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第1回港区議会定例会/ 平成26年度予算特別委員会報告
平成26年第1回定例会は、２月19日から３月18日
まで開会されました。会期中に「平成26年度予算特別
委員会」が開催され、一般会計予算は、1,397億
2,000万円と過去最大規模の予算が可決しました。
代表質問並びに予算特別委員会では、区が直面してい
る諸課題について質問・提案してまいりました。

本会議代表質問

区民の生命・財産を守る
消防団の支援強 ・拡充を！
消防団の支援強化
消防団員の各種補助金の拡充、処遇改善と
団員確保、消防団活動の理解促進の
支援を求める！

予 算特別委員会

予算反映に向けて質問・提案！

平成 26年度予算額ー過去最大！
一般会計 1,397 億円 2,000 万円、 総額：1,813 億 9,468 万円

消費税
消費税引き上げに伴う低所得者や子育て
世代へ
世代への各給付金の周知徹底を！
申請期限は今後検討し、周知については広報みなと、ホームページ、
申請期限
区有施設、町会掲示板、新聞折込チラシ等で丁寧に対応し、対象者に
区有施設
は適切に通知できるよう最大限努めていく（区長
答弁）
は適切に通

今後も、区、消防署、消防団意見
署、消防団意見
交換会での要望を踏まえて、支援
踏まえて、支援
策の充実に努めていく。
いく。
また、様々な機会を捉えて消防団
を捉えて消防団

防災
防災・減災に資する
「国土
「国土強靭化地域計画」
の策定を！

員の確保を支援するとともに、女
るとともに、女

防災への予防対策、応急対策、復興対策に係る総合的な対策を推進し
防災への

性や大学生など幅広い層に対する
広い層に対する

今後、国の基本計画策定を注視し、対応を検討していく。（区長 答弁）
今後、国

理解促進についても消防団を支援
も消防団を支援
してく。
（区長 答弁）
）

東京オリンピック・パラリンピックを
視野に入れたバリアフリーの推進を！
区と交通事業者が、基本構想の改定に合わせた
事業計画を策定し、鉄道駅のエレベータ・エス
カレーター等の整備を推進していく。
（区長 答弁）

区財政の健全性と持続可能な行財政運営を！
基金の積極的・効果的な活用と、特別区民税の

共通番
共通番号制度導入に向けて、
システム構築と
IT 専門技術者の確保を図るべき
専門
！
平成 27 年 10 月に予定されている個人番号の通知に向け、システム
構築・改修を早期に着手するためにも、人材確保に務める。
（区長 答弁）

軽度外傷性脳損傷（MTBI）の啓発用
パンフレットを作成し配布すべき！
今後、軽度外傷性脳損傷の原因や症状について、ホームページを活用
するなど、
より理解しやすい情報提供について検討していく。
（区長 答弁）

収納率向上などの歳入確保に努め、人件費の削

公共施設整備の確実な執行に務めるべき！

減、経常的経費の歳出抑制による財政の健全性

実勢を踏まえた適正な予定価格の設定やスライド条項の適切な運用等、

を図っていく。（区長 答弁）

入札・契約制度の改善に努める。（区長 答弁）

活動報告

視 察報告

建設常任委員会行政視察（2 月 4 日〜 5 日）
神戸市の「まちづくり」
を視察（２月４日）

米軍ヘリポート基地
の撤去・返還を
要請（1月 31日）

「神戸市真野地区のまちづくり」の取り組み
や「被災市街地復興条例」について、震
災対策も含めた都市基盤整備のまちづくり
について調査研究のため視察。

名古屋市の「建物の高さルール」と「高速交通リニモの仕組み」を視察（２月 5 日）
名古屋市で導入されている
「建
物の高さルール」についての
赤坂プレスセンターに米軍ヘリポート基地

制定経緯や現状について。

が設置され、近隣住民は騒音や事故発生の

また、リニアモーターカー「愛

不安を常に抱えていることから、防衛省を

知高速交通リニモ」の特色・

訪ね・防衛大臣に対し、区とともに撤去・

仕組みについて調査研究のた

返還要請の活動を行った。

め視察。

各種行事に参加

都営高輪一丁目アパート
自主防災訓練に参加（３月９日）

港区政功労者表彰式（３月15 日） チャレンジコミュニティ・
平成２５年度において区民の生活、福祉、
クラブの活動報告会（３月1 日）
文化の向上のため、長年にわたり献身的な
活動を続けてこられた皆さんの功績に対し
て区政功労者表彰式が麻布区民
センターで行われました。

チャレンジコミュニティ・ク
ラブ（CC クラブ）の６年目
の活動を振り返る「活動報告
会とシンポジウム」が明治学
院大学白金キャンパスで開催。

チャレンジコミュニティ大学
第７期生修了式（３月 8 日）

都営高輪一丁目アパート居
住者による高層住宅に見

平成２５年４月に入学した
第７期生が１年間の全ての

合った防災訓練が行われま
した。訓練当日は、高輪消

課程を修了したことをお祝
いし、祝賀会で乾杯の挨拶。

防署からハシゴ車も出動。

芝公園保育園・区民協働
スペースが開設（３月16 日）

芝公園複合施設（保育園・区民協働
スペース）がこのたび開設。建物内
部は国産木材を活用し、芝公園の自
然と調和した環境に配慮した建物で、
保育園の定員は 150 名。

施 設が開設

新橋６丁目公共施設
「きらきらプラザ新橋」
が開設（4 月 1 日）
乳幼児から高齢者
までが集う、地域
に愛される施設と
して開設。1階と4
階は区民協働ス
ペース。2 階と 3
階は「あっぴぃ新
橋」
（一時預かり・
子育て広場）とし
て活用されます。

環状２号線が開通
（３月29 日）
（新橋・虎ノ門間）

東京都が勧めている環状２号線の新橋から虎
ノ門まで約 1.4 キロメートルの区間が開通と
なるため、開通記念式典が行われました。式
典後、実際に開通区間を歩いてみました。

（３月１９日）
八丈島から新鮮なフリージアの香りが届けられました。

ス
トピック

東京都八丈町長、八丈島
島
ー
議会議長はじめ、フリー
ン
ジアまつりのキャラバン
隊が港区議会を訪れ、新
鮮なフリージアを届けて
いただきました。
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