
継続審査となった陳情 取り下げを許可した陳情
◆寿２丁目高層マンション建設計画問題についての陳情
◆原発の再稼働を許さない意見書の提出を求めること

についての陳情
◆「秘密保護法」廃止の意見書を提出するよう求めるこ

とについての陳情
◆「特定秘密の保護に関する法律の廃止を求める意見

書」の提出についての陳情
◆「集団的自衛権の行使を容認する憲法解釈変更に反

対する意見書」の提出を求めることについての陳情
◆消費税１０％への増税中止を求めることについての陳情
◆原発再稼働に関する意見書提出についての陳情

◆台東区都市計画マスタープランに沿った街づくりにつ
いての陳情

◆台東区の４観光連盟に対する区助成金見直しについて
の陳情

◆浅草観光連盟の経理問題に対する区の対応について
の陳情

◆旧坂本小学校跡地活用についての陳情
◆区立小学校における登下校メール及び保護者等への

情報発信を可能とする電子メールでの一斉配信シス
テムを区として整備することについての陳情

◆「労働者保護ルールの見直しについて慎重な対応を
求める意見書」の提出についての陳情

◆台東区内の旧町名の保全・利活用に関することについ
ての陳情

＊継続審査となった陳情については、第17期台東区議
会議員の任期満了日である４月30日をもって審議未
了となりました。

＊陳情文の写しは、区議会ホームページでご覧いただけま
す。審議の経過は、会議録（６月下旬発行予定）をご覧く
ださい。なお、会議録は、区議会ホームページ、区立図書
館、区役所３階区政情報コーナーにてご覧いただけます。

企画総務委員会
１月27日（火）
●議案審査　１件
２月13日（金）
●議案審査　12件
●陳情審査　６件
●台東区長期総合計画（案）
●平成26年度台東区指定管理者施設管理評価の結果
●平成26年度都区財政調整再調整及び平成27年度
都区財政調整の概要

●行政手続法の一部改正に伴う行政手続の整備
●配偶者同行休業制度の導入
●区有地（上野五丁目）の貸付
●「社会福祉協議会及び芸術文化財団事務室改修
工事」請負契約の締結

●主要営繕工事進行状況
●台東区男女平等推進行動計画（案）
●国立西洋美術館の世界遺産登録推進
●平成26年度行政監査結果報告
●臨時福祉給付金等給付事務
３月19日（木）
●議案審査　３件
●「人口ビジョン」及び「まち・ひと・しごと創
生総合戦略」の策定

●組織改正
●平成27年度臨時福祉給付金等給付事業

区民文教委員会
２月13日（金）
●議案審査　３件
●陳情審査　３件
●補正予算（区民部）
●平成27年度予算（区民部）
●谷中防災コミュニティセンターの開館
●台東区民会館のリニューアルオープン
●補正予算（教育委員会）
●平成27年度予算（教育委員会）
●教育委員会制度の改正
●平成26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

●たなかクラブ（総合型地域スポーツクラブ）の発足

平成 27年１月～３月

保健福祉委員会
２月12日（木）
●議案審査　７件
●補正予算（福祉部）
●平成27年度予算（福祉部）
●成年後見制度の推進
●地方分権改革に伴う地域包括支援センターに係
る対応

●第６期台東区高齢者保健福祉計画・台東区介護
保険事業計画

●台東区特別養護老人ホーム入所指針の改正
●第４期台東区障害福祉計画
●地方分権改革に伴う介護保険に係る対応
●第６期介護保険料
●地域密着型サービスの基準の一部改正
●地域密着型介護予防サービスの基準の一部改正
●保護課元職員の非違行為
●生活困窮者自立支援制度
●補正予算（健康部）
●平成27年度予算（健康部）
●浅草病院の建設工事に伴う地中埋設物処分等の
経費負担

●ジェネリック医薬品差額通知
●医薬品医療機器等法に係る事務権限の移譲
●補正予算（環境清掃部）
●平成27年度予算（環境清掃部）
３月19日（木）
●議案審査　１件
●平成27年度台東区国民健康保険料の改定等

