
☆議会情報の開示の内容と手続きは次のとおりです☆

情報公開手続きの流れ

最近の委員会の主な議題（平成31年４月～令和元年６月）
・風しんの抗体検査及び定期予防接種（第5期）

の実施
・高齢者の熱中症対策事業の実施
・旧第六中学校跡地を活用した特別養護老人

ホーム等の開設
・令和元年度目黒区地域密着型サービス整備事

業に係る応募事業者の選定結果
6月12日（水曜日）
・証券受託手数料の債権放棄
・目黒区スポーツ表彰
・ラグビーワールドカップ2019TM日本大会に

向けた機運醸成事業の実施
・低所得者の介護保険料軽減強化
・災害弔慰金の支給等に関する法律等の一部改正
6月20日（木曜日）
・議案審査
6月21日（金曜日）
・第56回目黒区商工まつり（目黒リバーサイド

フェスティバル2019）の開催
・金沢市による「氷室の雪氷」の贈呈
・小規模多機能型居宅介護事業所の指定
・目黒区立田道在宅ケア多機能センターにおけ

る指定管理者制度実施方針（案）
・東根老人いこいの家の臨時休館
・医療的ケア児等通所支援事業の実施

4月10日（水曜日）
・祐天寺駅周辺地区整備構想素案
・平成31年度の不燃化特区における助成事業等
・桜森児童遊園改良に向けた取り組み
・富士見台公園改良に向けた取り組み
・目黒区公園施設長寿命化計画の改定
・平成31年度みどりのまちなみ助成事業
・平成31年度の民間建築物の耐震化促進助成事

業等
・平成31年度家賃助成の実施
・学芸大学駅東口指定喫煙所（屋内型）の試行

設置の延長
5月24日（金曜日）
・正副委員長の互選
5月29日（水曜日）
・原町一丁目7番・8番地区における街づくり及

び共同化の進め方
・自転車シェアリング事業の取組状況
・目黒川水質浄化対策の取組状況
・目黒区地域交通検討に係るアンケート調査の

実施等
・工事報告（1件）
・工事報告（2件）
・平成31年春 目黒川沿いの桜開花期間における

取組結果
・「マンション防災マニュアルの手引き」の改定
・マンション等の基礎調査の実施
・区営東が丘一丁目第2アパート集会所における

東根第二学童保育クラブ（仮称）の暫定整備
及び運営

・目黒区分別収集計画（第9期）
6月12日（水曜日）
・原町一丁目7番･8番地区防災街区整備事業に関

わる都市計画原案
・目黒区立区民住宅返還時負担金の債権放棄
・民間の屋内型喫煙施設に係る整備費補助事業

の実施
6月20日（木曜日）
・【視察：目黒本町五丁目（議案第30号）、洗

足一丁目（議案第31号）】
・議案審査
・補助26号線沿道（駒場四丁目の一部）の街づ

くりの取組状況
・東京音楽大学のまちづくり計画書に関わる取

組状況

・自転車安全利用促進条例（仮称）制定に向け
た取組
6月21日（金曜日）
・陳情審査
・【視察：目黒清掃工場、京浜島リサイクルセ

ンター】

4月10日（水曜日）
・令和元年度教育施策説明会（前期）の開催
・平成31年度自然宿泊体験教室及び学校独自宿

泊事業の実施
・平成31年度学校評議員の委嘱
・目黒区生涯学習推進基本構想及び目黒区生涯

学習実施推進計画の改定時期等
・子ども総合計画改定に係る基礎調査等の実施

結果
・八雲住区センター構成施設の臨時休館
・児童虐待が疑われる事案に係る緊急点検の結果
・大型連休期間ベビーシッター利用料助成制度

の実施
・平成31年度賃貸物件等による認可保育所開設

事業者公募に係る選定結果（五本木一丁目及
び八雲二丁目）
5月24日（金曜日）
・正副委員長の互選
5月29日（水曜日）
・令和2年度使用目黒区立小・中学校教科用図書

の採択
・平成30年度目黒区立学校におけるいじめの状況
・平成30年度目黒区立学校における不登校の状況
・平成30年度目黒区立学校卒業生の進路状況
・目黒区めぐろ歴史資料館の臨時休館
・令和元年度学童保育クラブ入所状況
・区営東が丘一丁目第2アパート集会所における

