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定例会（質問および答弁）のインターネット放映 は

令和元年 第２回定例会 代表質問・⼀般質問

港区議会ホームページ  動画配信 からご覧下さい！

6⽉19⽇から6⽉28⽇まで令和元年第2回定例会が開催され、初⽇には⾃⺠党議員団から清原和幸議員が代表質問に、2⽇⽬には
うかい雅彦、鈴⽊たかや議員が⼀般質問に⽴ち、武井雅昭区⻑、⻘⽊康平教育⻑に対し、質問・提⾔を⾏いました。

代表質問

⼀般質問

清原 和幸 議員
１ . 将来を見据えた財政運営
２ . 行政改革
３ . 都区財政調整制度
４ . 固定資産税の緩和期間の延長や負担軽減
５ . 港区政策創造研究所の今後の取り組み
６ . 町会・自治会の課題解決のための支援
７ .避難所となる施設等の整備
 区民や事業者へのトイレの備蓄の重要性の周知
 避難所の衛生環境の確保及び防疫
 避難所のトイレの整備
８ . 危機管理体制の強化
９ . 青山地域のフードデザートへの対策
10 . 地域包括ケアシステムの更なる推進に向けた取り組み
11 . 児童相談所の整備
 児童福祉法等の改正への対応
 児童虐待対応の強化
12 . 保育の需要に応えるための定員の確保策
13 . 精神障害者への支援の充実
14 .感染症の防疫体制
15 . 中小企業の経営支援となる「（仮称）港区産業振興センター」
16 . 商店街振興支援の更なる充実に向けた取り組み
17 . 安全・安心に配慮した観光振興支援策 「ナイトタイムエコノ
ミー」
18 . 自転車の走行ルール、マナーの普及・啓発活動の促進
19 . 交通不便地域の解消に向けた取り組み
20 . 高輪ゲートウェイ駅開設後の第一京浜国道の渋滞対策
21 .誰もが楽しめるスポーツ活動の推進
22 . 豊かな心の育成

Minato City News
︵仮称 ︶

令和３年４⽉の開設に向け
港区⼦ども家庭総合⽀援センターの
建設⼯事が開始されます

うかい雅彦 議員
１ . 羽田空港機能強化
 港区上空を飛行した旅客機の状況と区民への公開
 地方への活性化に繋がる航空政策の国への要請
２ . 高輪地区の自転車シェアリングポートの設置強化
３ . 東京都受動喫煙防止条例施行に向けた区の対応
４ . 公共施設の整備
 公共施設の用地取得における対応策
 大規模な再開発における子育て・高齢者支援施設の整備
５ . 通学路の安全対策
６ . 港区観光協会への支援
７ . ＪＲ高輪ゲートウェイ駅周辺のまちづくり
 三田・高輪地区まちづくりガイドラインによるまちづくりの
推進
 消防団の訓練場所の確保
８ . 区有施設整備における樹木の取り扱い

⼀般質問

鈴⽊たかや 議員
１ . 人口増加に対応した課題解決
 保育園等の適切な管理に係る業務負担
 指定管理施設の安定的な運営
 2025 年に向けた介護施設整備の取り組み
 高齢者対策の課題認識と今後の対応
２ . 小学校の教室不足への対応
３ . 警戒レベルの区民への周知
４ .（仮称）港区手話言語条例の理解促進及び障害者の多様な意思
疎通の推進に関する条例の制定
 多様な意思疎通手段の選択肢の充実
 理解を得るための区民意見募集の工夫
民意見募集の工夫

子ども家庭支援センター、児童相談所、母子生活支援施設の複合施設となる、
（仮称）港区子ども家庭総合
合
支援センターの開設に向け、この８月から建設が始まります。平成 28 年の児童福祉法改正により、これ
れ
まで都道府県や政令指定都市のみが設置できた児童相談所が特別区にも設置できるようになりました。
自民党議員団はこれまでも港区における児童相談所の必要性を説き、施設整備を主導して推進してきま
した。妊娠期から子どもの自立まで切れ目のない支援が実施されるよう、これからも協力していきます。

（仮称）港区⼦ども家庭総合⽀援センター外観予定図

港区議会⾃⺠党議員団ニュース

Vol.79

令和元年 8⽉11⽇発⾏

第19期 ⾃⺠党議員団
平成 31年 ４月執行の港区議会議員選挙において、第 19 期の自民党議員団は 11 名で活動
することとなりました。港区の健全な発展・進展に寄与すると共に、港区の課題解決に
向けて全力で取り組みます。港区議会の第一会派としての責任を自覚し、皆様の期待と
信頼に応えてまいります。今後ともよろしくお願いいたします。

第46代議⻑に
⾃⺠党議員団から
⼆島 豊司 議員が
選出されました！

いづつ のぶひろ

うかい まさひこ

⿇布⼗番４―３―１―１０２６

井筒 宣弘

うかい 雅彦
港区監査委員
⾃⺠党議員団 副幹事⻑
建設常任委員会
まちづくり・⼦育て・⾼齢者等対策特別委員会

⾃⺠党議員団 団⻑
建設常任委員会
交通・環境等対策特別委員会

きよはら かずゆき

⾼輪１―２６―１８―６０２

いけだ こうじ

⽩⾦３―１８―１２

六本⽊３―４―５―６０３

清原 和幸

池田 こうじ

保健福祉常任委員会
議会運営委員会
⾏財政等対策特別委員会

区⺠⽂教常任委員会
交通・環境等対策特別委員会
東京オリンピック・パラリンピック対策特別委員会

にしま とよじ

ゆうき くみこ

三⽥５―７―１２―７０７

三⽥２―８―１２―７０５

二島 豊司

ゆうきくみこ

港区議会 議⻑
総務常任委員会
⾏財政等対策特別委員会

議会運営委員会 委員⻑
区⺠⽂教常任委員会
エレベーター等安全対策特別委員会
東京オリンピック・パラリンピック対策特別委員会

つちや じゅん

土屋

すずき たかや

芝浦４―１０―１―１９１１

準

芝２―１２―１６

鈴木 たかや

交通・環境等対策特別委員会 副委員⻑
総務常任委員会
東京オリンピック・パラリンピック対策特別委員会

⾃⺠党議員団 幹事⻑
エレベーター等安全対策特別委員会 副委員⻑
保健福祉常任委員会
議会運営委員会

やなざわ あき

おぐら りえこ

芝浦４―２２―１―３９０２

南⿇布１―４―２１―６０１

やなざわ亜紀

小倉 りえこ

建設常任委員会 委員⻑
⾏財政等対策特別委員会
東京オリンピック・パラリンピック対策特別委員会

⾃⺠党議員団 副幹事⻑
保健福祉常任委員会 副委員⻑
エレベーター等安全対策特別委員会

くろさき ゆういち

港南２―４―７ ⽯橋ビル４Ｆ

黒崎ゆういち
⾃⺠党議員団 副幹事⻑
東京オリンピック・パラリンピック対策特別委員会 委員⻑
総務常任委員会
まちづくり・⼦育て・⾼齢者等対策特別委員会

私たちの日々の活動を載せております！
私たちの日々の活動
Facebook

www.facebook.com/jimin.minato/
港区⾃⺠党議員団 ホームページ

www.minato-jimin.com/

