
最近の委員会の主な議題(令和元年７月～令和元年９月)

・児童発達支援における給食の食材料費の負
担
・障害者計画改定に伴うアンケート調査の実
施
9月10日（火曜日）
・議案審査
・令和元年第2回臨海部広域斎場組合議会定例
会における議決結果等
・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）の実施結果
・令和元年度目黒区・東城区・中浪区との三
区間交流事業の実施報告
・第19回めぐろスポーツまつりの実施
9月11日（水曜日）
・陳情審査

7月10日（水曜日）
・都市整備施設指定管理運営評価
・三田フレンズ指定管理者運営評価結果
・目黒区立自転車等駐車場指定管理者運営評
価結果
・ポニー園指定管理者運営評価結果
・駒場公園茶室、和室指定管理者運営評価結
果
・駒場野公園デイキャンプ場指定管理者運営
評価結果
・区営住宅等指定管理者運営評価結果
・目黒区エコプラザ指定管理者運営評価結果
・祐天寺駅周辺地区整備構想案
・建築基準法違反における特定行政庁（目黒
区）の対応
・令和元年度地籍調査事業
・旧公園事務所跡地における公園及び保育所
の整備
・令和元年度「サクラ再生実行計画」の取組
・委託報告（1件）
・水害・土砂災害における警戒レベル運用に
伴う避難情報（避難勧告等）の発令等
・目黒区エコプラザの臨時開館
8月7日（水曜日）
・東京における都市計画道路の在り方に関す
る基本方針（案）
・目黒区空家適正管理助成事業の実施
・委託報告（1件）
・路面下空洞調査の取組状況
・工事報告（2件）
・目黒区耐震フェアの開催
・ブロック塀等の基礎調査の実施
9月10日（火曜日）
・原町一丁目7番・8番地区防災街区整備事業
に関わる都市計画案
・目黒区自転車安全利用促進条例（仮称）制
定の基本的考え方　
・第36回目黒区駅前放置自転車クリーンキャ
ンペーン
・工事報告（2件）
・富士見台公園改良工事整備計画（案）
・桜森児童遊園改良工事整備計画（案）
・目黒区無電柱化推進計画の策定に向けた取
組
・目黒区地域交通検討に係るアンケート調査
の単純集計結果
・工事報告（1件）
・通園・園外保育等の交通安全対策の取組状
況
・区営住宅の入居者募集
・「令和元年度版めぐろの環境（環境報告
書）」の発行
・平成30年度目黒区のごみ量と資源回収量
9月11日（水曜日）
・陳情審査
・【視察：中央防波堤】

7月8日（月曜日）
・【視察：第七中学校、向原小学校、八雲小
学校、東根小学校】
7月10日（水曜日）
・英語4技能検定試験の実施
・幼児教育・保育の無償化に伴う認可保育施
設等の利用者負担の軽減
・幼児教育・保育の無償化に伴う食材料費の
負担
・碑文谷公園内における認可保育所整備・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（東が丘二丁
目）
7月19日（金曜日）
・【視察：中目黒小学校、第一中学校、大鳥
中学校、鷹番小学校】　
7月29日（月曜日）
・【視察：清泉寮、山梨県立八ヶ岳自然ふれ
あいセンター、まきば公園、八ヶ岳林間学
園、高根クラインガルテン】　
8月7日（水曜日）
・令和2年度　隣接中学校希望入学制度の実施
・令和元年度目黒区学力調査実施結果の概要
・八雲中央図書館の臨時休館
・放課後子ども総合プラン一体型モデル事業の
実施状況及び利用者アンケート実施の概要
9月10日（火曜日）
・議案審査
・目黒区立八ヶ岳林間学園の臨時休園
・令和2年度使用目黒区立小・中学校教科用図
書の採択結果
・目黒区子ども総合計画（令和2年度～令和6
年度）素案
・令和2年度認可保育所整備・開設事業者募集
要項の概要
9月11日（水曜日）
・陳情審査
・平成31年度全国学力・学習状況調査結果
・目黒区立中学校における夏季休業中の英語
教育事業実施結果
・母子生活支援施設指定管理者運営評価結果
・保育所指定管理者運営評価結果
・保育所公設民営園の民設民営化に係る諸条
件及び運営事業者の決定等の進め方

