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一人のために　地域のために

区民相談は
お気軽に！
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「災害対策」　
地球温暖化に起因して増える豪雨
など都市型水害の情報伝達整備、
水防訓練などの対策について区の
考えを伺う。
平時からのリスク周知の徹底、メー
ル、フェイスブックなどを活用し迅速・
確実に伝達していきます。実働的
な水防訓練を実施し、実効性ある
水防態勢を構築してまいります。
①地域防災協議会の次世代への啓発について ②避難所の居住性向上と
支援について ③帰宅困難者対策について ④地域事業者との連携につ
いて
①子育て世への防災への関心を高め、若年層への新たな研修会の企画、
イベントを実施します。 ②避難所運営マニュアルの改訂を今年度中に完了

「総務費」

「民生費」「民生費」「民生費」

「総務費」「総務費」「総務費」

東京2020オリ・パラ競技大会を見据え、商店街振興という観点からの観光施策の展開をすべき。

商店街の活性化のため観光協会、区商連と連携し積極的に観光施策を進めます。（区長答弁）
区内産業のグローバル展開をどのように支援し取り組むのか。

区内中小企業が外資系企業とのビジネスチャンス獲得の機会と場の拡大を積極的に支援します。（区長答弁）
生活習慣病健診で継続的な指導やかかりつけ医を推進すべき。

医師会、健康づくり支援の団体の協力を得て、かかりつけ医の普及と、継続しての健康づくりの仕組みを調査・研究します。（区長答弁）
Ｂ型肝炎ワクチンの定期接種化に合わせ3歳児までの助成を推進すべき。

現在1歳以上の小児への感染のリスクが明らかでないことや、ワクチン供給の懸念から接種対象は1歳未満とします。（区長答弁）
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慶應仲通り入り口の車止め
ポールが複数本破損し、ゴミ
が詰められていましたので修
復いたしました。

慶應仲通り車止めポール
破損・修復
慶
ポ
が
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破区民の声を

　実現しました！

整備前 整備後

港区議会定例会は、9月9日から10月12日の間で行われました。この中で一般質問と
決算特別委員会に立たせて頂き、その質問と答弁を紹介します。

平成28年 第3回 港区議会定例会が開会されました

させ協議会支援に力をいれる。 ③区内 8駅周辺の事業者との協議会を設置、
連携していく。 ④訓練に事業者の参加を促し連携体制を構築する。

「避難所対策」　
①紙製間仕切りボードの耐性　②災害対応型紙カップ式自販機の設置
①間仕切りボードは避難所の効果的な運営のため比較検討してまいります。
②区としては備蓄対応が中心だが、災害対応型紙カップ式自販機の有用性
について調査していく。
被災地派遣職員の経験を区政にどのように活かすのか。
派遣経験、ノウハウを活かせるよう共有し、計画、訓練に反映させる。
地域コニュミティづくり　町会自治会加入促進について
総合支所において地域特性を活かし会合、刊行物での周知、啓発に努める

家族介護者への負担軽減につながる支援サービスの取組を推進すべき。
認知症高齢者介護家族支援事業、高齢者宿泊デイサービスなどを実施して
います。今後も介護者の支援に努めていきます。

）

一般質問

決算特別委員会



地域の絆を結ぶ様々な行事に参加しました！地域の絆を結ぶ様々な行事に参加しました！地域の絆を結ぶ様々な行事に参加しました！地域の絆を結ぶ様々な行事に参加しました！地域の絆を結ぶ様々な行事に参加しました！

三田豊岡町会の豊岡児
童遊園での納涼盆踊り大
会に参加。町会の皆さん
の出店が賑やかでした。

Ｈ28.8.6 Ｈ28.8.6

三田台町会・三田慶南町会のお祭り

亀塚公園で行われた三田
台町会・三田慶南町会のお
祭りに参加しました。物産
の販売もあり賑やかです。

三田松坂児童遊園での松坂
町会防災訓練に参加しまし
た。防災用品、AED、起震
車など充実の内容で、しっか
りと訓練できました。

みなとパーク芝浦リーブラホールで
行われた「平和を考える集い」に参
加しました。港区平和青年団による
活動報告や、オーケストラによる平
和記念コンサートが行われました。

H28.7.30

船路橋児童遊園前広場で行われた
「芝浦二丁目納涼盆踊り大会」に参
加しました。お子さんの参加も多く、
人口増加が実感できます。

芝浦二丁目納涼盆踊り大会
H28.7.29

綱町自治会納涼祭り

「綱町自治会納涼祭り」に参
加しました。街中の公園で安
全に行われる子ども花火会、
焼きそばも好評です。

H28.7.30

芝 5 丁目都営団地のお祭りに参加。
都営芝 5自治会・芝和城会・隣接の保
育園などで行っており、ここから巣立っ
た幼馴染が顔を合わせていました。

芝5丁目都営団地のお祭り
H28.8.6

港区音楽連盟「秋の
小さな音楽会」が高
輪区民センターで行
われました。合唱・
弦楽・マンドリンなど
練習の成果を発表し
て頂きました。

「長寿を祝う集い」が高輪のホテルで
行われました。参加者が多く地域を
分けて午前、午後と2回行われまし
た。75 歳以上の戦中、戦後を生き
抜いてこられた皆さまの笑顔に感謝。

