め ぐ ろ 区 議 会 だ よ り

（6）平成 31 年 1 月 9 日

暮らしの中で地域の安全を
確保し、
区民に安心を
公明党目黒区議団 武藤 まさひろ 議員
＜危険ブロック塀等の安全確保について＞
（1）民間施設の塀に関し約190件の相
談 が あ っ た が、そ の 調 査 結 果 を 伺 う。
（2）11月７日、国の補正予算が成立「危
険ブロック塀等の撤去」を財政支援す
るとなったが、区としてどう取り組ん

でいくのか伺う。
区長 （1）
相談では、
現行の基準に適合し
ないものや老朽化が進行した事例が多くみ
られる状況である。
危険ブロック塀の総数に
ついては、
調査の実施に向けて検討を進め
ている。
（2）
国や都の補助制度等の動向に注

第 256 号

視しながら、
通学路の安全確保や民間のブ
ロック塀の安全対策に取り組んでいきたい。
＜家賃助成について＞
（1）公 的 住 宅 が 少 な い 目 黒 区 に と っ
て、家賃助成はとても重要な施策です
が、今後の拡充について伺う。
（2）家賃
助成に申請できる方は実際に住んでい
る方が借り主である場合です。ただ、高
齢者の方が新たに部屋を借りるのがと
ても難しく、代わりにお子さんが借り
主になる場合などがあります。今のま
までは家賃助成制度に申し込みができ
ません。本当に困っている方が使える
よう制度変更の必要があると思います

がいかがでしょうか。
区 長 （1）住宅の確保に特に配慮を要
する方のうち、優先度の高い区民をで
きるだけ広く公平に支援するため、今
後も家賃助成制度を継続していくとと
もに、これまでの実績や財政状況を踏
まえて、
より効果を上げられるように制
度の充実を図っていく。
（2）現行の家賃
助成制度の資格要件のうち、実態に合
わないものについては、
適宜見直しを図
る方向で検討していく。見直しに当たっ
ては、区内の不動産関係団体からの意
見等も踏まえ、
助成する際の基準づくり
について、
調査研究していきたい。

第 256 号

め ぐ ろ 区 議 会 だ よ り

最近の委員会の主な議題（平成30年10月〜12月上旬）

学芸大学の将来を見据え、
交通事故のない街づくりを！
自由民主党目黒区議団 橋本 欣一 議員
＜学芸大学駅周辺地区整備計画の素案
が出来上がった＞
（1）補 助26号 線 開 通 に よ り 街 が 分 断
さ れ る。横 断 環 境 整 備 の 協 議 を 早 急
に関係機関と図るべきだ。
（2）ゾーン
30（※）エリアを他地区も含め拡大す
べきと考えるがどうか。
（3）交差点で
の事故防止のため、標識やミラーの工
夫、坂 道 の 考 慮、自 転 車 の 一 方 通 行 逆

走等、対策を伺う。
区長 （1）横断歩道や信号の設置など
の横断環境整備の課題について、地元
の意見・要望を踏まえ、引き続き関係機
関に要望していく。
（2）学芸大学駅周辺
地区の未指定の区域についても、指定
エリアが拡大できるよう碑文谷警察署
に要望していくとともに、区内の他地
区でのエリア拡大も目黒・碑文谷両警

に、外国人来訪者への対応について、商
店街をはじめ関係者の意見を聞きなが
ら、適切に対応を図っていく。
＜自治体交流について、以前に協定や
友好を結んだ都市との交流をどのよう
に考えていくのか。＞
区長 これまでの交流の経緯や実績な
どを踏まえ、つないできた様々な交流
を今後も絶やすことなく、自治体間の
住民同士の交流がより一層充実してい
くよう取り組みを進めていく。
【用語解説】

