
9⽉9⽇から10⽉12⽇まで平成28年第3回定例会が開催され、初⽇には⾃⺠党議員団からは有働巧議員が
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３回定例会報告  代表質問・一般質問

平成２７年度 決算審議  総括質問（質問者：やなざわ亜紀議員）

【態度表明】当委員会で自民党会派より投げかけた質問及び提案要望が、今後の事業実施と来年度予算の編成に反映される

ことを望み、決算４案を認定する。

１ . 区政運営の姿勢について
２ . 都心の活力と安全安心のまちづくりについて
３ . 国際競争力を高めるまちづくりについて
４ . 成熟都市であり世界の最先端都市への諸課題について
５ . 未来を担う人材の育成について

１ . 東京2020オリンピック・パラ
リンピック競技大会に向けた気
運醸成の取り組みについて

２ .トップアスリートの育成支援に
ついて

３ . 財源の確保について
４ . 待機児童解消対策について
５ . 青少年地区対策委員会の支援に
ついて

６ . 地域包括ケアシステムについて
７ . がん検診の精度管理について
８ . ドローンの導入について
９ . 台風などの暴風雨・水害対策に
ついて

10 . 公園の障害者用具の設置につ
いて

11 . 公衆無線LANについて
12 . プログラミング教育について

有働 巧議員 代表質問

有働 巧

１ . 環状二号線周辺及びJR新橋駅
前のまちづくりについて

２ . 防災及び減災の取り組みにつ
いて

３ . 新技術を活用した地域の活性化
について

４ . スマートフォン利用のマナー
啓発について

５ . 保育環境の整備について
６ . 新しい教育委員会制度について

鈴木たかや議員 一般質問

鈴⽊たかや

１ . がん対策及び健康対策の推進に
ついて

２ . 地域包括ケアシステムについて
３ . 施設整備に伴う用地取得につ
いて

４ . 外国人観光客の商店街への取り
込みについて

小倉りえこ議員 一般質問

⼩倉りえこ
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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２７年度決算特別委員会副委員長