H28.9.2

芝浦運河祭り
H28.9.25H28.9.25H28.9.25

秋の小さな音楽会
H28.9.25 H28.10.8

H28.8.27

「平和を考える集い」

スポーツセンターで行
われた「港区立特別支
援学級小中合同運動会」
に参加。一緒に体操し
て元気をもらいました。

芝会場に参加いたしまし
た。起震車、AED、三角
巾での応急処置、非常食
試食など、600 名以上の
方が参加されました。

港区立特別支援学級小中合同運動会
H28.10.7H28.9.20 H28.10.2

総合防災訓練

埠頭公園で行われた「海岸
2.3 丁目祭り」に参加。お子
さんの太鼓やダンスなど楽
しい演目で楽しみました。

H28.8.5

港区議会公明党は、
「みなとタバコルー
ル」の徹底に伴い、
環境に配慮した分煙
体制の強化や歩行喫煙防止策として、各地区総合
支所ごとの区が指定した喫煙場所や民間施設の喫
煙場所を明記した「喫煙場所マップ」と「雨水ま
す用ポイ捨て禁止ステッカー」の作成を議会で提
案してまいりました。その結果、１０月より各地区
総合支所において配布が実現しました。

区議会公明党は今定
例会において、国に
対して地方公共団体、
国民、事業者が一体
となって食品ロス削減
に向けての取り組みを
進める意見書の提出
を提案し全会派一致で採択されました。提出者は全議
員とし、食品ロス削減に向けての目標や基本計画の策
定、フードバンクへの取り組みなど５項目について国の
関係省庁に求めました。

8月25日　港区議会公明党議員団として武井港区長に、東京メト
ロ青山一丁目駅での転落事故について「交通機関の安全性を求め
る要望書」と「津久井やまゆり園事件を受けての要望書」を提出
いたしました。公共交通と社会の安全・安寧を求めて参ります。

区立図書館の会館時間延長へ！区立図書館の会館時間延長へ！
「喫煙場所マップ」と「喫煙場所マップ」と
「雨水ます用ポイ捨て禁止ステッカー」「雨水ます用ポイ捨て禁止ステッカー」
の配布が実現！の配布が実現！

「喫煙場所マップ」と
「雨水ます用ポイ捨て禁止ステッカー」
の配布が実現！

採択されました 提出者は全議

へ会館時間延長へ！
港総区公明党の実績の実績

小学校新設や小学校新設や
国際学級拡大が実現！国際学級拡大が実現！
小学校新設や
国際学級拡大が実現！
平成 27年第４定で、児童数が増え続け
る芝浦港南地域の小学校の適正規模・適
正配置について質問。その結果、平成
33年完成予定で、芝浦小学校通学区域
内であるみなとパーク芝浦の芝生広場
に新設校として（仮称）芝浦第二小学校が設置されることに！
また、平成 24 年第２定から数回にわたり、同年開始の東町
小学校での英語による授業について拡充、更に、卒後の中学
校での開設の必要性を訴えてきました。その結果、平成 28
年度から南山小学校 1年、六本木中学校 1年に開設されます。

芝公園一帯で行わ
れたみなと第 35
回「みなと区民ま
つり」に参加。港

区議会のブースをお手伝い、来場のお子さん
にメッセージを頂き、風船と子ども区議会缶
バッチを差し上げました。

H28.9.10

三田綱町の祭禮

「長寿を祝う集い」

浜松町の「プラザ神明」を視察

松坂町会防災訓練

8.6

「駅の安全対策」、「障がい者施設の安全対策」の「駅の安全対策」、「障がい者施設の安全対策」の
要望書を区長に提出！要望書を区長に提出！
「駅の安全対策」、「障がい者施設の安全対策」の
要望書を区長に提出！

「みなと区民まつり」

三田豊岡町会の納涼盆踊り大会

夏祭り特集夏祭り特集夏祭り特集夏祭り特集夏祭り特集
海岸2.3 丁目祭り

松坂
地域行事地域行事地域行事地域行事地域行事

三田綱町の祭
禮に参加。地域
の皆さんで心を
合わせ運営され
ています。 田町駅東口なぎさ通り一帯での「芝

浦運河祭り」に参加しました。ボート
競技、歌謡ショーなど盛りだくさん。

赤坂の港区立健康増進センター
「ヘルシーナ」と保育園、中高生
プラザ、いきいきプラザが入る
浜松町の「プラザ神明」を保健福
祉常任委員会で視察しました。


