
最近の委員会の主な議題（令和元年10月～12月上旬）
・目黒区立特別養護老人ホーム中目黒の一部ス

ペースの用途変更
・令和元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
・災害弔慰金の支給等に関する法律等の一部改正
11月27日（水曜日）
・議案審査
・「第43回目黒区民まつり」の実施結果
・マイナンバーカード交付円滑化の取組
・東部包括支援センターの年末年始の開設日変更
・目黒区医療的ケア児等通所支援事業委託事業

者の公募選定結果
11月28日（木曜日）
・陳情審査
12月5日（木曜日）
・陳情審査

10月9日（水曜日）
・目黒区都市計画マスタープラン改定に向けた

取組
・自由が丘駅前西及び北地区の街づくりの方向性
・駒場野公園における池のかいぼり・浚渫
・大塚山公園改良に向けた取組
・駒場公園（旧前田家本邸和館を含む）の臨時

開園
・工事報告（2件）
・区営住宅内の遊具設備
・目黒区エコプラザの臨時開館
・気仙沼産バイオマス発電由来ＦＩＴ（フィッ

ト）電気の供給変更
・食品ロス削減対策の強化（食べきり協力店）
10月28日（月曜日）から10月30日（水曜日）
・【視察：徳島県神山町、香川県高松市、香川

県直島町、岡山県倉敷市】
11月12日（火曜日）
・工事報告（2件）
・台風19号による被害状況と対応
・旧川の資料館及び目黒川船入場の有効活用の

試行
・東京都ユニークべニュー実施に伴う旧前田家

本邸洋館（駒場公園）の夜間使用
・西郷山公園における土砂災害防止対策の進め方
・工事報告（1件）
・借上型区民住宅（特定優良賃貸住宅）の一部

返還
・令和元年度住宅用新エネルギー及び省エネル

ギー設備設置費助成の受付期間の延長等
・小型家電リサイクルの回収及び再資源化の強化
・令和元年度年末年始の資源回収・ごみ収集の

お知らせ
11月27日（水曜日）
・議案審査
・目黒駅周辺地区における街づくりの取組状況
11月28日（木曜日）
・陳情審査

10月9日（水曜日）
・令和元年度教育施策説明会（後期）の開催

・令和2年度区立幼稚園及びこども園の園児募集
・平成31年度児童・生徒体力・運動能力調査

の結果
・目黒区特別支援教育推進計画改定素案
・令和2年成人の日のつどい（案）
・目黒区立図書館の臨時休館
・学童保育事業の利用要件及び利用基準の変更
・地域子育てふれあいひろば事業実施事業者の公募
・令和元年度小学校内学童保育クラブ運営委託

事業者の公募に係る選定結果
・放課後子ども総合プラン一体型モデル事業の

利用者アンケート結果の概要
10月16日（水曜日）
・【視察：大多喜城、磯観察場所・海の博物館、

興津自然学園】
10月23日（水曜日）から10月25日（金曜日）
・【視察：奈良県奈良市、兵庫県養父市、兵庫

県淡路市、京都府京都市】
11月6日（水曜日）
・【視察：のぞみ保育園、中根小学校ランドセ

ルひろば、しいのき保育園、そらのした学童
保育クラブ】
11月12日（火曜日）
・令和2年度以降の学校給食用牛乳の取扱い
・令和元年度前期目黒区立学校におけるいじめ

の状況
・令和元年度いじめ問題を考えるめぐろ子ども

会議の実施
・第11回中学生「東京駅伝」大会
・令和元年度前期目黒区立学校における不登校

の状況
・小学校における自閉症・情緒障害特別支援学

級の設置に向けた進め方（案）
・令和元年度生涯学習フォーラムの実施（案）
・東山二丁目国有地認可保育所整備・運営事業

者の公募に係る選定結果
・東山保育園跡地認可保育所整備・運営事業者

の公募に係る選定結果
11月27日（水曜日）
・議案審査
・子育てポータルサイト再構築及び子育てアプ

リの導入
・第10回「ティーンズ･フェスタ･イン･めぐろ

2019」の実施

10月3日（木曜日）から10月4日（金曜日）
・【視察：山口県下関市、福岡県筑紫野市】
11月8日（金曜日）
・令和元年第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
・目黒区選挙管理委員会委員及び同補充員の改

選について
・予算編成過程の公表における様式の変更につ

いて　　　

・総合庁舎旧喫煙室の利用方法について
・令和元年特別区人事委員会勧告の概要について
・台風19号による被害状況と対応について　
・国内友好都市との議会交流に係る派遣議員の

