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企画総務委員会
7月25日（月）
●土地の貸付
●第35回世界遺産委員会の審議結果
8月25日（木）
●平成23年度都区財政調整当初算定結果
●訴訟
●隅田公園（Ｂゾーン）再生工事請負契約
●本庁舎改修工事
10月4日（火）
●議案審査　 7件
●陳情審査　 8件
●台東区長期総合計画及び台東区行政計画の修正
●地域主権推進一括法への対応
●平成23年度行政評価の結果
●平成23年度指定管理者施設管理評価の実施
●ツイッターによる区政情報の発信
●訴訟
●土地の貸付
10月31日（月）～11月2日（水）
◎行政視察（南九州市・鹿児島市・福岡市）
テーマ◦知覧特攻平和会館の平和事業について
　　　◦ �行政改革大綱およびそれに伴う計画・

取り組みについて
　　　◦ �九州・山口の近代化産業遺産群世界遺

産登録への取り組みについて
　　　◦共働事業提案制度について

区民文教委員会
7月25日（月）
●平成23年度台東区総合学力調査結果（速報値）
●「藝大とあそぼう」の実施
●「東京スポーツタウン2011」の開催
8月25日（木）
●第36回台東区消費生活展の開催
●年金型生命保険の二重課税に係る住民税の返還
●訴訟
●平成24 ～ 27年度使用台東区立中学校教科用図
書の採択結果

●区立図書館の臨時休館
●くらまえオレンジ図書館
10月3日（月）
●陳情審査　 4件
●補正予算（区民部）
●（仮称）谷中防災・コミュニティ施設の工事ス
ケジュール等

●補正予算（教育委員会）
●平成23年度教育に関する事務の管理及び執行の
状況の点検及び評価報告書

●平成24年度区立幼稚園園児募集
●平成23年度台東区総合学力調査結果
●平成23年度児童・生徒の活躍
●スポーツ祭東京2013開催に伴う台東区実行委員
会の設立

●体育施設の整備
●台東リバーサイドスポーツセンター少年野球場
のリニューアルオープン

●くらまえオレンジ図書館の環境ふれあい館ひま
わりへの移転

●延滞図書等への対応

保健福祉委員会
7月25日（月）
●高齢者夏季熱中症緊急対策事業
●永寿総合病院に関する協定の見直し検討結果報
告及び新協定の締結

●平成22年度区立台東病院及び老人保健施設千束
の収支状況

●結核発生に伴う対応
●東京都産業労働局が実施する道路清掃事業
●社会福祉法人台東区社会福祉事業団の経営状況
報告
8月25日（木）
●高齢者に対する熱中症予防対策事業の拡充
●生活保護世帯に対する冷房機器設置の緊急支援
策の実施

●区立台東病院及び老人保健施設千束の平成22年
度収支における益金

●中核病院に対する助成
●後期高齢者医療保険料改定の検討状況
●国民健康保険被保険者証の様式変更

●平成22年度ごみ収集量・資源回収量
9月30日（金）
●議案審査　 1件
●陳情審査　 1件
●補正予算（福祉部）
●訴訟
●生活保護の現況
●補正予算（健康部）
●中核病院運営協議会報告
●台東病院等運営協議会報告
●浅草病院の移転要望に対する検討の進捗状況
●ヒブワクチン・小児肺炎球菌ワクチンの接種状
況

●平成23年度ピンクリボンキャンペーンの実施
●補正予算（環境清掃部）

産業建設委員会
7月6日（水）
●旧福井中学校跡地活用事業における建設発生土
（自然由来による基準値超過土）の処分
7月25日（月）
●台東区産業振興プランの策定
●東京スカイツリー開業台東区記念事業
●旧福井中学校跡地活用事業の進捗状況
●新防災船着場の平常時活用
●景観行政団体への移行
●台東 4丁目西地区周辺まちづくり基本計画
●御徒町駅周辺地区地区計画の進捗状況
●財団法人台東区産業振興事業団の経営状況報告
●公益財団法人台東区芸術文化財団の経営状況報
告
8月25日（木）
●財団法人台東区産業振興事業団の公益財団法人
への移行

●「がんばろう！日本」台東区共通商品券の販売
結果

●「がんばろう！日本」復興支援イベント開催結
果

●交通システム整備
●御徒町駅周辺地区地区計画の進捗状況
●高齢者住宅（シルバーピア）の新規借上げ及び
入居者募集

●平成23年度加算型ファミリー世帯家賃支援制度
の募集結果
9月29日（木）
●陳情審査　 1件
●補正予算（文化産業観光部）
●東京スカイツリー開業台東区記念事業
●台東区産業振興プラン素案
●平成23年度台東区中小企業融資「年末特別資
金」

