
2⽉17⽇から3⽉15⽇まで平成28年第1回定例会が開催され、初⽇には⾃⺠党議員団からは井筒宣弘議員が
代表質問に、2⽇⽬には鈴⽊たかや議員および⼩倉りえこ議員が⼀般質問に⽴ち、武井雅昭区⻑、⼩池眞喜夫
教育⻑に対し、質問・提⾔を⾏いました。

港区議会 で港区議会ＨＰを検索し、インターネット録画中継  会派名で選ぶ  自民党議員団 からご覧下さい。定例会（質問および答弁）のインターネット放映は

平成２８年 第１回定例会報告  代表質問・一般質問

平成２８年度 予算審議  総括質問（質問者：ゆうきくみこ議員）

【態度表明】我が会派の提出した予算要望書ならびに、この予算特別委員会の審議の中での質問、提言が十分に反映される
ことを求めて平成２８年度予算４案に賛成します。

１ . 積極的な歳入確保策に向けて
２ . 平成28年度の予算編成にあたっての施策の重点
化について

３ . 東京オリンピック・パラリンピック競技大会に
伴う事前対策について

４ . 国際化に関する実態調査について
５ . 港区総合交通戦略について
６ . みどりを積極的に取り入れたまちづくりについて
７ . 質の高い港区職員の育成について
８ . 女性の包括的支援に向けた考え方について
９ . 若年女性の健康への関心を高めることについて

10 . マンションエレベーター安全装置設置助成につ
いて

11 . 臨海斎場の区民周知について
12 . 東京二十三区清掃一部事務組合について
13 . 幼児期の教育の強化について
14 . 家庭と連携した教育について
15 . 区立中学校の英語教育の充実について
16 . 国や東京都の動向に先がけた教育の取り組みに

ついて
17 . 港区教育委員会のあり方について

１ . 港区財政運営方針について
２ . 港区政70周年と総合支所制度
について

３ . 2020年東京オリンピック・パ
ラリンピック競技大会について

４ . 港区観光協会と料理飲食組合と
の連携について

５ . 客引き行為等の防止に関する条
例の制定について

６ . 実効性のあるマンションの建て
替え支援策について

７ . 高齢者の活用について
８ . 区の障害者施策の推進について
９ . 青少年の健全育成と保護施策に
ついて

10 . 実態調査を踏まえた子ども貧
困対策について

11 . 青少年の健全育成と保護施策
について

井筒宣弘議員 代表質問
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井筒宣弘

１ . 今後の区の方向性について
２ . 幼稚園・小学校について
３ . 教育について
４ . 地域包括ケアシステムの構築に
ついて

５ . 自転車シェアリングの今後の展
開について

６ . 防災協定について
７ . 電力の自由化について

鈴木たかや議員 一般質問

鈴⽊たかや

１ . 商店街振興について
２ . 地域医療について
３ . 港区ワールドフェスティバルの
位置付けについて

４ . 継続性のある一貫教育について
５ . 公立中学校の語学教育方針につ
いて

小倉りえこ議員 一般質問

⼩倉りえこ

請願への対応について
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地域の声、皆様の思いを区政に届けます。私たちが自民党議員団です！

第１回定例会に提出された、港区立小学校に通う通常学級所属の発達障害児と保護者への配慮、「個別教育支援計画書」
の作成及び「学習支援員制度」の改善を求める請願については、基本的な内容は賛同できましたが、予算措置に関する
ことや今年行われる予定の次期学習支援員の業者選定に影響を与える可能性のある内容が含まれていることから継続
審査を主張し、採択には賛成しませんでした。私たちは引き続き、すべての区民が障害の有無によって分け隔てられる
ことなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指してまいります。

港区自民党議員団ホームページ http://www.minato-jimin.com/

http://www.facebook.com/jimin.minatohttp://www.facebook.com/jimin.minato私達の日々の活動を載せております

Ｆａｃｅｂｏｏｋをご覧下さい
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二島 豊司 ゆうきくみこ 土屋 準うかい雅彦 鈴木たかや うどう 巧 やなざわ亜紀 小倉りえこ井筒 宣弘
港区監査委員 港区議会 議長 平成２８年度予算特別委員会委員長

