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輝く未来へ ２０１7 年が開幕！
晴れ晴れと2 017 年が開幕いたしました。
本年は、３月に港区政が誕生して７０周年を迎えます。また、３年後に開催され
ます「東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会」の準備や、今後の首
都直下地震に備えた対策など、区政に対する関心と期待が高まっています。
そこで大切なことは、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、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、私はこの一年、これまで以上に区民の皆様と正面から向き合い、
ともに語り、とも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。
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

平成２9 年１月

一人ひとりが輝き
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実現をめざして！

区議会公明党が区長に予算要望書を提出
港区議会公明党は、武井港区長に対し、平成２９年度予算において福祉避難所や防災ラジオ（２８０Ｍ
ＨＺ帯）の補助拡充をはじめ、各年代のライフステージに応じた区政運営など、区民生活における福祉
の向上に向け、新規要望４１項目を含め、合計１６５項目の多岐にわたり予算要望書を提出しました。

に！

皆様の声をカタチ

実現に向けて推進してまいりました！
最新実績報告！

区主催の
「婚活イベント」が実現！

「台場シャトルバス」継続運行決定！

平成２５年第２回定例会より「晩婚、非婚による少子化や高齢出
産のリスク回避のためにも出会いの支援をするべき！」と粘り強
く質問を重ねて参りました。その結果、昨年10月、婚活イベント
「出会い応援プロジェクト」が開催され５０％以上の確率でカッ
プルが成立し大好評となりました。

「小規模保育施設」
誕生！

現行の運行は平成２８年度末で終了するため、その後
の継続について毎年の予算要望や議会質問を通し、ま
た、地域の皆様と要望書を提出するなど要請活動を
行ってまいりました。その結果、平成２９年度も引き
続き現在と同じ事業者で運行継続が決定。

「みなと環境アプリ」
が始動！

港区議会公明党は、平成２５年第１回
定例会より保育園の待機児童解消の
ため「小規模保育施設」を推進して参
りました。
その結果、昨年、港南や赤
坂に開設。
また、本年４月には麻布十
番と三田にも開園の予定。

区有施設等へ「無料 Wi-Fi」の設置が実現！

平成２４年３月の委員会で、生物多様性を楽
しみながら学べるスポットの紹介を SNS で
発信することや、広く区民の皆様から情報を
受け付ける窓口の設置を提案し実現しまし
た。
アプリの中にはその他、省エネ事業や指
定喫煙場所、
イベント情報なども充実。

平成２４年第３回定例会より、災害時
における通信確保や海外からの観光
客向けに「区有施設等への無料のＷｉ
─Ｆ
ｉスポット」を設けることを推進。
そ
の結果、今年度、各地区総合支所や台
場地区に拡充が実現しました。
実現しました。

定例会報告

平成２８年第４回定例会

自転車の安全

代表質問で取り上げました！

自転車走行空間の確保と
安全対策を！

Q 自転車利用者やドライバー、

施設管理

公共施設における
「マネジメント計画」の実践を！

「維持管理」や「ファシリティマネジメント」の重要性について区民への理解と周知が必要では。
Q 公共施設の

歩行者に自転車専用通行帯

広く情報を区民に公開するなど周知を図っていく。
A パブリックコメントの実施と施設白書を作成し、

やナビマークの意味や目的

Q 将来負担を残すことなく、
人口増加に対応した施設整備を行うためには民間活力の活用が不可欠では。

を周知し安全啓発を！

A 保有面積を把握し民設民営による施設整備や民間建物の賃貸借など

A 様々な機会を

通じて、自転
車の安全利用
の啓発を実施
していく。

民間活力を活用していく。
Q 資産評価を含めた施設情報の把握に努めるなど施設情報の一元管理

を推進していくことが必要では。
A 財務情報を活用したコスト情報を把握し、全庁的、多角的に分析し施

設評価を実施していく。

議会活動報告

視察

六本木駅自転車駐車場の
整備状況を視察

議会報告

港区議会として第２回目の議会報告会を開催！
港区議会は、区民に開かれた議会をめざし、昨年１１月１６日、議会活動の状況
を区民の皆様に直接、分かりやすく説明・報告するため、
「議会報告会」を麻布
区民センターで開催し
ました。

昨年、第４回定例
会で議案として付
託された「六本木
駅自転車駐車場の
整備に関する条例
改正」の審議に伴
い、現在、建設工
事の状況や周辺環
境などを視察調査
しました。

内容として、
①議会のし
くみや役 割、
②平 成２７
年度決算報告、
③各常任
委員会の報告、④質疑や
意 見 交 換 など 行 わ れ、
参加者から貴重なご意
見やご要望をいただくこ
とができました。