●補正予算（都市づくり部）
●御徒町駅周辺地区地区計画の進捗状況
●都市防災不燃化促進の事業期間延伸
●民間建築物の耐震化支援事業の拡充
●従前居住者用住宅の入居状況等
●「隅田公園梅まつり」事業の見直し

子育て支援特別委員会
9月22日（木）
●議案審査　 2件
●陳情審査　 3件
●10月からの子ども手当支給
●（仮称）第三認定こども園
●就学前教育・保育のあり方検討会
●平成24年 4 月保育所入所申込の受付
●平成24年 4 月こどもクラブ入会の受付
10月25日（火）～26日（水）
◎行政視察（静岡市・日進市）
テーマ◦待機児童園「おひさま」について
　　　◦未来をつくる子ども条例について
　　　◦病時保育について

環境・安全安心特別委員会
７月25日（月）
●放射性物質が検出された稲わらを給餌された牛
の流通調査

●台東区内における放射線の測定
●放射性物質を含む焼却灰の一時保管
9月26日（月）
●議案審査　 1件
●請願審査　 1件
●陳情審査　 4件
●台東区地域防災計画検討委員会の設置
●平成23年度台東区総合防災訓練実施結果
●災害・避難情報等の携帯電話へのメール配信
●少年消防クラブ消防防災実践活動モデル事業の
実施

●平成23年度「台東区生活安全のつどい」の開催
●暴力団組事務所排除運動

●節電対策の実施状況及び今後の対応
●台東区内における放射線の測定
●台東区地球温暖化対策推進実行計画（第三次計
画）の進捗状況

●台東区緑の基本計画策定の進捗状況
●環境にやさしいエネルギー利用推進
●中小規模事業所省エネ化推進
●くらまえオレンジ図書館の環境ふれあい館ひま
わりへの移転

文化・観光特別委員会
9月27日（火）
●陳情審査　 4件
●区長賞創設30周年記念台東区コレクション展
●上野の山文化ゾーンフェスティバル
●藝大・台東・墨田（ＧＴＳ）観光アートプロ
ジェクト

●朝倉彫塑館保存修復工事現場見学会
●大浅草観光祭の開催
●台東区観光ウェブサイトの新設
●浅草文化観光センター整備
●神谷バー本館の登録有形文化財登録

用地活用・地区整備特別委員会
9月28日（水）
●陳情審査　 1件
●大規模用地の活用構想
●旧東京北部小包集中局の活用
●旧竜泉中学校の活用
●旧田中小学校の活用
●各地区のまちづくり協議会の活動状況

平成 23 年 7 月〜 10 月

委 員 会 活 動
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議 会 の 動 き
議　会　日　程

■ （閉会中）
7 ．6 産業建設委員会

25 議会運営委員会
例月常任委員会（企画総務、区
民文教、保健福祉、産業建設）
環境・安全安心特別委員会

8 ．25 例月常任委員会（企画総務、区
民文教、保健福祉、産業建設）

9 ．5 議会運営委員会

■ （第3回定例会）
9 ．12 議会運営委員会

本会議（区長所信表明）※ 1
決算特別委員会

20 決算特別委員会
21 議会運営委員会

本会議（一般質問）※ 1

22 ～ 28
特別委員会（子育て支援、環
境・安全安心、文化・観光、用
地活用・地区整備）

29 ～ 10. 4 常任委員会（企画総務、区民文
教、保健福祉、産業建設）

10．5 ～ 11 決算特別委員会
7 議会運営委員会

　 18 決算特別委員会（総括質問） 
※ 1

　 24 議会運営委員会
決算特別委員会
本会議

25 ～ 26 子育て支援特別委員会［行政視
察］

　 31 ～ 11. 2 企画総務委員会［行政視察］

■ （次回定例会予定）
11．25 議会運営委員会

本会議（区長所信表明）※ 2
12．2 議会運営委員会

本会議（一般質問）※ 2
5 子育て支援特別委員会
6 環境・安全安心特別委員会
7 文化・観光特別委員会
8 用地活用・地区整備特別委員会
9 産業建設委員会
12 保健福祉委員会
13 区民文教委員会
14 企画総務委員会
19 議会運営委員会

本会議
※�1 は、現在インターネットにより録画中継しています。
※�2 は、ＣＡＴＶ及びインターネットにより録画中継し
ます。
　�　詳しくは、「区議会からのお知らせ」の欄をご覧くだ
さい。


