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2⽉17⽇から3⽉16⽇まで令和3年第1回定例会が開催され、初⽇には⾃⺠党議員団から鈴⽊たかや議員が代表質問に、
2⽇⽬には⼟屋準議員が⼀般質問に⽴ち、武井雅昭区⻑、浦⽥幹男教育⻑に対し、質問・提⾔を⾏いました。

鈴⽊たかや 議員

代 表 質 問

⼟ 屋 準 議員

⼀ 般 質 問

令和３年  第１回  港区議会定例会
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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

⿇布⼗番４―３―１―１０２６

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

⾼輪１―２６―１８―６０２

総務常任委員会  副委員⻑
議会運営委員会
⾏財政等対策特別委員会

⽩⾦３―１８―１２

港区監査委員
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

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･新型コロナウイルス感染症
対策特別委員会

六本⽊３―４―５―６０３

港区議会  議⻑
保健福祉常任委員会
⾏財政等対策特別委員会

三⽥５―７―１２―７０７

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･新型コロナウイルス感染症
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  幹事⻑
エレベーター等安全対策･新型コロナウイルス感染症
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

三⽥２―８―１２―７０５

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

芝浦４―１０―１―１９１１ 芝２―１２―１６

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
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

港南２―４―７ ⽯橋ビル４Ｆ

南⿇布１―４―２１―６０１

私たちの日々の活動を載せております！

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

地域の声、皆様の思いを区政に届けます。 私たちが⾃⺠党議員団です︕

質問者：⿊崎ゆういち 議員令和３年度 予算審議 総括質問

定例会（質問および答弁）のインターネット放映はは

港区議会ホームページ 動画配信 からご覧下さいからご覧下さい！

Minato City News

◆港区児童相談所 03-5962-6500

◆港区児童虐待相談ダイヤル 0120-483-710（フリーダイヤル）

◆⾥親相談ダイヤル 03-5962-6505

◆港区⼦ども家庭相談ダイヤル 03-5962-7215

◆その他のお問い合わせ 03-5962-7201

４／１に港区⼦ども家庭総合⽀援センターが開設しました。

港区⼦ども家庭総合⽀援センター（港区南⻘⼭5-7-11）



港区議会 議⻑ 令和３年度予算特別委員会委員⻑

⼆島豊司議員は議⻑の
ため、やなざわ亜紀議
員は予算特別委員会委
員⻑のため質問は⾏い
ませんでした。

予算特別委員会予算特別委員会 質問要旨令和3年度
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  歳 ⼊
⿊崎ゆういち

⼟屋 準

池⽥こうじ

  総務費
⿊崎ゆういち

⼩倉りえこ

鈴⽊たかや

⼟屋 準

ゆうきくみこ

池⽥こうじ

清原和幸

うかい雅彦

  環境清掃費
⼟屋 準

ゆうきくみこ

清原和幸

うかい雅彦

  ⺠⽣費
鈴⽊たかや

⼟屋 準

ゆうきくみこ

池⽥こうじ

清原和幸

うかい雅彦

  衛⽣費
清原和幸

  産業経済費
⿊崎ゆういち

鈴⽊たかや

清原和幸

うかい雅彦

  ⼟⽊費
⿊崎ゆういち

鈴⽊たかや

⼟屋 準

ゆうきくみこ

池⽥こうじ

うかい雅彦

  教育費
⿊崎ゆういち

⼩倉りえこ

鈴⽊たかや

⼟屋 準

ゆうきくみこ

池⽥こうじ

清原和幸

うかい雅彦

  ⼀般会計 その他
⿊崎ゆういち

A：○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○

※ 枠内の A は 質問に対する港区からの
回答です。

A：関係部署と連携を図りながら、⼈々が暮ら
しやすく、地域ニーズに即した⽣活利便施設
の整備が促進されるよう、適宜⾒直しを⾏う。

A：これまで実施してきた債務負担⾏為の事例
を研修内容に含め、適切な活⽤の周知を⾏う。

A：不適正事務の再発防⽌を全庁的に推進す
る内部統制推進委員会を既に開催し、再発防
⽌策の検討を⾏っている。全庁において⼆度
と同様の事例を繰り返さないために、重要性
を改めて浸透させる。