各 種 行 事

港区政７０周年記念式典が盛大に開催！
港区は、
本年３月１５日に区政７０周年を迎えます。
これに先立ち昨年から、さまざまな記念事業が行われました
が、その締めくくりとして１２月４日、区内に関わっている
町会・自治会や関係団体など多くの方を招いて、盛大に記念
式典が行われました。

第４０回港区老人クラブ連合会の芸能大会が開催！

第３５回障害者週間記念事業が開催！
「ともに生きるみんなの集い」が障害者保健福祉センターで
開催。記念式典では企業感謝状贈呈式や障がい者によるポ
スター原画入賞者表彰式をはじめ、精神障害をテーマにし
た講演会や区民団体による日本舞踊やイングリッシュハン
ドベルなどのパフォーマンスが行われた。

「チャレンジコミュニティ大学」１０周年記念シンポジュウムが開催！

第４０回を迎えた「あじさいクラブ芸能大会」が麻
布区民ホールで賑やかに開催。
区内の各老人クラブの皆様方による民謡や踊り、フ
ラダンスなどを披露。元気に輝いている姿に感動し
ました。

◆カーブミラーの設置

明治学院大学と連携し開設している「チャレンジコ
ミュニティ大学」が１０周年を迎えました。
港区政７０周年記念事業の一環として、昨年１２月
１０日、明治学院大学白金キャンパスで「記念シン
ポジュウム」が開催され、記念講演に参加しました。

皆様の声が実現！
！

◆安心・安全対策の整備
●伊皿子坂歩行者専用信号機ボタン交換

●高輪四丁目「和橿館」前に設置

実績

●白金台一丁目４番に設置
●白金台二丁目１番に設置

●高輪総合支所前桜田通り横断歩道設置
●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

●泉岳寺児童遊園前

●高輪ユニセフ前のガードレール整備

◆標識の設置

●目黒通りと外苑西通り交差点に右折専用信号機設置

●高輪四丁目和橿館前に車両侵入禁止標識

◆健康施策

●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

早くも実績 １０件達成！
早くも実績１
主な実績をご紹介します。
主な実績をご紹介します

◆歩道・道路の整備

●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

●頌栄学園前の歩道拡幅整備

◆公共施設の確保と整備

●区立小学校に民間警備員を配置

●品川駅前ウイング脇の歩道整備

●品川駅前高輪口にバイク置き場設置

●古川橋交番の存続を実現

●白金小学校前の区道段差解消整備

●志田町児童遊園に鉄棒を設置

●高輪３丁目元宿舎前街路灯整備

●白金台いきいきプラザ前の都道整備

●シティハイツ車町脇児童遊園にベンチ設置

●共同住宅防犯対策支援助成

●高輪四丁目 14 番地の私道整備

●高輪支所前国道地下にバイク駐車場設置

◆防災・減災対策

●白金６丁目私道整備

●高輪二丁目バス停にベンチと屋根を設置

●古川治水対策調節池整備事業始動

●白金６丁目都道歩道上陥没整備

●高輪北町バス停にベンチ設置

●白金六丁目付近雨水対策バイパス管設置

◆高齢者支援・障害者支援の施策

●白金台どんぐり児童遊園開設

●被災者生活再建支援システム導入

●自宅風呂改修にユニットバスも支援対象

●白金台医科研跡地を区有施設として取得

●港区防災基本条例策定を推進

●各総合支所に聴覚障害者の耳マーク表示を設置

●白金 6 丁目明治坂の電柱移設

●港区防災基本条例啓発パンフの作成

●各総合支所に視覚障害者用文章読上げ装置を設置

●ちぃバス「高輪ルート」運行推進

●高層住宅震災対策用ＤＶＤ作成

●障害者ヘルプカードを導入

●白金台いきいきプラザ茶室の改善整備

●区道全域の道路面下の空洞調査を実施

●MTIB 啓発用小冊子作成

◆郵便ポストの設置

●区有施設の非構造部材の耐震総点検

◆教育・文化芸術施策

●高輪四丁目 12 番に設置

●桂坂シティハイツ広場の

●港区文化芸術振興条例制定

●高輪総合支所前桜田通り側に設置

防災倉庫塗装整備

●小学校英語教育必修の特区取得

●都営高輪一丁目アパート前に設置

◆環境対策

●図書館に IC タグの導入

●白金台二丁目桜田通り小川ビル前に設置

●雨水桝用「タバコポイ捨て禁止ステッカー」作成と配布

◆暮らしの整備

●区内「タバコ指定喫煙場所マップ」作成と配布

●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
●白金２丁目児童遊園（猿町公園）に時計設置
●高輪三丁目区道雨水桝に「タバコポイ捨て禁止ステッカー」設置
◆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