構成（案）について
・議会棟におけるWi‐Fi環境整備に伴う基準
（案）について

・令和2年度区議会事務局当初予算（案）につ
いて
11月15日（金曜日）
・陳情について
・一般質問の順序について
・金沢市議会との交流に係る派遣議員について
・議会棟におけるWi‐Fi環境整備に伴う基準
（案）について　
11月22日（金曜日）
・議案送付の取り下げについて
・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
・議員の派遣について（案）　
・議会棟におけるWi-Fi 環境整備に伴う基準
（案）について
11月26日（火曜日）
・議事日程及び進行順序について
・追加提出予定議案（区長提出）について
・追加提出予定議案（議会提出）について
・目黒区選挙管理委員会委員及び同補充員の改

選について
・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
・議会棟におけるWi-Fi 環境整備に伴う基準
（案）について　

・令和元年度区議会事務局補正2号予算要求
（案）について　
11月28日（木曜日）
・議事日程及び進行順序について
・議会棟におけるWi-Fi 環境整備に伴う基準
（案）について
12月5日（木曜日）
・追加提出議案に対する賛否について
・討論通告について
・目黒区選挙管理委員会委員及び同補充員の改

選について
・議事日程及び進行順序について
・追加提出議案について
・追加提出議案に対する賛否について
・議事日程及び進行順序について

10月11日（金曜日）
・目黒区人口ビジョン及び目黒区まち・ひと・

しごと総合戦略の改定等の考え方
11月29日（金曜日）
・新たな基本構想及び基本計画の策定スケ

ジュール
・ＩＣＴを活用した実証実験の取組結果

10月9日（水曜日）
・目黒区男女が平等に共同参画する社会づくり

条例の改正骨子案（基本的考え方）
・平成30年度男女平等・共同参画の推進に関

する年次報告（概要）
・目黒区男女平等・共同参画推進計画の改定
・契約報告（6件）
11月5日（火曜日）から11月7日（木曜日）
・【視察：熊本県熊本市、熊本県南阿蘇村、大

分県臼杵市、大分県】
11月12日（火曜日）
・予算編成過程の公表における様式の変更
・目黒区財務書類（平成30年度決算）
・特定個人情報保護評価（全項目評価）の再実

施に伴う区民意見の募集等
・事故の処理結果（3件）
・令和元年特別区人事委員会勧告の概要
・契約報告（8件）
・台風19号による被害状況と対応
・感震ブレーカー等設置推進事業の拡充
11月27日（水曜日）
・議案審査
・令和2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（概要）
11月28日（木曜日）
・陳情審査  
・議案審査
・目黒区特別職報酬等審議会からの答申

10月9日（水曜日）
・砧野球場・砧サッカー場の臨時休場
・目黒区民センタープール（屋内プール）の臨

時休場
・目黒区立田道住区会議室及び三田分室会議室

の休館日の変更
・目黒区医療的ケア児等通所支援事業委託事業

者の選定
・目黒区心身障害者センター館内工事に伴う会

議室等利用の一時休止
10月16日（水曜日）から10月18日（金曜日）
・【視察：愛知県豊橋市、岡山県倉敷市、香川県、

香川県高松市】
11月7日（木曜日）
・【視察：港区役所】
11月12日（火曜日）
・令和2年度めぐろ区民キャンパス構成施設の

臨時休館
・令和2年度まちづくり活動助成事業の実施等
・台風19号による砧野球場・砧サッカー場の

被害状況及び復旧見込
・健康増進法の一部を改正する法律及び東京都

受動喫煙防止条例全面施行に向けての取組の
方向性

・第8期介護保険事業計画策定の基礎資料のため
の調査及び高齢者の生活に関する調査の実施

常任委員会
企画総務委員会

＜風水害で一人暮し高齢者や要支援者
への対応＞
先日の台風や豪雨で犠牲者の７割が60

歳以上の高齢者。（1）避難の要否が聞こ
えることが、高齢者に安心を与えると
考える。（2）明るい時間で早めの避難誘

導が必要である。（3）家財整理など支援
が必要である。
区長　（1）適時適切な避難勧告を行い、
区民の安全を守る取り組みを進める。
（2）余裕を持って避難できるように、適
時適切な避難誘導を検討する。（3）安全
に安心して避難生活を送り、少しでも
早く、生活再建ができるよう取り組む。
＜目黒川流域対策の強化＞
区民センターの周辺に調節池が必要で
ある。