議会運営委員会

7月11日（木曜日）
・政務活動費収支報告書に係る議長の調査結
果について
・国内友好都市等との議会交流について
（案）
・議会棟におけるWi-Fi環境整備に向けた方向
性について
8月22日（木曜日）
・令和元年第3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
・決算特別委員会の設置及び正副委員長の選
出について
・本会議における討論通告書の提出期限につ
いて
・令和元年度目黒区各会計補正予算（第1号）
案について
・令和元年度都区財政調整当初算定結果につ
いて
・政務活動費収支報告書に係る議長の調査結
果について

・国内友好都市等との議会交流について
・議会棟におけるWi-Fi環境整備に向けた方向
性について
8月29日（木曜日）
・陳情について
・一般質問の順序について
・令和元年度区政功労者表彰式の概要について
・議会運営事項検討会について
・災害用伝言ダイヤル(171)を利用した議員の
安否情報把握訓練について
9月5日（木曜日）
・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
・陳情取り下げについて
・諮問（人権擁護委員候補者の推薦）について
・決算特別委員会の正副委員長の候補者につ
いて
・令和2年度行財政運営基本方針について
・議会棟におけるWi-Fi環境整備について
・政務活動費に係る日程について
9月9日（月曜日）
・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
・令和2年度当初予算編成日程について
・平成30年度特別区・目黒区普通会計決算に
ついて
・令和元年度目黒区・東城区・中浪区との三
区間交流事業の実施報告について
・国内友好都市等との議会交流について
・災害用伝言ダイヤル(171)を利用した議員の
安否情報把握訓練の結果について
9月25日（水曜日）
・追加提出予定議案について
・意見書（案）について
9月30日（月曜日）
・追加提出議案に対する賛否について
・討論通告について
・議事日程及び進行順序について
・目黒区長選挙の日程について
・国内友好都市との議会交流について（案）
・幹部職員の異動等について

7月12日（金曜日）
・東京2020大会期間中の交通混雑緩和に向け
た区の取組（中間のまとめ）
・東京2020オリンピック・パラリンピック競
技大会開催に向けた1年前企画等
8月23日（金曜日）
・目黒区立中央体育館大規模改修工事の工期
の変更
・【視察：区民センター】
9月13日（金曜日）
・「目黒区民センター見直しに係る基本的な
考え方」の策定に向けた検討素材
・職員住宅の見直し
・目黒区情報化推進計画で取り上げている各
施策の平成30年度における取組状況
・第4回目黒シティラン～健康マラソン大会～
の進捗状況

決算特別委員会

9月9日（月曜日）
・正副委員長互選
9月17日（火曜日）～9月25日（水曜日）
（土日祝を除く）
・議案審査

7月10日（水曜日）
・事故の発生
・会計年度任用職員制度への移行に向けた基
本的方向性
・契約報告（12件）
・目黒区登録業者の指名停止措置
・水害・土砂災害における警戒レベル運用に
伴う避難情報（避難勧告等）の発令等
8月7日（水曜日）
・契約報告（10件）
・目黒区登録業者の指名停止措置
・区有財産売買契約
・「災害時における学校施設の使用に関する
協定」の締結
・令和元年7月21日執行参議院議員選挙結果
9月10日（火曜日）
・議案審査
・令和元年度都区財政調整当初算定結果
・令和元年度「区民と区長のまちづくり懇談
会」の開催
9月11日（水曜日）
・令和元年度区政功労者表彰式の概要
・職員住宅の見直し
・契約報告（8件）
・目黒区登録業者の指名停止措置
9月12日（木曜日）
・議案審査

生活福祉委員会
7月10日（水曜日）
・平成30年度目黒区立住区会議室指定管理者
運営評価結果
・平成30年度目黒区区民斎場指定管理者運営
評価結果
・平成30年度目黒区中小企業センター及び勤
労福祉会館指定管理者運営評価結果
・平成30年度公益財団法人目黒区国際交流協
会の決算報告
・平成30年度公益財団法人目黒区芸術文化振
興財団の決算報告
・平成30年度目黒区文化ホール及び目黒区美
術館指定管理者運営評価結果
・平成30年度目黒区立体育施設指定管理者運
営評価結果
・保健医療福祉計画、介護保険事業計画及び
障害者計画の改定
・平成30年度目黒区保健福祉サービス苦情調
整委員運用状況報告
・健康づくり調査の実施
・医療相談事業の外部委託
・食品衛生法違反に伴う不利益処分
・目黒区立田道在宅ケア多機能センターの指
定管理者の公募
・平成30年度目黒区立高齢福祉施設指定管理
者運営評価結果
・平成30年度目黒区立障害福祉施設指定管理
者運営評価結果
8月2日（金曜日）
・【視察：心身障害者センターあいアイ館、目
黒本町福祉工房、ＦＣ目黒ハウス、臨海部
広域斎場組合臨海斎場】
8月7日（水曜日）
・令和元年第1回東京都後期高齢者医療広域連
合議会臨時会における議決結果等
・住民票・個人番号カード・印鑑登録証明書
への旧氏の記載等
・目黒区立中央体育館改修に伴う体育施設の
使用料改定
・食品衛生法違反に伴う不利益処分
・令和元年度敬老のつどいの開催

