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第１回港区議会定例会 / 平成３０年度予算特別委員会が開会されました。
「平成３０年第１回港区議会定例会」は、２月１４日から３月１3 日までの
会期日程で行われました。また、会期中には「平成３０年度予算特別委
員会」
も開会され、一般会計予算は 1,３８８億８,０００万円と過去 3 番目。
また、歳入の根幹を成す特別区民税収入は７１４億円と、当初予算で
初めて７００億円を超える大規模な予算となり可決・成立しました。
杉本豊敬（とよひろ）は、定例会代表質問や予算特別委員会において
区が直面している課題をはじめ、区民からの声を反映するため多岐
にわたって質問・提案してまいりました。
（質問要旨は裏面に掲載）

し

実現に向けて推進してまいりました！

白金台４丁目
「郷土歴史館複合施設」
（ゆかしの杜）が開設！
白金台４丁目、目黒通りの国立公衆
衛生院跡地の活用について、平成14
年度決算特別委員会で重層な外観を生かしながら文化芸術に資する施設とし
て区が取得するよう提案。その後、平成21年３月に国との土地交換により
区が取得。平成25年に基本計画、平成28年に実施計画が策定され、郷土歴
史館をはじめ、がん在宅緩和ケア支援センター、子ども関係の施設などの複
合施設として４月１日に開設となりました。
（郷土歴史館は11月オープン）

防災行政無線難聴対策が実現しました！
２８０MHz帯防災ラジオの配布対象を拡大！
公明党議員団は、平成３０年度予算要望で武井港区長へ導入
拡大を申入れしました。その結果、本年６月から、防災行政
無線放送が聞き取りにくい区内の全ての世帯へ拡大します！
1台：1,000円（1世帯1台限り）
※お問合せは、各地区総合支所へ

高齢者日常生活用具給付事業で
「つえ」の給付が始まります！
平成２６年１１月、生活不活発病(環境の変化や高齢化に
伴い、生活が不活発になり、心身の機能が低下していく
状態をいう）予防の観点から、日常生活用品として「つえ」
の配布を支援すべきと質問。その結果このたび実現！

地域で共に生きる障害児・障害者
アート展を観覧

（1月１9日）

感性で語る存在の証 をテー
マに、国立新美術館で開催さ
れた「障害児・障害者アート
展」を観覧。会場では、「アー
ル・ブリュット作家」の作品も同時展示されていま
した。障がい児・者の生きる感性は無数の可能性を
創造し作品としてカタチに表現したところに新たな
感動を覚えました。

Topics

皆様の声をカタチに！

実ま現
した

予算特別委員会で質問する杉本とよひろ

高輪いきいきプラザに
「最新式カラオケセット」
入れ替えが実現！
高輪いきいきプラザに設置されている「カラオケ機器」が旧式のため操作に
大変、不便を感じており、老人クラブの利用者から「もっと使いやすい最新
式のカラオケセットに入れ替えてほしい」との強い要望を受け、高輪地区総
合支所管理課へ再三にわたって新型機器の入れ替えを要請したところ、この
度、予算を確保し、
「最新式のカラオケセット」の入れ替えが実現しました！

150人以下の町会・自治会へ、
年1回 50万円を上限に活動費の
助成等が始まります！（3 年間）
平成29年の9月議会で、住民自治の中核を担う
町会・自治会への一歩踏み込んだ支援策の拡充に
ついて質問。その結果、このたび実現！

集合住宅共用部分の LED 照明
設置費の一部が
助成されます！
平成 26 年 11 月、省エネルギー、
二酸化炭素削減の観点から、集合
住宅共用部分のＬＥＤ化を進める
ため助成制度の検討を開始すべき
と質問。その結果このたび実現！

産後母子ショートステイが実現！
平成 25 年３月の予算特別委員会
で質問・提案してきた、出産直後
で特に支援の必要な母子による助
産院等でのショートステイが実
現！深刻な 育児不安 や 産後う
つ の軽減、児童虐待の未然防止
などを図るための産前産後の切れ
目のない支援が一層充実します。

視察・活動報告

石井国交大臣、高輪四丁目「物流博物館」
の視察へ同行（3月3日）

第２回目「すぎもと地域懇談会」
を開催（3月28日）

３月３日、石井国土交通大臣が、高輪四丁
目の
「物流博物館」
に視察のため訪れました。
この視察に、地元地区の区議として同行さ
せていただきました。この博物館は物流の
世界における歴史や現代に関するいろいろ
な展示を通して、物流の役割を広く一般に
紹介するとともに次代を担う子どもたちに
も楽しく感心を持ってもらうことを目的として開館。改めて物流の世界
を学ぶことができました。石井大臣も興味深く視察されていました。

