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港区議会議員

あ

す

輝く未来へ ２０１6 年が開幕！
晴れ晴れと 2016 年が開幕いたしました。
昨年は、港区議会議員選挙が行われ、皆様の温かいご支援をいただき４期目のスタートを
切ることができました。
本年は、４年後に開催されます「東京オリンピック・パラリンピック競技大会」に向け、
これから港区を取り巻く環境は大きく変わろうとしています。
そこで何よりも大切なことは、皆様の暮らしに夢と希望を与え、小さなお子様から若者、高齢
者や障がいのある方、全ての方、一人ひとりが輝き活躍できる社会を実現させていくことです。
そのためにもこの一年間、より一層、これまで以上に区民の皆様と正面から向き合い、共に
語り、共に歩みながら、直面している諸課題に全力で取り組んでまいります。

一人ひとりが輝き
活躍できる社会の

平成２8 年１月

実現をめざして！
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実現に向けて推進してまいりました！
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現
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子育て支援
学童保育の待機児童が解消へ！
港区議会公明党は、一貫して学童クラブ
の拡充をリード。平成 22 年、26 年の定
例会などにおいて学童クラブの待機児童
解消を強く訴え続けてきました。その結
果、待機児童数に合わせて平成２８年度
の学童クラブ定
員が 2428名か
ら 2670 名まで
拡大され待機児
童が解消される
予定となります。

第４回港区議会定例会報告

防災・減災

地域型保育の２事業が実現！ 防災行政無線が室内でも
医療的ケア児の保育の必要性は、9 年前
から質問し続け、平成 27 年 12 月から
「居宅訪問型保育事業」として実現しまし
た。
また、待機児童解消のために 3 年前
から訴えていた小規模保育も、
「小規模
保育事業」として平成28年
4月 から マ ン
ションの一室で
の保育事業が
開始されます！

聞けるように！
これまで「防災行政無線が聞きづらい」との声
を受けて、平成２６年１０月２０日、港区議会公
明党は区長に対して「防災行政無線の改善に
関する要望書」
を提出。
その結果、本年１月下旬
（予定）、ケーブルテレビ回線を通じて室内で
防災行政無線
が 聞けるサー
ビスを実現さ
せることが で
きました。

緊急エリアメールが初めて配信！
平成24年3 月11日に発生した東日本大
震災直後の情報伝達には SNS が有効
であったことから、港区において、我が会
派が初めてエリアメールの活用を第 3
回定例区議会等で訴えました。その結
果、翌年の平成25年8月、港区で緊急エ
リアメールを導入し、平成２７年９月９日、
台風 18号の影響による
避難準備情報の発令を、
緊急！
緊急エリアメールにより
初めて配信しました。

「高輪コミュニティプラザ直通エレベータ１階、５階通路に屋根の設置」
「いじめ防止への取り組み」について問う！
「区の住宅施策の見直し」
第４回港区議会定例会が昨年１１月２６日から１
１２月４日まで開催さ
２月４日まで開催されました
２月４日まで開催されました。本会議場の一般質問で杉本とよひろは、
本会議場の 般質問で杉本とよひろは
主張してまいりまし
７項目１３点にわたって区長、教育長に質問・主張してまいりました。その主な内容を紹介します。

安 全・安

心

高
高輪コミュニティプラザ直通エレベータ
１階と５階の通路に屋根の設置を求める！
１

教

育

Q いじめ解消に向け、
区長部局と教育委員会

Q 屋根の設置について利用者の要望に

との連携が重要！

対してどのように応えていくのか！

A 教育委員会制度の改革を機に、教育委員会と区長との

A 施設の安全安心を確保し利便性の向上が図ら

連携を一層強化し、オール港区としていじめ防止策を強
化していく。
（区長・教育長答弁）

れるよう、引き続き屋根の設置に向けて関係
機関と協議していく。
（区長答弁）

都営住

宅

区の公的住宅の運用を見直すべき！
区

いじめ防止に向けた取り組み強化を図るべき！
い

NPO法

人

NPO法人への融資あっせんの支援体制が必要！
N

Q 住宅困窮者に対して住宅セーフティネット

Q 社会的活動に取り組む NPO法人の活動を

として区民向け住宅の運用の見直しと、
「若年ファミリー世帯」
への供給を求める！

支えるため、港区の中小企業融資あっせん
を支援していくべき！

A 区民向け住宅のあり方について子育て世代への対応も

A NPO 法人が港区の融資あっせんを活用できるなど、関

視野に入れ見直す時期に来ていると考え今後、住宅の
運用について検討しいく。（区長答弁）

連団体に制度の周知に努めていく。
（区長答弁）
その他の質問項目 ●私債権管理の一元化について●港区総合戦略の取り組みについて●将来を見据えた区の財政運営について