区長　世田谷区・目黒区・品川区が連
携して計画の早期実施を強く要望する。
＜ネット・ゲームなど依存への対応＞

（1） 区もネット利用状況・時間、実態
調査し、傾向を捉えよ。（2）ゲーム優先
の状態はギャンブル依存症と同じ。児
童・生徒に指導が必要である。
教育長　（1）都全体の調査結果とは下回
るものの、学年が上がるにつれて上昇
する傾向にある。（2）発達段階に応じた
利用がされるよう指導の充実に努める。

公明党目黒区議団　佐藤ゆたか　議員

区民の安心安全を台風・
豪雨被害から守る施策を！！

＜特別支援教育における現状と今後の
展望について＞

授業のユニバーサルデザイン化のさら
なる取り組みを行い、支援員の増員を

考えてはいかがか。
教育長　通常学級の教員研修に取り入
れており、引き続き、授業力の向上、
指導の充実に向けて、取り組みを行い、
支援員は拡充を図り、保護者の要望に
応えるべく努めていく。
＜学童保育クラブの延長保育について＞
学童保育クラブも保育園と同じように
延長保育が出来ないか。
区長　延長保育の実施に向けて、現在、

課題を整理しながら、条件整備に取り
組んでいる。
＜アルファ化米の購入・備蓄、使用、
処分について＞
フードロスと税金の無駄遣いをなくす
事が出来ないか。
区長　「めぐろ買い物ルール」等ごみ減
量の中での取り組みや、防災訓練及び
イベントでの有効活用等、フードロス
削減に向けた取り組みを推進していく。

立憲民主・目黒フォーラム　金井ひろし　議員

特別支援教育と学童保育クラブと
アルファ化米のゆくえ

＜風水害対策の拡充を＞
（1）豪雨時の防災無線が聞こえない。区
民への情報伝達を確かなものにするた

め防災ラジオの購入助成を行い普及を。
（2）高齢者や障がい者など要配慮者に対
し固定電話やFAXを利用し災害時の情

報伝達を。（3）豪雨の中「避難所に行く
ことが困難」の声が上がる。水害時の避
難所の再考と自主避難所のあり方の基
準策定を。
区長　（1）伝達手段について調査研究を
していく。（2）要支援者名簿の作成など、
共助による取り組みを進めていく中で、
より効果的な情報発信のあり方を考え
ていく。（3）避難所の開設時間、場所は、
検討する。自主避難所は、開設基準や
運営方法を整理する。

＜虐待をうまないための支援を＞
育児疲れの保護者がより利用できるよ
う体制を整え、子どもショートステイ
の拡充を。
区長　ショートステイの利用だけでなく、
状況により他のサービス提供を行い、
安心して子育てができる環境整備を行う。日本共産党目黒区議団　石川恭子　議員

水害時の防災対策の見直し！
子どもショートステイ拡充

＜災害廃棄物等の処理について＞
（1）集積場（仮置き場）についての考え方
と周知について伺う。（2）一日も早い生

活再建にむけての災害廃棄物の再リ
ユースについて伺う。
区長　（1）臨時集積所の予定場所や災害

ごみの分別方法等について、様々な周
知を行う。（2）他区の事例も調査・研究
しながら、災害対応の観点を含めて検
討していく。
＜喫煙禁止推進と路上喫煙禁止エリア
の考え方について伺う＞

（1）区内全駅の路上喫煙禁止エリアと喫
煙所の整備について今後の展開につい
て伺う。（2）区として高いレベルでの区
内全面路上・歩行・ポイ捨て禁止の義
務化について伺う。

区長　（1）全駅に喫煙所を整備する方向
で、整備場所の確保策の検討から開始
する。（2）区内全域を全面禁煙とする方
向性を持った検討を行う必要性がある
と考えている。
二元代表制の特徴（メリット）を最大限
活かすためにも厳格な区政執行をどの
ように考えるか伺う。
区長　二元代表制の意義を十分尊重し、
議会としっかり議論し、緊張関係を保
ちながら厳格な区政執行に邁進していく。

自由民主党目黒区議団　そうだ次郎　議員

目黒にまっすぐ！
未来にまっすぐ！

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、目黒区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専用イヤホンの用意がありますので、必要なかたは、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。

傍聴においでください
令和２年第１回定例会（予定）

２月18日（火）
19日（水）
20日（木）
21日（金）
25日（火）
26日（水）
27日（木）
28日（金）

３月 2日（月）
6日（金）

9日（月）～17日（火）
（土日を除く）
23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
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