池田こうじ清原 和幸 黒崎ゆういち

 歳入

土屋 準
１.施設使用料における小・中・高校生

の位置づけについて

清原和幸

１.特別区都市計画交付金の港区への

交付について

２.港区債権管理条例に伴う区の一年

間の取り組みについて

 総務費

黒崎ゆういち
１.港区のブランディング戦略について

２.地域で開催するお祭りの意義につ

いて

３.町会や自治会の組織継続を支援す

る方策について

４.様々な行政需要が発生する中での

用地確保策について

小倉りえこ
１.総合支所の予算編成と権限について

２.外国人にも理解できる日本語表現

の発信について

有働 巧
１.ＡＩとＩｏＴの活用について

２.みんなと安全安心メールについて

３.暴走族等の騒音対策について

４.サイバーストーカーについて

５.ふれあい動物園・移動動物園につ

いて

土屋 準
１.18歳の投票率と選挙期日について

２.多様性の理解について

二島豊司
１.予算編成過程の透明化について

２.災害発生時の情報提供体制について

３.防災アプリについて

４.平和青年団派遣事業について

池田こうじ
１.区の若手職員の意欲・能力等を生

かすための取り組みについて

２.消防団の支援について

３.六本木等の区内繁華街の安全安心

について

清原和幸
１.防災対策について

２.旧神応小学校について

 環境清掃費

黒崎ゆういち
１.羽田空港の機能強化に関する対応

について

２.港区ビル風対策要綱について

３.ヒートアイランド対策について

４.みなとタバコルールの推進について

土屋 準
１.家具のリサイクル展について

２.ごみ分別アプリについて

３.不燃ごみの安全な収集について

二島豊司

１.みなと森と水会議について

２.資源プラスチック・ふとんリサイ

クルについて

 民生費

黒崎ゆういち

１.バリアフリー化を推進する助成制

度について

２.地域包括ケアシステムにおける薬

局・ドラッグストアの役割について

３.仕事と介護の両立支援策について

小倉りえこ
１.地域包括ケアシステムに関する基

礎調査結果について

２.地域包括ケアシステムモデル事業

について

やなざわ亜紀

１.待機児童解消対策について

有働 巧

１.一人暮らし高齢者等への終活支援

事業について

２.認可保育園等の満1歳入園予約制に

ついて

３.台場児童館等の自習環境の充実に

ついて

土屋 準
１.待機児童対策について

２.公衆浴場について

二島豊司

１.児童相談所設置・里親支援について

２.バリアフリーマップの充実について

池田こうじ
１.児童虐待根絶について

清原和幸
１.一人暮らし高齢者に対しての生活

支援のあり方について

２.待機児童解消に向けた取り組みに

ついて

 衛生費

小倉りえこ
１.（仮称）みなと在宅緩和ケア支援セ

ンターについて

２.がん患者の外見に対するアピアラ

ンス支援について

有働 巧
１.インフルエンザ等予防接種事業の

費用助成について

２.特定不妊治療の費用助成について

二島豊司
１.口腔がん検診について

２.犬の登録について

 産業経済費

黒崎ゆういち
１.港区ワールドプロモーション映像

について

２.水辺の観光について

小倉りえこ

１.免税手続きカウンターの設置につ

いて

２.地元商店街における購買促進策に

ついて

有働 巧

１.企業間・産官学連携の促進について

土屋 準
１.港区ものづくり・商業観光フェア

について

 土木費

黒崎ゆういち
１.国家戦略特区における都市再生プ

ロジェクトについて

２.港区自転車シェアリングについて

３.安全安心な公園の整備について

４.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

小倉りえこ
１.開発における地域貢献について

２.港区開発事業に係る定住促進指導

要綱について

やなざわ亜紀
１.運河沿いの緑地整備について

有働 巧
１.都営青山北町アパートの建て替え

に伴う児童遊園等の整備について

２.歩車共存道路における自動車速度

の抑制について

土屋 準
１.環状二号線周辺地区のまちづくり

について

２.虎ノ門駅周辺の開発動向について

二島豊司
１.香取橋の架け替えについて

２.高輪地区での自転車シェアリング

のポート増設について

３.エスカレーターの安全管理について

池田こうじ
１.都心のよりよい交通環境を形成す

るための諸課題について

２.防災機能を持った公園等の整備、

高架下の活用について

清原和幸
１.品川駅及び山手線新駅周辺の道路

交通環境の整備について

 教育費

黒崎ゆういち
１.課外活動指導者の外部委託について

２.東京2020大会について

３.スポーツを通じて一つになれる新

たなイベントの創設について

小倉りえこ
１.日本語学級・日本語適応指導につ

いて

２.中学校の英語評価について

３.区費講師の採用基準について

やなざわ亜紀
１.港区の文化財について

２.郷土を愛する心を育む教育について

有働 巧
１.図書館でのプログラミング教育に

ついて

２.白金小学校等の部活動について

３.幼稚園の天才教育について

４.特別支援教育のソーシャルスキル

トレーニングについて

５.水泳の事故防止について

６.生涯教育について

土屋 準
１.芝浦地区の新設小学校について

２.大門の返還経緯と歴史的価値の発

信について

池田こうじ
１.港区のトライアスロン振興について

２.学校地域支援本部について

３.公立学校の体育館の冷暖房設備設

置について

清原和幸
１.旧三光小学校の特定天井等の耐震

化対策について

２.理科教育の推進について

３.小学校入学前教育の充実に向けた

取り組みについて

 国民健康保険事業会計

土屋 準
１.国民健康保険の広域化について

 後期高齢者医療会計

池田こうじ
１.後期高齢者医療保険の適切な運営

について 

 介護保険会計

池田こうじ
１.介護保険事業者指導監査の基本姿

勢について
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平成27年度

うかい雅彦議員は議長、井筒宣弘議員
は監査委員、鈴木たかや議員は副委員
長のため、質問は行いませんでした。