議 会 活 動

視察

東麻布における建築計画の
（11/30）
/30）
現地を視察

区政報告会

港区議会として初の議会報告会を開催
（11/18）
/18）

開かれた港区議会をめざし、区民の参加を募って平成 26 年度決
算報告と、平成27年第3 回定例会の委員会報告を行いました。

東麻布の単身者用

ワンル ー ムマン
ション建築計画で、
住民に対して事業
者間との対応にお
ける誓願審査のた
め、委員会視察を
行いました。

活 動 報 告

救命講習会

MＴＢI 例会に参加

AED 救命入門コース
AE
を受講

軽度外傷性脳損傷（MＴＢI
軽度外傷性脳損
ＢI）友の会の
2/9)
/
例会で挨拶 (12/9)

(12/10)

江東区亀戸にある「ひまわ
り診療所」において、軽度外
傷性脳損傷（MTBI）友の会
の例会に招かれ、これまで
港区で果たしてきた取り組みにつ
いて発表。その中で、労災認定のあ
り方について国への意見書採択や、
MTBI の周知啓発用小冊子の作成
が実現したことをご報告した。

胸骨圧迫とAE Dの使
用方法など救命救護
を実技を交えて講習
を受けました。次のス
テップとして本年中
に普通救命講習に
チャレンジします。

実績

◆カーブミラーの設置

皆様の声が実現！

◆安心・安全対策の整備

●高輪四丁目「和橿館」前に設置

●伊皿子坂歩行者専用信号機ボタン交換

●白金台一丁目４番に設置

●高輪総合支所前桜田通り横断歩道設置

●白金台二丁目１番に設置

●泉岳寺児童遊園に街路灯設置

●高輪四丁目ロシア連邦部裏門前に設置

●目黒通り横断歩道整備
●高輪ユニセフ前のガードレール整備

●泉岳寺児童遊園前
◆標識の設置
●高輪四丁目和橿館前に車両侵入禁止標識

4 期目、早くも実績１０
０5 件達成！

●白金台二丁目大型車両侵入禁止標識
●高輪プリンス向い路地に車両侵入禁止標識
◆歩道・道路の整備
●頌栄学園前の歩道拡幅整備
●品川駅前ウイング脇の歩道整備
●白金小学校前の区道段差解消整備
●白金台いきいきプラザ前の都道整備
●高輪四丁目 14 番地の私道整備
◆高齢者支援・障害者支援の施策
●自宅風呂改修にユニットバスも支援対象
●各総合支所に聴覚障害者の耳マーク表示を設置
●各総合支所に視覚障害者用文章読上げ装置を設置
●障害者ヘルプカードを導入
◆●MTIB 啓発用小冊子作成
◆教育・文化芸術施策
●港区文化芸術振興条例制定
●小学校英語教育必修の特区取得
●図書館に IC タグの導入

１０5 の中から主な実績を紹介します
◆公共施設の確保と整備
●品川駅前高輪口にバイク置き場設置
●志田町児童遊園に鉄棒を設置
●シティハイツ車町脇児童遊園にベンチ設置
●高輪支所前国道地下にバイク駐車場設置
●高輪二丁目バス停にベンチと屋根を設置
●高輪北町バス停にベンチ設置
●白金台どんぐり児童遊園開設
●白金台医科研跡地を区有施設として取得
●白金 6 丁目明治坂の電柱移設
●ちぃバス「高輪ルート」運行推進
●白金台いきいきプラザ茶室の改善整備
◆郵便ポストの設置
●高輪四丁目 12 番に設置
●高輪総合支所前桜田通り側に設置
●都営高輪一丁目アパート前に設置
●白金台二丁目桜田通り小川ビル前に設置
◆暮らしの整備
●高輪一丁目公衆電話ボックス設置
●高輪二丁目 10 番付近手摺整備
●白金小学校向の電柱交換整備
●高輪二丁目 NTT マンホール蓋交換
◆バリアフリー・環境対策
●京浜急行品川駅エレベーター設置
●泉岳寺駅エスカレーター設置推進
●桂坂シティハイツ玄関スロープ整備
●高輪台駅エレベーター設置
●区有施設に小型家電回収ボックス設置

◆健康施策
●各総合支所に健康チェック器具を配備
◆防犯対策の整備
●区立小学校に防犯カメラ設置
●区立小学校に民間警備員を配置
●古川橋交番の存続を実現
●高輪３丁目元宿舎前街路灯整備
●共同住宅防犯対策支援助成
◆防災・減災対策
●古川治水対策調節池整備事業始動
●白金六丁目付近雨水対策バイパス管設置
●被災者生活再建支援システム導入
●港区防災基本条例策定を推進
●港区防災基本条例啓発パンフの作成
●高層住宅震災対策用ＤＶＤ作成
●区道全域の道路面下の空洞調査を実施
●区有施設の非構造部材の耐震総点検