A：避 難 所 運 営 訓 練 を ⾏ い、感 染 症 対 策 マ
ニュアルの⾒直しなど万全を期していく。感
染症対策⽤テントはいきいきプラザ等に先⾏
して配備した。すべての避難所へは令和３年
度中を予定。

A：保育業務⽀援システムを活⽤して緊急連
絡や園だより、献⽴表などの配信を⾏うほか、
区⽴保育園や港区保育室でも、10⽉から保育
業務⽀援システムを導⼊する予定。

A：国産⽊材の活⽤への理解が広がり、JR ⾼
輪ゲートウェイ駅など区内の有名施設にも、
国産⽊材が区⺠の⽬に⾒える形で活⽤されて
きている。⺠間事業者との連携を深め、共同
した製品の開発など新たな魅⼒を広めていく。

A：来年度は、実際に可燃ごみの収集運搬を
⾏い、⾛⾏データ等の取りまとめ及び評価を
⾏う予定。

A：相談者の複合的な福祉課題を集約し、「世
帯のカルテ」のように活⽤できるツールとし
て I CTを活⽤する。将来は⾃宅からでもオン
ライン相談ができる窓⼝を⽬指す。

A：安全に活動を継続できるよう丁寧に意⾒
を聞いていくとともに、区の感染症アドバイ
ザーの指導も仰ぎながら、⼗分な⽀援をして
いく。

A：今年度は毎週、医師会とのオンライン連
絡会、区内病院とのコロナ対策会議を開催し
綿密な情報共有を図っている。流⾏を早期に
発⾒し、蔓延防⽌に努める。

A：これまでのプレミアム付き区内共通商品
券に慣れ親しんだ⽅が、購⼊⽅法や使⽤⽅法
などに⼾惑い、購⼊を断念してしまうことが
懸念される意⾒がある。⼗分な期間を設け、丁
寧に購⼊⽅法や使⽤⽅法などについて周知・
説明を図る。

A：宿泊をはじめとした観光業に広く効果が
あったと 考 え て い る。VISIT MINATO 応 援
キャンペーンの連動も相乗効果があった。

A：ボール遊びについて、公園の規模等地域
の実情に合わせて、他の利⽤者の安全に配慮
した上で⾏うよう、公園利⽤者にわかりやす
く案内する。

A：地域の発意と多くの⽅の合意により策定さ
れた地区まちづくりルールに沿ったまちづく
りについて⽀援していくため、さらに適切にま
ちづくり条例を運⽤していくよう努める。

A：東京都に対して、様々な機会を通じて権
利者の⽅々に事業の内容を丁寧に説明し、ご
理解を得た上で円滑に事業を進めるよう申し
⼊れを⾏う。

A：来年度からは、区内商店会加盟店舗におけ
る新型コロナウイルス感染拡⼤防⽌対策の⼀
環として、従業員⽤のマスクや⼿袋、消毒液、
パーテーションなどの購⼊経費の⼀部を補助
する新たな取り組みを開始する。

A：５G の普及を⾒据えた通信環境の整備、拡
張現実（AR）や仮想現実（VR）の教材を活⽤し
た教育活動等、これからの技術⾰新を踏まえ
た教育委員会の考え⽅についてさらに議論を
深めていく。

A：オンラインと参集を組み合わせたスポー
ツ教室の実施等、実施する種⽬により開催⼿
法を⼯夫することでコロナ禍の⼦どもたちの
運動する機会の創出に取り組む。

A：児童・⽣徒の実態に応じた指導⽅法や評価
の在り⽅を検討していくことも重要。教室数
の確保、教科の特性や習熟度に応じたタブ
レットの活⽤等も含め、より良い学びの環境の
確保に努める。

A：坂道標柱や⽂化資源案内板作成の際に解
説⽂の作成協⼒など、今後も庁内各部署と連
携して⽂化財の保護や教育に取り組む。積極
的に役割を果たす。