※ゾーン３０：歩行者などの安全 性を確保す
るため、都公安委員会が 区域（ゾーン）を
定めて、最高 速 度を時 速３０kmに規制す
るもの。

・平成30年度障害者週間記念事業
「めぐろふれあ

常任委員会
企画総務委員会

10月10日
（水曜日）

・目黒区行革計画取組結果
（平成27年度～平成29
年度）

いフェスティバル」
の開催
・議案審査

・遺贈（自由が丘三丁目の不動産及び動産）の申出
への対応

・
「第42回目黒区民まつり」
の実施結果
・碑小学校屋内プールの臨時休場

都市環境委員会

・中目黒駅周辺地区整備計画改定素案

・
【視察：滋賀県草津市、大阪府大阪市、滋賀県】

・第35回目黒区駅前放置自転車クリーンキャン

11月14日
（水曜日）

ペーン

・目黒区校長交際費支出損害賠償請求上告事件の

・台風24号の風水害の対応

決定

・駒場公園
（旧前田家本邸和館を含む）
の臨時開園
10月22日
（月曜日）
から10月24日
（水曜日）

・
【視察：福島県会津若松市、新潟県新潟市、新

・契約報告
（10件）
・土砂災害ハザードマップの作成及び配布

潟県三条市、新潟県長岡市】
11月14日
（水曜日）

・補助26号線沿道
（駒場四丁目の一部）の街づく

11月28日
（水曜日）

り懇談会

・議案審査

・機能的な都市施設サービス提供体制の構築に向

・新年のつどいの開催

けての方向性

・平成30年の給与改定の取扱い

委員会名
視察日

・陳情審査

企画総務
１０月１６日
（火）
～１０月１８日
（木）

視察先
滋賀県草津市
大阪府大阪市

視察事項

１０月２２日
（月）

報

告

テレワーク制度の導入

在宅勤務制度をすでに実施している草津市での仕事と生活の調和（ワークライフバランス）
の推進を視察。

自治体クラウドの導入

国が推進している自治体クラウド。
市民のための、
災害に強くより安全性の高いクラウドシステムを視察。

自治体行政へのＡＩの活用

AIについての考察を深めることより、
ＡＩにできることとできないことを見分ける必要性についてを視察。

救命サポートアプリの運用

予防救急の推進、
応急手当の普及啓発、
救急安心センター事業の推進と救命サポートアプリの活用を視察。

滋賀県

学習船建造のためのクラウドファンディングの実施

目黒区で今年始めたクラウドファンディング「ヒーローバス」事業の育成のために先進事例の取組を視察。

鳥取県

難病の子どもと家族の地域生活支援施策及び小児
自治体と日本財団の共同プロジェクトとして全国初の取組。難病の子どもと家族の地域生活支援策等を視察。
在宅支援センター

鳥取県南部町 日本版CCRC 生涯活躍のまち
生活福祉

10月10日
（水曜日）

鳥取県米子市

人口減少や高齢化の進展により
「生涯活躍のまち」構想に至った。移住希望者のためのお試し住宅等を視察。

商店街のエリア毎のまちづくり会社による拠点づくりと
商店街のエリア毎にまちづくり会社を設立。
賑わい拠点創出等による
「にぎわいトライアングルゾーン」
を視察。
相互連携による賑わい再生

公益財団法人
魅力ある独自の美術館運営
～１０月２４日
（水）
足立美術館

行政からの補助金・助成金を受けずに運営している。創設者の信念「庭園も一幅の絵画である」美術館を視察。

生活困窮者自立支援事業
松江市福祉就労支援コーナー「ハローワークプラス」
を設立。松江市くらし相談支援センター等の事業を視察。
島根県松江市 AIで統合された地域データとIoT技術を活用した観
市の観光資源等と民間企業の技術力を組み合わせた観光マーケティング方法の確立を目指す実証実験を視察。
光マーケティングの実証実験
福島県会津若
スマートシティ会津若松推進事業
ICTや環境技術を健康、
福祉、
教育、
防災、
エネルギー、
交通、
環境等の様々な分野で活用した取組を視察。
松市
新潟県新潟市
都市環境
１０月２２日
（月）
～１０月２４日
（水）

新潟県三条市

新潟県長岡市

文教・子ども

寺山公園の整備

緑に囲まれた健康・交流・子育ての場として整備された各種広場、
防災施設、
子育て交流施設い～てらすを視察。

レッツ・アダプト・ア・パーク！事業

公園の美化・維持管理に意欲的な市民ボランティア活動により、
市民協働で公園の維持管理を行う取組を視察。

バイオマスの利活用事業
デマンド交通「ひめさゆり」
中心市街地再開発による都市機能の集積の取組
長岡市耐震改修促進計画

生ごみ、給食残渣等活用する完熟堆肥化センター等の低炭素・循環型・自然共生のバイオマス利活用事業を
視察。
高齢社会における地域公共交通の新たなる取組としてタクシー車両を活用したデマンド交通の運行について
視察。
中心市街地の空洞化、老朽化対策として全国初の「まちなか型市役所」等を含む中心市街地再開発の取組を
視察。
新潟県中越地震、
新潟県中越沖地震の経験を生かし、
雪国の地域特性も考慮した耐震改修促進計画の取組を
視察。

長野県茅野市 茅野市こども館「ＣＨＵＫＯらんどチノチノ」

平成14年に当時の中高生が館の建設に携わり、
今も現役中高生が運営を担うインクルーシブデザインを視察。

山梨県北杜市 子育て包括支援事業

目黒区も設置検討している
「子育て世代包括支援センター」のあり方について、
先進自治体の状況を視察。

・議案審査

休場

・目黒区空家等対策計画素案

文教・子ども委員会

議会改革
（タブレット端末の導入、
政務活動費の公開、
タブレット端末導入による議会・議員活動の効率化、
政務活動費の公開、
一問一答方式等を調査。
一問一答方式 他）
遠野みらい創りカレッジ

