、区議会ホームページや区議会だよりなどで区議
会・委員会の日程をご確認の上、当日、総合庁舎本館５階の区議会事務局に
おいでください。
　申込書に住所・氏名をご記入いただければ、どなたでも傍聴できます。
　当日、撮影や録音を希望する場合
は、傍聴手続きの際にお申し出くださ
い。
　なお、傍聴席では飲食禁止や騒ぎ立
てる等で議事を妨害しないことなど、
傍聴するにあたって守っていただく
ことがありますので、ご協力ください。
＜本会議場での傍聴について＞
　傍聴席の入口は６階にあります。
座席の数は５６席です。満員の際は
傍聴をお断りすることがありますので、ご了承ください。
　なお、車椅子のスペースや耳が聞こえにくいかたのための専用イヤホン
の用意がありますので、事務局職員にお申し出ください。

　また、手話通訳を希望されるかたは、傍聴希望日の１週間前までにご連
絡ください。

平成３０年第１回定例会（予定）
　２月２０日（火） 議会運営委員会・本会議（代表質問）

　　　２１日（水） 本会議（代表質問）
　　　２２日（木） 本会議（一般質問）
　　　２３日（金） 本会議（一般質問）
　　　２６日（月） 議会運営委員会・本会議（議案付託）
　　　２７日（火） 常任委員会
　　　２８日（水） 　　〃
　３月 １日（木） 企画総務委員会（補正予算審査）

　　　　2日（金） 目黒区総合戦略等調査特別委員会
　　　　８日（木） 議会運営委員会・本会議（議案議決）
９日（金）～１９日（月）

（土日を除く） 予算特別委員会

　　　２３日（金） 議会運営委員会・本会議（議案議決）

＊本会議の開会は午後１時、各委員会の開会は午前10時の予定です。

＜問い合わせ＞区議会事務局庶務係　☎03-5722-9413　FAX03-5722-9335

傍聴においでください

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

視察日 視察先 視察事項 報　　　告

企画総務
10月17日（火）
～10月19日（木）

兵庫県姫路市 消防防災運動会まもりんピック姫路 防災訓練活性化のための取り組みと課題を視察。関係団体の競争から一般参加への拡大を志向。
大阪府大阪市 オープンデータに関する取り組み 行政データ公開の先進的な取り組みと課題を視察。基本的な事柄への理解と必要性を再認識。

大阪府堺市
堺セーフシティ・プログラム 性暴力のないまちづくりの取り組みとコンビニでの性表現雑誌の自主規制評価と課題等を視察。

電力調達における環境配慮 入札による適切な価格での購入と職員の環境意識の向上に資する公共施設の電力購入における環境配慮
を視察。

静岡県 地震防災センター、県の防災対策 大規模自然災害対策に備え当区では廃止された地震の学習館のあり方も含め先進県の取り組みを視察。
生活福祉

10月24日（火）
～10月25日（水）

姫路医療生活
協同組合 行政や他団体との連携による、地域包括ケアの取り組み 在宅専門で介護、医療サービスを多角的にワンストップで展開する、運営に長けた民間事業者の視察。

京都府八幡市 スマートウェルネスシティやわた推進事業 歩数ポイント制度など、健康推進だけでなく、都市整備も視野に入れた、歩きたくなる健"幸"都市事業の視察。

都市環境
10月24日（火）
～10月26日（木）

長野県飯田市
再生エネルギーの導入による持続可能な地域づくりに関
する条例

地元の自然資源を使い発電、その売電収益を地域課題解決のために充てていく活動を支援する条例を視
察。

環境モデル都市の取り組み 平成21年に環境モデル都市として選定された市の取り組みを視察。りんご並木のエコハウスを現地視察した。
長野県長野市 リノベーションによるまちづくり 民間発。善光寺門前エリアのリノベーション手法によるまちづくりの経過と課題について視察した。
新潟県柏崎市 新潟県中越沖地震からの復興 新潟県中越沖地震メモリアル「まちから」を見学の後、まちづくりの視点で復興における取り組みを視察した。
新潟県新潟市 移動しやすいまちづくり基本計画 スマートウェルネスシティ（健幸都市）構想の基、都市交通の再構築を視察。ライジングボラードを現地視察。

文教・子ども
10月17日（火）
～10月19日（木）

愛媛県西条市 西条市立丹原東中学校におけるLGBT教育 性的マイノリティに関する人権学習を通して、一人ひとりの人権が尊重される学校を目指している授業等を視
察。

岡山県玉野市 玉野市立図書館 新たな賑わいの創出や生涯学習の推進のため、図書館機能と公民館活動が一体となって連携する融合施設
を視察。

岡山県 病児保育施設の岡山県内１７市町村相互利用 安心して子育てできる環境の整備を推進することを目的とした、県内17の病児保育施設相互利用の取り組み
を視察。

大阪府大阪市 大阪市の待機児童対策 平成30年4月の保育を必要とする全ての児童の入所枠の確保に向けた待機児童解消特別チーム等の取り組
みを視察。

兵庫県神戸市 神戸市総合児童センター「こべっこランド」 児童相談所を併設した、子どもたちが遊び・学び、心身ともに健やかに育つためのサポート行う児童施設を視
察。

目黒区総合戦略等
調査特別

10月31日（火）
～11月1日（水）

奈良県生駒市 市民自治組織への行政事務事業の一部委託 自治基本条例に定住外国人、未成年の参加を盛り込んでおり、127の自治会加入率が80％。市民の協働と意
識づくりを視察。

大阪府高槻市 自治会活動の推進 １０３８の自治会が３２地区コミュニティに分かれ自主活動。コミュニティ市民会議と行政との連携状況を視察。

愛知県高浜市 リース方式による市役所本庁舎整備事業 市庁舎を民間企業からリース、議場をも貸出す。各課の課題を共有し、書類の電子化で業務効率を図る施策
を視察。