東根第二学童保育クラブ（仮称）の暫定整備
及び運営

・保育所等入所待機児童数
・東山二丁目国有地認可保育所整備・運営事業

者の公募
・東山保育園跡地認可保育所整備・運営事業者

の公募
・令和元年度賃貸物件等による認可保育所開設

事業者公募に係る選定結果（五本木一丁目外2件）
6月12日（水曜日）
・令和元年度児童生徒数・学級数
・平成30年度目黒区立学校における体罰等の実

態把握調査の結果
・平成30年度放課後フリークラブの実施結果
・平成30年度子どもの権利擁護委員制度の実施

状況
・未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特

別給付金事業の実施
・ひとり親家庭等医療費助成制度高額医療費制

度の改正
・目黒区奨学資金及び目黒区女性福祉資金にお

ける貸付金の債権放棄
・令和元年度小学校内学童保育クラブ運営委託

事業者公募の概要
・平成30年度子ども家庭支援センターにおける

要保護児童相談
6月20日（木曜日）
・議案審査
・病後児保育施設の整備・運営事業者の募集
6月21日（金曜日）
・陳情審査

4月5日（金曜日）
・改元に伴う議会の呼称について
・区の改元に伴う元号による年表示の取扱いに

ついて

・即位日等休日法の施行に伴う大型連休中の施
設・業務の対応について

・受動喫煙防止へ向けた区立施設等における今
後の対応方針について
5月24日（金曜日）
・正副委員長の互選
・区長追加提出議案の各会派態度表明について
6月3日（月曜日）
・令和元年第2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
・議長会の要望活動について　
・東京都後期高齢者医療広域連合議会議員選挙

の実施について
・議場設備改修の方向性について
・目黒区議会クラウド型ファイル共有システム

運用基準（案）について
6月10日（月曜日）
・陳情について　
・一般質問の順序について
・総合庁舎の屋外喫煙場所について
・平成30年度各会計決算総括（速報値）について
・東京都後期高齢者医療広域連合議会議員選挙

の実施について
・議長会の要望活動について　
・議会運営事項の検討の進め方について
6月17日（月曜日）
・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
・意見書等（案）について
・議会運営事項の検討の進め方について
6月19日（水曜日）
・議事日程及び進行順序について
・東京都後期高齢者医療広域連合議会議員選挙

候補者の推薦について
・意見書（案）について
・議会運営事項の検討の進め方について
6月28日（金曜日）
・討論通告について
・議事日程及び進行順序について
・議会運営事項の検討の進め方について
・令和元年度区議会事務局補正1号予算要求

（案）について
・議員の派遣について
・議員の派遣についてに対する賛否について
・議事日程及び進行順序について（追加）

4月12日（金曜日）
・区政に対する意識調査等の実施結果
・コミュニティ施策に係る当面の具体的取組に

関する進捗状況
・旧地震の学習館の跡活用
・国家公務員駒場住宅跡地の活用に向けた中間

のまとめ
・平成31年度構造体耐久性調査・評価の結果
5月24日（金曜日）
・正副委員長の互選
6月24日（月曜日）
・目黒区民センター見直しに係る令和元年度の

取組内容
・国家公務員駒場住宅跡地活用検討のこれまで

の経過
・第４回目黒シティラン～健康マラソン大会～

の開催

4月10日（水曜日）
・平成31年度職員数
・ＩＣＴを活用した実証実験の実施
・目黒区男女が平等に共同参画する社会づくり

条例の改正の考え方
・職員の退職及び定期人事異動
・「平成31年3月から適用する公共工事設計労

務単価」の運用に係る特例措置の実施及びイ
ンフレスライド条項の運用

・平成31年度労働報酬下限額
・区有財産売買契約
・菅平寄付用地の売却
・目黒区業務継続計画＜地震編＞の改定（案）
・目黒区地域防災計画の修正
・水害ハザードマップの作成及び配布
5月24日（金曜日）
・正副委員長の互選
5月29日（水曜日）
・「区政の透明性向上のための3つの制度」の運

用状況の公表
・訴訟事件の発生
・契約報告（5件）
・目黒区登録業者の指名停止措置
・平成31年4月21日執行目黒区議会議員選挙結果
6月12日（水曜日）
・目黒区行革計画取組結果平成30（2018）年度
・平成30年度情報公開・個人情報保護制度の実

施状況
・契約報告
・防災士フォローアップ研修の開催
・平成30年度各会計決算総括（速報値）
6月20日（木曜日）
・令和元年度平和記念事業の実施
・訴訟事件の発生
・時差出勤制度の試行実施
・「平成31年3月から適用する公共工事設計労

務単価」の運用に係る特例措置の実施状況及
　びインフレスライド条項の運用状況
・令和元年執行参議院議員選挙執行計画（概要）
6月21日（金曜日）
・陳情審査

4月5日（金曜日）
・平成31年度公益財団法人目黒区芸術文化振興

財団の事業計画等
・平成31年度公益財団法人目黒区国際交流協会

の事業計画等
・ポーランド共和国大使館との文化交流の実施
・平成31年度「第43回目黒区民まつり」及び

「第43回目黒区民作品展」の日程
・めぐろパーシモンホール大ホールの臨時休館
・八雲住区センター構成施設の臨時休館
・目黒区地域包括支援センター事業委託事業者

の選定結果
・認知症高齢者グループホームの指定
5月24日（金曜日）
・正副委員長の互選
5月29日（水曜日）
・民事訴訟の提起等
・プレミアム付商品券事業の実施
・令和元年度　目黒区・東城区・中浪区との三