地域課題解決と地域創生につながる産官学民が連携した「みらい創りカレッジ」活動を視察。

北上市近未来政策研究所の設置

市政の中長期を展望した精度の高い政策形成能力を担保する、
行政内シンクタンク創設を視察。

ＰＦＩ活用方針と活用事例

公共事業の実施にあたり、
民間と行政の能力に応じ、
役割と責任を分担して事業実施するＰＦＩ手法を視察。

・委員会開催予定について

・平成30年度前期目黒区立学校における不登校

・意見書(案)について

の状況

・長期計画審議会委員の推薦について

・地域子育てふれあいひろば事業の実施事業者の 11月27日（火曜日）
選定結果

・議案に対する賛否について

11月28日
（水曜日）

・議事日程及び進行順序について

・議案審査

・意見書案について

・平成30年度東京都
「児童・生徒の学力向上を図

・平成30年度区議会事務局補正２号予算要求
（案）

るための調査」
の結果

について
ついて
12月6日
（木曜日）

・討論通告について
・議事日程及び進行順序について
・討論通告について（追加）
・議事日程及び進行順序について（追加）

・
【視察：北海道北斗市、北海道函館市】
10月9日
（火曜日）

特別委員会
目黒区総合戦略等調査特別委員会

10月3日
（水曜日）

・目黒区基本構想改定に当たっての基本方針案
・東京2020オリンピック・パラリンピック競技

11月8日
（木曜日）

大会における区市町村からの都市ボランティア

・平成30年第4回定例会の招集について

への推薦

・平成30年度教育施策説明会
（後期）
の開催

・会期及び会期中の日程について

・
「目黒区自殺対策計画」
素案

・平成31年度区立幼稚園及びこども園の園児募集

・議会運営委員会に提案する意見書等について

・食中毒の発生に伴う不利益処分

・平成30年度児童・生徒体力・運動能力調査の結果

・一般質問の通告期限について

・教職員の服務事故

・請願・陳情について

・区政に対する意識調査等の実施

・平成31年成人の日のつどい（案）

・本会議における討論通告書の提出期限について

・長期計画審議会の委員構成

・目黒区立図書館の臨時休館

・平成30年特別区人事委員会勧告の概要について

・国家公務員駒場住宅跡地の活用における基本的

・地域子育てふれあいひろば事業実施

・区内保育園における細菌性赤痢の発生と対応状

10月22日
（月曜日）
から10月24日
（水曜日）

・
【視察：鳥取県、鳥取県南部町、鳥取県米子市、
公益財団法人足立美術館、島根県松江市】
11月14日
（水曜日）

・平成31年度まちづくり活動助成事業の実施等
・食品衛生法違反に伴う不利益処分
・区内保育園における細菌性赤痢の発生と対応
状況

・目黒区版放課後子ども総合プランの実施に向け
た取組
・目黒本町一丁目国有地における児童福祉施設整
備・運営事業者の公募に係る選定結果

10月11日
（木曜日）
から10月12日
（金曜日）
・
【視察：岩手県遠野市、岩手県北上市、
宮城県仙台市】
10月26日
（金曜日）

方向
11月30日
（金曜日）

況について
・金沢市への議員派遣の結果について

・国家公務員駒場住宅跡地の活用に向けた検討素材

・議会の議決すべき事件について

・公衆無線LAN（Meguro Free Wi-Fi）
及び観光・

・平成31年度区議会事務局当初予算(案)について

防災ポータルの運用開始

傍聴においでください
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。

＜本会議場での傍聴について＞

北海道函館市
～１０月５日
（金）
目黒区総合戦略等 岩手県遠野市
調査特別
岩手県北上市
１０月１１日
（木）
～１０月１２日
（金） 宮城県仙台市

・追加提出予定議案
（議員提出）
について

・トップアスリート競技観戦事業の実施

第１次、
第２次の議会改革の取組全般と、
一般質問における一問一答方式の導入等を調査。

他）

・追加提出予定議案
（区長提出）
について

・第10回中学生
「東京駅伝」
大会

・提出予定議案について

10月10日
（水曜日）

北海道北斗市 議会改革（一問一答方式

生徒自ら課題を見つけ学び考える力を養う教育が40年前より行われ、
通知表無くとも評価される教育を視察。

例」
の制定について
・
「目黒区学校給食費助成条例」の提案
（議員提出）

・追加提出予定議案
（議会運営委員会提出）
について

・議会の議決すべき事件について

・陳情審査

ネット社会で小中学生の活字離れが問題視される中、
授業中に学校図書館の活用が活発な学校の状況を視察。

～１０月２５日
（木） 長野県伊那市 伊那小学校における総合学習・総合活動

・一般質問の順序について

・友好都市との学校間交流促進
（案）

・北京市東城区代表団の目黒区訪問について

11月29日
（木曜日）