常任委員会
企画総務委員会

＜交通安全の対策強化について＞
（1）高齢者安全運転支援装置の設置
促進事業補助制度を周知し促進せよ。
（2）自転車の走行環境整備について、
歩車道の境界である段差を解消する
等、安心安全な走行環境の整備を見直

し改善せよ。（3）スクールゾーンの交
通規制時間帯について、児童の登校実
態を調査し、教育委員会が適正化に向
けて主導せよ。
区長　（1）装置の開発や認定制度などの
状況を踏まえ、設置促進に関わる取り組み

について検討を行う。（2）条例制定を見据
え自転車の安全利用促進に関する仕組み
づくりの取り組みを進める。
教育長　（3）実態把握に努めるとともに、時
間帯の変更手続きが円滑にされるよう、警
察や関係所管との連携、協力を図りながら、
各学校への指導に努めていく。
＜高齢者世帯等の居住支援制度について＞
（1）民間賃貸住宅における貸す側に立っ
た支援策が必要と考えるが伺う。（2）公
営住宅の募集に関する期間設定の見直し
等の課題を精査し改善せよ。
区長　（1）支援策について、宅建目黒支
部の協力店に個別に説明し、高齢者の

居住支援対策に取り組む。（2）今年度の
試行結果を検証し、事務手続きの短縮化
を図る。
＜森林環境譲与税について＞
温室効果ガス排出削減目標の達成や災
害防止などを図るための活用について、
友好都市との交流や復興支援につなげら
れないか区の見解を伺う。
区長　森林環境譲与税が増えていく段
階で財源を確保しながら、税が無駄にな
らないような対応をこれから調査・研究し
ていく。

公明党目黒区議団　山宮きよたか　議員

安心安全のまちづくり、住み
続けられる目黒をめざして

＜木造住宅密集地域整備事業＞
当該の事業は来年度で終了予定だが、
上目黒・祐天寺、目黒本町・原町等では
火災の危険度が依然として高い。区の
今後の取り組みについて伺いたい。
区長　事業を実施している目黒本町・原町
地区の不燃領域率は、事業終了予定の令
和２年度以降も事業を継続する必要がある

と考え、建替え促進を進める。また、上目黒・
祐天寺地区の事業は終了しているため、来
年度作成予定の整備計画の中で防災性の
向上を図っていく。
＜環七から内側の交通規制への備え＞
23区での大地震発生時、環七から内側
は一般車両が通行禁止となる。小売業
者への事前の規制除外の手続きの状況

は。また輸送拠点やボランティアセン
ターも環七の外側にすべきではないか。
区長　確実に車両が通行できるよう、区
として必要な働きかけを行い、事業者と
具体的な協議を行う必要があると考え
ている。また、輸送拠点等は、現状では、
移転する必要性があるとは捉えていな
い。
＜呑川及び立会川における水害対策＞
氾濫危険情報等の提供や監視体制が
整備されている目黒川以外にも、水害
ハザードマップに記載の通り、呑川や立
会川でも最大２～３ｍの浸水が予想され
ている。水防態勢について伺いたい。
区長　区では、大雨警報が発令された場
合、水防本部を設置し、水防監視システム

やパトロールなどを実施し監視警戒に当た
り、関係機関と連携し水防活動を実施して
いる。
＜聴覚障害者への情報保障について＞
福祉避難所よりも地域避難所を利用す
るであろう聴覚障害者への支援として、
新宿区や世田谷区のように情報保障に
関する協定を締結すべきではないか。
区長　協定の締結は、手話通訳者や区内
の聴覚障害者の方の状況のほか、既に協
定を締結している他区の状況なども含め
て、今後の研究課題とする。