池田こうじ清原 和幸 黒崎ゆういち

 歳入

土屋 準
１.ふるさと納税について

 総務費

黒崎ゆういち
１.海外事業視察について

２.東京オリンピック・パラリンピッ

ク競技大会に向けた東京都との連

携について

３.暮らしのガイド（４言語）のアプリ

化について

４.国有地・都有地の取得について

小倉りえこ
１.生活者に向けた日本語教育推進に

ついて

２.港区政策創造研究所について

やなざわ亜紀
１.区有施設におけるエレベーターの

安全対策について

２.女性活躍推進について

３.港区まち・ひと・しごと創生総合

戦略について

４.国際力の推進について

有働 巧
１.ヘリサインについて

２.感震ブレーカー設置について

３.防災士の活用について

４.ｌｏｔ及びＡｉロボットの自治体活

用について

鈴木たかや
１.町会加入について

２.港区民向けアプリの運用について

３.東京湾大華火祭の今後について

土屋 準
１.区の契約における区内事業者優遇

策について

２.家庭や性別に関する議論について

ゆうきくみこ
１.女性の包括的支援の実現について

２.港区における女性活躍の取り組み

について

３.改革・創造型思考力向上研修につ

いて

４.国際都市・港区について

二島豊司
１.防災行政無線難聴対策について

２.自治体間連携について

３.公衆無線ＬＡＮについて

４.オープンデータの活用について

池田こうじ
１.客引き防止条例の制定について

２.文化プログラムの推進と六本木

アートナイトの支援について

 環境清掃費

有働 巧
１.粗大ごみの減量化について

２.粗大ごみの直接持ち込みについて

鈴木たかや
１.低炭素社会の取り組みについて

土屋 準
１.みなとタバコルールについて

２.環境アプリについて

ゆうきくみこ
１.港区上空を飛行する飛行機・ヘリ

コプターについて

２.区民にわかりやすいリサイクルに

ついて

二島豊司
１.指定喫煙場所の増設と事業所への

啓発について

 民生費

黒崎ゆういち
１.店舗等のバリアフリー化を推進す

る支援策について

２.バリアフリー特区について

３.民間学童保育（放課後児童健全育

成事業者）との連携について

小倉りえこ
１.事業所内保育事業の推進について

２.福祉総合システム維持管理について

やなざわ亜紀
１.待機児童解消策について

２.病児・病後児保育について

３.子どもの貧困対策について

４.出会い応援プロジェクトについて

有働 巧
１.産後の両親学級について

２.子育て支援員研修について

３.子育て支援に係るＩＴ化（ワンス

トップ化等）について

４.青少年地区委員会について

土屋 準
１.出会い応援プロジェクトについて

２.親支援プログラムについて

池田こうじ
１.一人暮らし高齢者の支援について

２.児童擁護施設退園者の支援について

３.児童虐待の観点から考える子ども

の貧困問題について

４.子ども家庭支援センターの体制強

化と福祉総合相談機能の調査につ

いて

 衛生費

小倉りえこ
１.男性の不妊治療費の助成について

２.港区がん対策推進アクションプラ

ンについて

やなざわ亜紀
１.不妊治療について

２.産前・産後ケアについて

有働 巧
１.ヘルシーナについて

２.母子健康情報のデジタル化について

土屋 準
１.不妊治療の支援について

２.親になる時期の支援について

二島豊司
１.港区口腔保健センターについて

 産業経済費

黒崎ゆういち
１.港区版ＤＭＯの設立について

２.バリアフリー観光ボランティアの

育成について

小倉りえこ
１.平成28年度のプレミアム付き区内

共通商品券発行支援について

２.一般区内共通商品券について

３.地元商店街利用による商店街振興

の具体策について

４.港区政策創造研究所の調査について

５.観光・街区案内標識設置について

やなざわ亜紀
１.区内在籍企業との交流について

有働 巧
１.スポーツ大会など地方から来るイ

ベントの参加者に対しての観光施

策について

２.（仮称）産業振興センターについて

３.各種同業組合について

４.イタリア大使館の赤穂浪士切腹の

地について

鈴木たかや
１.商店街支援の方策について

２.観光について

池田こうじ
１.六本木等に観光インフォメーション

センターを設置することについて

 土木費

黒崎ゆういち
１.４区連携による自転車シェアリン

グ広域実験の課題と今後の方向性

について

２.品川駅東西自由通路における朝夕通

勤ラッシュ時の通行指導について

３.保育園の子どもたちが外でのびの

びと遊べるための空間づくりにつ

いて

小倉りえこ
１.道路愛称名の表示について

２.麻布十番近隣の道路整備について

やなざわ亜紀
１.訪日外国人にわかりやすい標識に

ついて

有働 巧
１.都市計画道路について

２.エレベーター安全装置助成について

鈴木たかや
１.港区景観計画について

２.私道整備助成について

３.電線の耐震化について

４.児童遊園のバスケットゴールにつ

いて

土屋 準
１.交通安全対策について

二島豊司
１.港区まちづくりマスタープランの

改定について

２.マンション建て替え支援について

３.都市計画公園の整備について

 教育費

黒崎ゆういち
１.スポーツコミッションについて

２.スポーツ親善大使について

３.港区教育委員会表彰における表彰

対象の拡大について

４.安全な通学路の確保について

小倉りえこ
１.国際人育成事業について

やなざわ亜紀
１.芝浦港南地域の学校整備について

２.政治に関する教育について

３.理科教育について

４.歴史的建造物の保護について

有働 巧
１.アクティブラーニングについて

２.みなとサイエンス・フェスタにつ

いて

３.新教育センターについて

４.将棋・囲碁などについて

５.2020年東京オリンピック・パラリ

ンピック競技大会の競技種目につ

いて

鈴木たかや
１.教育環境の整備について

２.退職教員の活用について

３.いじめについて

４.みなと授業錬成アカデミーについて

５.教育センターについて

土屋 準
１.芝浦港南地区の教育施策について

２.家庭教育支援について

３.家庭の大切さに関する教育について

ゆうきくみこ
１.補助金事業について

２.幼児教育の充実について

３.小学校入学前カリキュラムについて

二島豊司
１.不登校児童・生徒への支援について

２.赤羽小学校・御田小学校の改修に

ついて

池田こうじ
１.体育館における空調設備設置につ

いて

２.児童虐待における教育委員会の役

割について

３.障害者スポーツ振興について

 介護保険会計

池田こうじ
１.介護保険サービスの中・長期ビジョ

ンについて 
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平成28年度

うかい雅彦議員は議長、井筒宣弘議員
は監査委員、清原和幸議員は委員長の
ため、質問は行いませんでした。