区間交流事業
・大韓民国ソウル特別市中浪区との友好都市提携
・区民プールの臨時休場
・禁煙外来治療費助成金交付事業の実施

常任委員会
企画総務委員会

＜区事業に共感した人から寄附を集める
クラウドファンディングの活用＞
ガバメントクラウドファンディング（※１）
は、寄附期間・目標金額・寄附金の
使い道が明確であり、寄附金を募る過
程で目黒区の具体的な課題と課題解
決に向けた取り組みが情報発信でき
る。新たな財源確保の手法として活用
せよ。
区長　目黒区ならではの課題に対し、多く
の皆さまから共感を得られる施策を十分検

討し、クラウドファンディングの手法も取り
入れ、本区の取り組む施策や魅力を広く
周知し、ふるさと納税制度の趣旨に沿った
寄付者の意思に応える取り組みを実施し
ていく。
＜防災気象情報への目黒区の適正な対応
と周知徹底＞
気象庁は、５段階による防災気象情報（※
２）を設定し、各段階毎の警戒レベルと住
民のとるべき行動を情報提供する。⑴自
治体の避難勧告対象となる警戒レベル３

以上の気象情報が発令された時、区民が
混乱しないように区の対応を周知徹底せ
よ。⑵財政面を気にせず避難勧告を適正
に出すため、避難所保険に加入せよ。
区長　⑴区 民 の 皆さまが、「自分 の 命
は自分で守る」という意識のもと、状況
に応じて迅速で正確な避難行動が取れ
るよう、避難情報の表現や情報発信の
方 法について、検 討を進めている。⑵
逃げ遅れをなくし、１人でも多くの区民
の皆さまが、適 切に避 難 行 動できる体
制を強化するためには、提案いただい
た避 難 所 保 険 へ の 加 入も含 め、他自
治体の事例も踏まえ、調査・研究して
いく。
＜増加する一時保育需要に対応するため
の施設拡充＞
現在、区内の認可保育所と認証保育所は
８５園あるが一時保育実施施設は１１園と

少ない。家庭で保育している保護者の一
時保育需要に応えられるよう実施施設を
拡充し、利用情報を随時発信せよ。
区長　保護者のリフレッシュに大きく貢献し
ている事業もあることから、さらなる拡充が
必要であると認識している。施設の新規開
設にあたっては、継続して一時保育事業の
実施を依頼するほか、すでに事業を実施し
ている園については、定員の拡充等ができ
ないか協議していく。

自由民主党目黒区議団　鈴木 まさし　議員

区民への丁寧な情報発信こそが
区政向上の第一歩

＜5月24日に成立致した食品ロス削減
推進法について区に伺う＞
⑴努力義務である区における、「食品
ロス削減推進計画」の策定についてど
う取り組むのか伺う。⑵今後、区での食

品ロス削減に向けて具体的にどのよう
に取り組んでいくのか伺う。⑶区として
フードバンク活動の今後の取り組みを
伺う。
区長　⑴都と情 報 交 換を進 めるととも

に、関 係 者との 連 携・協 力 や 今 後 実
施する施策について検討を進めていく。
⑵これまでも「めぐろ買い物ルール」で
促進しているが、他の自治体の成功事
例も参 考に、食 品ロス削 減に取り組ん
でいく。⑶先 行 事 例も参 考にしながら、
フードバンク活 動との 連 携・協 力 や、
関 係 者 相 互の協 力をどのように進めて
いくか、検討していく。
＜４月21日の区議会議員選挙投票日に
おいて、病院から投票用紙がもどらず、
投票できない事態があった＞
⑴こうした事態が何故起きたのか。また、

過去こうした例はあったのか。⑵今後、同
じような事態を防ぐために、どのような対
策に取り組むのか。
選挙管理委員会事務局長　⑴病院から
投票用紙が戻ってこなかった理由につ
いては、不 明である。また、少なくとも
ここ数 年の間では、同 様の例はない。 
⑵簡易書留などの方法で、投票用紙を
返送してもらうことを、指定施設にお願
いしていく。

公明党目黒区議団　武藤 まさひろ　議員

食品ロス削減推進を
区民の中に

＜障害児・者、医療的ケアを必要とする
人たちの支援について＞
⑴医療的ケア児の支援体制を整えていく
事、居宅介護・移動支援・児童発達デ
イの数、訪問入浴等に関してまだまだ不
足していると考えるが見解を伺う。⑵学校
教育について、どの子も地域の学校へ。