新潟県長岡市 学校図書館機能強化の進め方

「相手の立場を意識したものづくり」
という企業における考えを教育に盛り込んだ諏訪市の理念について学ぶ。

１０月４日
（木）

・
【視察：特別区道路線
（下目黒四丁目地内）
】

会」
及び
「かなざわ講座」
等の実施
・目黒区民センタープール（屋内プール）の臨時

会議の実施

10月4日
（木曜日）
から10月5日
（金曜日）

11月28日
（水曜日）

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。

１０月２３日
（火） 長野県諏訪市 キャリア教育推進事業（ものづくり教育）

議会運営

・旧前田家本邸洋館リニューアルオープン記念
「茶

・平成30年度いじめ問題を考えるめぐろ子ども

議会運営委員会

お知らせ

・平成31年度めぐろ区民キャンパス構成施設の
臨時休館

・
【視察：ゆらりん下目黒保育園、アソシエ目黒

2018」
の実施
・平成30年度住宅用新エネルギー及び省エネル 11月29日（木曜日）
ギー設備設置費助成の受付期間の延長等
・陳情審査
・平成30年度年末年始の資源回収・ごみ収集の

12月6日
（木曜日）

生活福祉委員会

・陳情について
・
「目黒区議会の議決に付すべき事件に関する条

11月7日
（水曜日）

・第9回
「ティーンズ・フェスタ・イン・めぐろ

・工事報告
（2件）

・陳情審査

各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。

11月15日
（木曜日）

・
「目黒区特別支援教育推進計画」
改定の進め方
（案） ・平成31年度区議会事務局当初予算要求
（案）に

・工事報告
（4件）

・目黒区人事行政の運営等の状況の公表
11月29日
（木曜日）

行 政 視 察 報 告

の提出について
・長期計画審議会委員の推薦について

油面小学校内学童保育クラブ】
について
・東京都市計画生産緑地地区
（南二丁目）の都市計 11月14日（水曜日）
・長期計画審議会委員の推薦について
画変更案の縦覧結果
・平成30年度前期目黒区立学校におけるいじめ 11月22日（木曜日）
・学芸大学駅周辺地区整備計画改定素案
の状況
・議事日程及び進行順序について

・台風24号の風水害への対応

・目黒区登録業者の指名停止措置

諏訪市、長野県伊那市、新潟県長岡市】

おおとり保育園、平町児童館・学童保育クラブ、

10月10日
（水曜日）

10月16日
（火曜日）
から10月18日
（木曜日）

・平成30年特別区人事委員会勧告の概要

・
【視察：長野県茅野市、山梨県北杜市、長野県

・
「目黒区産業振興ビジョン」
改定素案

・旧第四中学校における地域避難所の指定解除

・事故の発生

・
「扶養控除等申告書」及び
「保険料控除申告書」等

10月23日
（火曜日）
から10月25日
（木曜日）

・陳情審査

・契約報告
（2件）

・区議会事務局の組織改正(案)について

・ヒーローバスの運行開始
事業者公募による選定結果
（中町一丁目）

11月29日
（木曜日）

る年次報告
（概要）

・訪問型病児・病後児保育利用料助成制度の実施
・平成31年度賃貸物件等による認可保育所開設

11月28日
（水曜日）

・平成29年度男女平等・共同参画の推進に関す

・目黒区地域防災計画の修正

察署と協議を進める。
（3）今後とも地域
の交通安全対策について、地元住民や
警察等関係機関と連携し、安全性の向
上に取り組んでいく。
＜オリンピック等の影響について＞
（1）行政や各種団体における影響をど
のように通知、対応を行うのか。
（2）外
国人に対し言語や表記、表示などに対
する対応、指導、支援をどうするのか。
特に商店街では、やり取りの中でのト
ラブル発生も予想されるが、いかがか。
区長 （1）引き続き情報収集に努める
とともに、必要な情報は、区民、議会へ
適切に情報提供を行い、区民生活に及
ぼす影響が、最小限となるよう努めて
いく。
（2）外国人により分りやすい案内
表記や多言語化の充実に務めるととも

平成 31 年 1 月 9 日（7）

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３１年第１回定例会（予定）
２月２０日（水）
２１日（木）
２２日（金）
２５日（月）
２６日（火）
２７日（水）
２８日（木）
３月 １日（金）
４日（月）
８日（金）
１１日（月）～１９日（火）
（土日を除く）
２５日（月）

議会運営委員会・本会議（代表質問）
本会議（代表質問）
本会議（一般質問）
本会議（一般質問）
議会運営委員会・本会議（議案付託）
常任委員会
〃
企画総務委員会(補正予算審査)
目黒区総合戦略等調査特別委員会
議会運営委員会・本会議（議案議決）
予算特別委員会
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