産業建設委員会
２月12日（木）
●議案審査　２件
●陳情審査　３件
●補正予算（文化産業観光部）
●平成27年度予算（文化産業観光部）
●環境対応型商店街活性化支援
●ビジネス支援ネットワーク
●補正予算（都市づくり部）
●平成27年度予算（都市づくり部）
●区有地（上野五丁目）の貸付
●都市防災不燃化促進事業
●特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化助成事業
の期限延長

●建築基準法等の一部改正に伴う手数料の改定等
●台東区住宅マスタープラン
●マンションの建替えの円滑化等に関する法律の
一部改正に係る対応

●観光バス対策調査
●台東区循環バス「めぐりん」への車体広告（ラ
ッピングバス）

●凌雲橋の安全性維持に関する連絡会の設置
●電線類地中化モデル実施の進捗状況
３月19日（木）
●台東区共通商品券発行支援

子育て支援特別委員会
２月９日（月）
●議案審査　３件
●台東区次世代育成支援計画（案）
●子ども・子育て支援新制度に移行する私立幼稚
園の保育料

●東京都台東区立東上野乳児保育園の指定管理者
候補者の選定結果

●地域型保育振興
●子ども・子育て支援事業計画に基づくこどもク
ラブ及び児童館の対応
３月19日（木）
●新聞報道された児童虐待
●認可保育所の整備等

環境・安全安心特別委員会
２月９日（月）
●台東区地域防災計画の修正
●防災広場「初音の森」の改修工事
●帰宅困難者対策
●防災フェアの実施
●たいとう防災気象情報メール
●平成26年の台東区内における犯罪発生状況
●暴力団組事務所排除運動

文化・観光特別委員会
２月10日（火）
●議案審査　１件
●陳情審査　２件
●朝倉彫塑館の休館日の変更
●旧東京音楽学校奏楽堂の保全
●平成26年度台東区区民文化財台帳登載及び指定
３月19日（木）
●ふるさと旅行券発行支援事業
●SNSによる多言語観光情報発信事業
用地活用・地区整備特別委員会

２月10日（火）
●陳情審査　２件
●大規模用地の活用
●台東区バリアフリー特定事業計画の進捗状況

※１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。

議　会　日　程

■ 閉会中
1． 15 議会運営委員会
■ 第 1 回臨時会
1． 27 議会運営委員会
  本会議
  弔詞文起草委員会
  企画総務委員会
■ 閉会中
1． 30 議会運営委員会
■ 第 1 回定例会
2． 6 議会運営委員会
  本会議
  予算特別委員会

■ 次回定例会予定
6． 2 議会運営委員会
  本会議（区長所信表明）※１
 ９ 議会運営委員会
  本会議（代表質問）※１
 10 本会議（一般質問）※１
 11 
 12 4特別委員会 15 
 16 
 17 
 18 4常任委員会 19 
 22 
 25 議会運営委員会
  本会議

○：趣旨採択　　△：継続審査　　×：不採択
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趣旨に沿った旧小包集中局跡地についての地元住民との協議会についての陳情 × × △ × △ 不採択
区立小学校における保護者等への情報発信を可能とする電子メールでの一斉配信システムの継続使用のための費用の援助についての陳情 ○ ○ ○ ○ ○ 趣旨採択

第１回定例会　陳情の審議結果
 皆さまから提出された陳情16件を審議しました。

 9 子育て支援特別委員会
  環境・安全安心特別委員会
 10 文化・観光特別委員会
  用地活用・地区整備特別委員会
 12 産業建設委員会
  保健福祉委員会
 13 区民文教委員会
  企画総務委員会
 16～19 予算特別委員会
 20 議会運営委員会
  本会議
3． 19 議会運営委員会
  本会議
  子育て支援特別委員会
  文化・観光特別委員会
  産業建設委員会
  保健福祉委員会
  企画総務委員会
 25 議会運営委員会
  本会議

たいとう区議会だより（No.194） 平成 27 年 5 月 5 日（3）

◎声の区議会だより（録音テープ）をお貸しします。ご希望の方は、議会事務局へご連絡ください。☎ 03（5246）1473