差別意識のない、多様性を認め合う子ど
もたちが育まれていくことを思って、通常
の学級で学ぶ環境が整っているのか見解
を伺う。⑶知的障害者の自立に向けて、
重度訪問介護を決定している事例はある
か伺う。
区長　⑴デイサービス事業の区内実施を

検討する等、支援体制の充実に一層取り
組んでいく。
教育長　⑵主治医や関係機関と連携し、
教育的ニーズを十分把握し、本人・保護
者の意見を尊重しながら、医療的ケアなど
特別の支援を必要とする児童・生徒の支
援について、安全管理を第一として丁寧な
合意形成に努めていく。
区長　⑶現在、知的障害者の方で、重度
訪問介護の支給決定となる方はいないが、
自立に向けて居宅介護や移動支援等のサー
ビスを提供している。
＜学童保育クラブ・保育園について＞
⑴児童数は増加の一途をたどっているが
今後のニーズをどう捉え、またそれに対

応するための増設についてどう考えてい
るのか見解を伺う。⑵企業主導型保育所
の現状把握と監査体制についての考えを
伺う。⑶小規模保育所、認証保育所に通
う子ども達の連携先について計画してい
るのか伺う。
区長　⑴定員超過が見込まれる可能性が
あり、早期の対応が必要であり、学童保
育クラブ開設が望ましい小学校で小学校内
学童保育クラブの整備を順次進めていく。
⑵国と指導監査実施機関や都が責任を
持って行うものであるが、国や都との情報
共有に努めていく。⑶既存の事業者から、
認可保育園への移行の相談を受けた際
は、支援していく。

立憲民主・目黒フォーラム　金井 ひろし　議員

障害児・者、医療的ケア、
保育園・学童保育について

＜保育園などの通園や園外活動の安全
を！＞
⑴滋賀県大津市で、園児が死傷する痛ま
しい交通事故が発生した。緊急に道路環

境改善を図るべきだがどうか。⑵園外活
動では適切な人数の職員配置のための財
政的な支援を区がすべきだと思うがどう
か。⑶急増する企業主導型保育施設に対

して、運営状況を把握し、指導監査を実
施せよ。
区長　⑴既に行っている調査結果を踏ま
え、区の関 係 所 管と保 育 施 設が目黒、
碑文谷両警察署と連携して点検を行って
いく。⑵園外活動における引率者の配置
については、区の通知に基づき、各保
育園が責任を持って、安全確保を徹底
するべきものと考えている。⑶国に設置さ
れた「企業主導型保育事業の円滑な実
施に向けた検討委員会」の報告を受け
た国の対応策を注視していく。

保育無償化に伴う、給食費の実費徴収
はやめよ！
区長　各区の検討状況や保育園等の副食
費負担の考え方を整理し、無償の場合の
財政負担等も考慮し検討していく。
子どもの虐待防止につながる婦人保護事
業を強化拡充せよ！
区長　被害者の安全に配慮した場所確保
等の課題があり、引き続き慎重に検討して
いく。

日本共産党目黒区議団　松嶋 祐一郎　議員

子どもの安心安全を確保せよ！
婦人相談事業の拡充を！

【用語解説】
※1 ガバメントクラウドファンディング：

自治体がふるさと納税の仕組みを利
用して、課題解決や地域振興を目的に
寄附金を集める手法。

※2 5段階による防災気象情報：気象庁が
新たに運用を開始した5段階毎に警戒
レベルと住民行動を提供する気象情
報。

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。

◇◇◇◇区議会の情報を公開しています◇◇◇

・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、議長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

生活福祉委員会

都市環境委員会

文教・子ども委員会

議会運営委員会

目黒区総合戦略等調査特別委員会

特別委員会

目黒区議会は、インターネットの「目黒区議会ホームページ」の中で、区議会の仕組み、審議内容、傍聴や陳情の方法、議員名簿などを掲載しています。

＜問い合わせ＞区議会事務局議事・調査係　☎03-5722-9415

また、目黒区議会ホームページ掲載の情報をお知らせするために、パソコン、携帯電話、スマートフォン向けに「めぐろ区議会メルマガ」を配信しています。
配信をご希望のかたは、目黒区ホームページから登録してください。

からご覧ください。目黒区議会

請 求 者

決　定

開示の請求

請求者へ通知

不服があるとき

閲覧・視聴・写しの交付

議長
（区議会事務局）

部分開示
決定通知

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。

※学識者：情報公開制度について学識を
有する者

❸意見提出

❶諮問

❹答申
❷意見聴取

学識者（3名）裁決

審査請求者へ通知

議長
（区議会事務局）

審査請求

開示拒否
決定通知

開示
決定通知
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