今年に入って、第２
回目の「地域懇談会」
を開催。懇談会では、
第１回港区議会定例
会での成果と実績を
兼ねて区政報告させていただきました。また、
今回、党の都女性局長：松葉多美子都議会議員
を招いて、女性視点での防災対策や女性政策の
実績についてお話を伺うことができました。

第 1 回 港区議会定例会で多岐にわたって質問！
防

大規模災害時の支援として
「大規模災害団員」
の導入を！

災

代 表 質 問
いじめ対策

ＳＮＳを活用した
「自殺・いじめ相談窓口」
の構築を！
Q 子どもたちの「自殺やいじめ」などの

Q 大規模災害時に消火・救助活動以
外の避難誘導や情報収集など新た

悩みに対してＳＮＳを活用した相談
しやすい環境を整備していくべき！
A 様々な、自治体のＳＮＳアプリを活用
した取り組み事例や利便性を検証し、
子どもたちが自ら安心して相談でき
る体制を充実させていく。
（区長答弁）

な支援として「大規模災害団員」の
導入を検討すべき！
A 住民の避難誘導や避難所運営支援など、基本の消防団員だけでは十
分に対応できない活動を補うことから期待できる。
導入に際しては
募集や活用方法など消防署と連携し研究していく。
（区長答弁）
教

小学校における
「プログラミング教育」
の実施に向けて！

育

維持管理

Q 小学校では 2020 年の必修化に向け。
各教科の特性を生かした「プログラミング教育」の構

築に向けて、教育委員会の取り組みを伺う！（教育長答弁）
A プログラミング教育のパイロット校を指定、
ＩＴ企業と連携し

Q

「プログラミング教育」のあり方について検討。その研究成果を活
かした指導計画のモデルを作成。その後、小学校に提供し円滑に
スタートできるよう支援していく。
（教育長答弁）

感染予防

A

動物からの感染症対策を進めよ！
Q 人と犬や猫など、動物が共に健康で幸せに暮らせる共生社会を実現し
ていくためにも動物由来感染症の予防対策を進めていく必要があるの

では！
A 広報誌の活用やチラシの配布に加え、動物愛護週間や区民まつりなど
のイベントを通じて、動物由来感染症に関する正しい知識とともに動
物の接し方や飼育方法について周知を図っていく。
（区長答弁）
資源回収

レアメタルや貴金属などの都市鉱山の回収促進を！

より一層、
区民
Q レアメタルや貴金属などの都市鉱山の回収にあたっては、
への周知・啓発を図るとともに、適切な処理と有効資源の回収促進に取り
組むべき！
A 今後も、イベント回収の機会を増やすとともに、金属類のピックアップ
回収を平成 30 年度から大規模集合住宅にも拡大し区内全域にわたり
都市鉱山からの資源回収を進めていく。
（区長答弁）

ＡＩ
（人工知能）
を活用した
道路、橋梁の点検・維持管理を！

従来の法定点検に加え、ＡＩ（人工知能）を
活用するなど新たな技術を用いて道路や橋
梁などのインフラの点検・維持管理につい
て検討していくことが必要では！
国で進めている、人工知能による解析、施工
管理の高度化を図る研究や開発に関する動
向を的確に捉え、ＡＩ（人工知能）を活用し
た道路や橋梁の点検・維持管理について調
査研究していく。
（区長答弁）

財

政

地方消費税「清算規準」
の
見直しによる影響への対応を！
Q 平成 30 年度税制改正のなかで、地方消費税
「清算

規準」の見直しが閣議決定されたが、こうした国
の動きに対して今後の取り組みと、実施された場
合に住民福祉を後退させないため失った財源確
保についてどのように対処していくのか！
A 引き続きこの見直しが行われることのないよう、
国に対し東京都、区長会などと連携し要請するとともに特別区が一体と
なって見直しによる影響や課題について広く発信していく。
また、区の 30 年度当初予算においては、見直しによる減収に対応するた
め計画的に積み立ててきた基金を積極的に活用する。
（区長答弁）