立憲民主・目黒フォーラム　橋本しょうへい　議員

震災や豪雨等の災害時に
備えた防災・減災について

＜区営住宅等修繕費用の公私負担見直し＞
（1）都公社住宅やUR住宅が23項目
にわたって修繕項目の区分負担を見
直したことに合わせ、区営住宅等の
負担区分を見直すべきだがいかが

か。（2）賃貸住宅標準契約書を改定
した民法改正の趣旨を生かし、畳表
の取り替え、障子紙・ふすまの張り替
えなど負担の軽減を検討するべきだ
がいかがか。

区長　（1）修繕費用は、公営住宅法や国
のガイドラインに従い入居者の方の負担と
しているため、負担区分の見直しは考えて
いない。公営住宅としての役割を果たして
いくため、国や他自治体の動向を注視し、
住宅の管理を適切に行っていく。（2）今回
の民法改正の趣旨を踏まえた対応につい
ては、区では公営住宅法により従前から
行っている。
＜財務省小山台住宅等跡地利用計画＞
（1）消防署出張所が設置される影響、
また、住宅跡地周辺の樹木の保存につ
いての見解を伺う。（2）整備計画は区

民にも影響を与えるため、区独自の住民
説明会を開くべきだと思うがいかがか。
区長　（1）火災や救急に伴い、消防車や
救急車が出動するため、これまでの環境と
異なることから、区民生活に影響があるも
のと認識している。また、区では樹木の保
存を協議する権限がないため、働きかける
ことは困難である。（2）説明会は、事業主
体が実施するものであり、区として今回の
計画に関する説明会を開催することは考
えていない。

日本共産党目黒区議団　岩崎ふみひろ　議員

区営住宅等修繕負担区分見
直し、林試の森整備の説明を

＜在宅療養の推進と介護･福祉の連携＞
（1）在宅療養は、ＩＣＴを使った医療・介護
の多職種の連携が必要であり、区の今後
の利用について伺う。（2）在宅療養を
行っている方は、緊急時の入院加療など、
必要に応じた医療等に対応できる病院が

重要であり、在宅療養支援病床の確保に
ついて伺う。
区長　（1）在宅療養におけるＩＣＴの活用
についても推進していきたいが、個人情報
の保護などの課題もあり、慎重に検討して
いく。（2）医療ニーズの高い要介護者の

方が、地域で安心して在宅での生活を続
けられるよう、日常の療養支援、病状急変
時の対応や看取り等、様々な場面で医療
と介護の連携を図ることができる体制を整
備していく。
＜消費税率引き上げに対する区の対応＞
（1）プレミアム商品券は、景気回復等の
施策として行われてきたが、今回の消費
税率引上げに伴うプレミア付き商品券事
業について伺う。（2）消費税率引き上げ
対応として、区内商店街への支援につい
て伺う。
区長　（1）制度が複雑であり、区報等に加
えて、コールセンターや総合庁舎に窓口を設

置して周知を図り、プレミアム付き商品券の
利用が円滑に進むように丁寧な対応に努め
る。（2）関係団体との連携を強化しながら、
区内商店街の振興と地域経済の活性化に
取り組んでいく。
＜目黒区公契約条例施行後の状況＞
目黒区公契約条例施行後１年になるが、
実績と諸課題について伺う。
区長　実績は、工事請負契約、業務委託
契約等で適用しており、課題は、事業者等
の意見を積極的に伺い、公契約審議会で
議論いただきながら対応していく。

自由民主党目黒区議団　田島けんじ　議員

在宅療養の推進、消費税率
引上げに対する区の対応

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

決算特別委員会
　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。
　請願は憲法で保障された権利であり、地方自治法に基づき議員の紹介が必要です。議員の紹介がない要望等は陳情となりますが、目黒区議会では原則とし
て請願と同様に扱っています。
　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・目黒区ホームページでお知らせしています。
　請願・陳情は直接持参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。令和元年第４回定例会で新たに請願・陳情の審査を希
望される場合は、１１月１４日（木）正午までに提出してください。
　なお、受理した請願・陳情の要望する事項とその理由は、個人情報等に該当する部分を除いて、目黒区ホームページに掲載しますのでご了承ください。

＜問い合わせ＞区議会事務局議事・調査係　☎03-5722-9414

請願・陳情の受付についてお知らせします

（4）2019年10月31日 第260号め ぐ ろ 区 議 会 だ よ り （5）2019年10月31日第260号 め ぐ ろ 区 議 会 だ よ り
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