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。行政視察報告

　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２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７日（金）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

企画総務
11月5日（火）
～11月7日（木）

都市環境
10月28日（月）
～10月30日（水）

文教・子ども
10月23日（水）
～10月25日（金）

議会運営
10月3日（木）
～10月4日（金）

生活福祉
10月16日（水）
～10月18日（金）

熊本県熊本市
熊本地震からの復興状況
デジタルトランスフォーメーションによる
働き方改革推進

熊本県南阿蘇村 地震からの復興状況及びAR（拡張現実）
技術による震災遺構アプリの活用

奈良県奈良市 「教育・保育力の向上のための幼児教育
アドバイザー育成」と「幼小連携の推進」

兵庫県淡路市 ICT教育の研修員制度
京都府京都市 京都国際マンガミュージアム

兵庫県養父市 養父市学校給食センター

岡山県倉敷市 災害時の緊急対応（河川対応と避難対応）と
治水計画

香川県直島町 エコアイランドなおしまプラン

香川県高松市 高松市データベース利活用型スマートシティ
推進事業

大分県臼杵市 女性防災士
相互援助協定

大分県 在宅勤務制度試行の取り組み
モバイルワーク環境の実証導入の取り組み

愛知県豊橋市 AIを活用した自立支援型ケアマネジメントの
取り組み

香川県 さぬき動物愛護センターにおける
殺処分減少の取り組み

香川県高松市 手話言語及び障害のある人の
コミュニケーション手段に関する条例

徳島県神山町 神山町におけるサテライトオフィス

岡山県倉敷市
くらしき見守りネットワーク事業
児島産業振興センターにおける起業・
創業支援事業等

熊本地震からの復興の状況と市民力・地域力・行政力を結集した熊本の再生と創造について視察。
タブレットを活用した災害対策本部会議や被災者支援等について視察。働き方改革に至った経緯と働き方改革における
ICTの利活用について視察。

地震の発生状況・被害状況・災害対応・復興に向けての取り組みと震災遺構の保存と利活用について視察。
女性防災士連絡協議会を設立し、技能向上と相互の連携と広報・啓発活動と、特に女性の視点での活動について視察。
他自治体や民間企業等との相互援助協定の現状について視察。
ワーク・ライフ・バランスの推進に取り組み、業務の効率化、多様な働き方の構築について視察。
タブレット端末等の活用による現場対応力の強化・行政サービスの質の向上について視察。

業務効率化の一環となる取り組み。AIを活用したケアプラン作成支援の事業化に向けた実証研究を視察。

国産ジーンズの生産量が日本一の町。アパレル関連の起業者向けインキュベーション事業を視察。

犬の殺処分率が全国ワースト１位。平成31年３月の開所早々から成果が出ている動物愛護施設を視察。

東京2020オリパラの共生社会ホストタウンとして条例制定。条例に関連した具体的施策の成果を視察。

地域課題の解決と持続的に成長する街・スマートシティを目指し官学産が連携したICT活用の取り組みを視察。

想定外の豪雨の被害状況と復旧の過程、災害対応の課題と改善策、災害時の職員育成を視察。

持続可能な人材育成を目的とする学びの道筋を明確化した、研修体制及び各園の実践力向上を目指した取り組みを視察。

高齢化率の高い地域であり、民間事業者による高齢者や認知症患者の見守り活動の実績と課題を視察。

町が光ファイバーを網羅したことで起業家・若手が集まり、民間活力が発展となった注目の地方創生を視察。

環境とアートの島へ変貌した直島町を代表する新たなリサイクルシステムと循環型社会を視察。

全国学校給食甲子園大会優勝の最新式給食センターを視察後、市立建屋小学校にて子どもたちと給食を試食。
整備事業ではなく児童生徒が使用する授業改善を目的とした教員研修事業の取り組みと、市立北淡小学校の授業を視察。
元龍池小学校校舎活用した、市と京都精華大学共同事業の博物館・図書館機能を併せ持った新しい文化施設を視察。

山口県下関市 議会運営及び議会改革 タブレット端末導入による議会・議員活動の効率化、一般質問における一問一答方式の導入等を視察。
福岡県筑紫野市 議会運営及び議会改革 一問一答方式の導入、市民に開かれた議会づくりの取り組み等を視察。

報　　　告視察事項視察先委員会名／視察日
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