平成３０年度予算特別委員会質疑

防

災

「簡易水道消火栓装置」
を
普及啓発せよ！

● 一般会計予算
1,388 億 8,000 万円

● 総額予算
1,844 億 3,182 万 2 千円

食品ロス

Q 区内における木造密集地域や緊急

車両が通行できない地域への初期
消火装置として有効な「簡易水道
消火栓装置」の周知・導入を！
A 初期消火を行う際に有効と考え
られるため、今後、防災住民組
織への防災資器材の助成品目のメニューに「簡易水道
消火栓装置」を加えることをも含め検討していく。

特殊詐欺被害の根絶に
向けた対策を強化せよ！

防 犯
Q 被害者層である高齢者だけでな
く、子・孫世代にまで周知するこ
とや、関係機関と連携した広報啓
発活動を実施するなど特殊詐欺根
絶に向けた対策強化を進めよ！
A 実演型の対策講座を拡大し、高
齢者だけでなくその家族等にも対策を広げていく。
また、電話相談があった場合には迅速に情報を共
有して、安全安心メールを通じて、その手口の内
容や対策などを速やかに区民へ周知していく。

将来課題

行政需要や公共施設の更新など
将来課題への取り組みを！

Q 人口増加に伴う様々な行政需要や、公共施設の更

新などの将来課題についてどのように取り組んでい
くのか！
A 自主財源の積極的・安定的な確保を掲げ、基金積立の
目標を定め将来課題に備える積極的・戦略的な財政運
営に努めていく。また、施設マネジメントを行い、
施設の長寿命化や将来の用途転換を見据え、将来世
代に負担をかけない財政運営を堅持していく。

学校運営

地域とともにある
学校づくりを進めよ！
Q 地域とともにある学校づ
くりで期待される「学校

運営協議会」、所謂、「コ
ミ ュ ニ テ ィ・ス ク ー ル」
を推進していくにあたり
区長部局との連携や地域への理解と周知が必要だ
が具体的にどのように取り組んでいくのか！
A 平成 30 年度は、学校、地域住民、保護者に説明会を
開催し丁寧な質疑を重ねるとともに、「学校運営協
議会」の設置を希望する学校に対しては、組織づく
りや規則の整備などの支援を行っていく。
また、総合支所をはじめ区長部局とも連携しながら
「コミュニティ・スクール」の導入を進めていく。

行政サービス

行政手続きの
オンライン化を進めよ！
Q 行政手続きのオンライン化に
よる電子申請については、現

在の子育て以外の分野への拡
充・展開を進めていくべき！
A 電子申請の拡充に向けて、庁内
での説明会を実施して活用方法や先進事例などを紹介し
たり、庁内各部門へのアンケート調査を行うなど手法を
工夫し、
区民サービスの向上に積極的に取り組んでいく。

防災備蓄食品の
「食品ロス
削減」
の取り組みを強化せよ！
Q 不要となる備蓄食品の有効活用
に向けて、食品の情報と必要と

するニーズとマッチングさせる
取り組みを進めるべき！
A 現在、フードバンクへ寄付して
いるが、「食品ロス削減・東京方式」も参考にしなが
ら食品提供者と食品を必要とする人との橋渡しがで
きるよう引き続き積極的に取り組んでいく。
Q 食品ロス対策について、明確なメッセージとして区
として削減目標を掲げるべき！
（エスディー
A 2015 年の国連で採択された「ＳＤＧs」
ジーズ：持続可能な開発目標）の削減目標（2030 年
度までに半減）を踏まえながら、区としての具体的
な取り組みの充実を図る中で、食品ロス削減目標に
ついて検討していく。
Q 区が発行する「ゴミ分別ガイドブック」や「子どもに
もわかりやすいリーフレット」を作成することを昨年
の決算審議で提案したが、その後の進展は！
A 「ごみの分別ガイドブック」については、30 年度予
算での印刷を予定している。
また、「子ども向けリーフレット」については、新年
度に「食品ロス削減」の内容を掲載したリーフレット
が配布できるよう現在、印刷の校正をしている。

郷土歴史館

郷土歴史館「ゆかしの杜」
に
おける魅力ある施設運営を！

郷土歴史館「ゆかしの杜」内に設置が
予定されている「カフェ」については、
施設利用者や地域の期待に応え、魅
力ある運営が行えるよう飲食事業者を選定すべき！
A 今後、来館者や地域の期待に応え、郷土歴史館に足を
運んでもらえるような魅力ある「カフェ」運営を行え
るよう、指定管理者と協議してまいります。
Q

