
区議会公明党の実績

「港区議会公明党は、障がい者や高
齢者がいつまでも住み慣れた地域で
安全で安心して暮らし続けることが
できるよう、障がい者グループホー
ムの増設や、安否確認や生活相談を
提供するサービス付き高齢者向け住
宅の整備について議会で度々訴えて
参りました。このたび区営住宅シ
ティハイツ六本木（六本木6-5-25）
の改築にあわせ併設されました！」

「保育を希望する方全員が、保育園を利用できるように、議会で度々訴えて参り
ました。
区・国有地等の活用で平成30年４月に、芝（１ヶ所）、麻布（１ヶ所）、高輪（３ヶ所）の地域に保育室を開設予定等、
段階的に取り組んでいます。併せて、居宅訪問型保育事業を当初の３０名から１００名へと拡充しました。

「２月の議会におい
て、廃食用油を利用し
たリサイクル燃料を使
用することで、廃食用
の回収やリサイクル意
識の啓発を訴えまし
た。その結果、５月の
「エコライフ・フェア
MINATO２０１７」に
おいて、発電機の燃料
として展示・利用が実
現しました。
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三田2丁目の綱坂下の丁字路は赤羽小学校の通学路で、通行
する車と歩行者が横断歩道で交錯することがあり、地域の保護
者の方から児童の通学の安全確保のための対策を公明党議員
に託されました。
それを受けて路面に注意喚起を促す赤色塗装と道路が狭まって
見える視覚道路標示を施行し、減速ゾーンを明確にしました。

通学路の安全確保を実現！区民の声を
　実現しました！

整備前 整備後

港区議会第二回定例会での腹膜透析を行う場所につい
て東京スカイツリーの救護室を視察させて頂きました。
救護室は複数あり、営業時間内は地上と展望室の両方
に救急救命士が待機し、不足の事態に備えています。

東京スカイツリー東京スカイツリー東京スカイツリー

Ｈ29.5.29
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区民相談は
お気軽に！



腹膜透析のバック交換場所の確保について
国内外の腹膜透析を行う方のバック交換場所拡大のため医療機関と
連携しての実態把握について伺う。
今後、腹膜透析を行っている障がい者の実態把握に努めてまいります。

Q

A

「民生費」

「教育費」

認知情動療法の教育への
活用について
認知行動療法の教育プログラムを
生活指導主任への研修会で行って
いく事について伺う。
認知行動療法は児童・生徒の心理
面におおきな効果をもたらすものと考
える。生活指導主任を対象とした研
修など教育現場での活用について
今後、検討してまいります。

Q

A

＜代表質問＞

港区立赤羽幼稚園の入園式に参加いた
しました。雨天のため小学校の校庭の
桜も花びらを散らし始めましたが、園
児のみなさんはニコニコと元気いっぱ
い。入園おめでとうございます。

赤羽幼稚園入園式
Ｈ29.4.11

校庭の桜のも満開で新入生を迎え
入れました。101 名が入学され 1
年生が各学年の中で最大数となり
ました。

三田中学校　入学式
Ｈ29.4.7

三田 5丁目に「ふらわぁきっず保育
園三田」が開園しました。区では待
機児童対策のため「保育課」を設置

し、入園マッチングを行う保育コンシェルジュなどに加え、
さまざまな対策を行っています。こちらはビル内に開設の
小規模保育施設です。入園おめでとうございます。

港区立御田所小学校の卒業式に参加
いたしました。
在校生と卒業生が感謝やエールの思
いを重ねる「門出の言葉」

そして共に歌うコーラスは感動的でした。59 名の皆さ
んご卒業おめでとうございます。

H29.4.1

御田小学校卒業式
H29.3.23

地域のリーダーとして活躍して頂
く方を排出する、港区と明治学院
大学の協働連携でのチャレンジコ
ニュミティ大学の入学式が行われ
60名の方が入学されました

Ｈ29.4.15

3 年生以上は各学年 50 名
ですが、80 名の新入学生
を迎えての入学式となりま
した。入学おめでとうござ
います。

赤羽小学校入学式
Ｈ29.4.6
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ふらわぁきっず保育園　三田

チャレンジコニュミティ大学入学式

Ｈ29.5.22　Ｈ329.5.21

区政功労者表彰式に
参加いたしました。
町会自治会の役員
や、教育、文化、社会

福祉、消防団などでの功労者、人命救助など
の善行で模範となった方など、本年度 68 名の
方が表彰されました。おめでとうございます。

港区立しばうら保育園　
分園の内覧会に参加しま
した。木材をふんだんに

使った温かみのある内装デザインでした。定員は 36
名ですが、29 年度は 0歳児 6名、1歳児 10 名で学
齢進行に合わせて順次拡大していきます。

平成 29年度芝消防団ポン
プ操法大会に参加しまし
た。芝消防団の 9 分団が

日頃の訓練の成果を発揮されました。街の防火・防災
を守る201名の皆さん、いつもありがとうございます。

平成 29 年度芝消防団ポン
プ操法大会に参加しました。
芝消防団の 9分団が日頃の

訓練の成果を発揮されました。街の防火・防災を守る201
名の皆さん、いつもありがとうございます。

港パーク芝浦で行われた港区史・教育史編
さんイベントに参加しました。港区政 70周
年記念事業として編さん、をデジタルアー
カイブとして行っていきます。古地図と現在、
古文書と現代訳を重ねてみることができた

り、他自治体のアーカイブも含めてのワード検索が可能など、デ
ジタルならではの広がりのある使い勝手が期待できます。

H29.3.18H29.3.18

Ｈ29.5.27

H29.3.28

梅雨や台風などの季節を
前に水害に備えて、第一
消防方面内各消防署およ

び各消防団、関係企業、区が参加して港区立青山中
学校で合同総合水防訓練を行いました。様々な土嚢の
積み方や救出訓練、ドローンも展示飛行を行いました。

区政功労者表彰式

Ｈ29.6.10

観光協会総会
H29.5.30

港区立芝公園で行われたポ
ンプ操法大会に参加しまし
た。「わがまちをわが手で
守る消防団」皆さんいつも
ありがとうございます。

港区内消防団ポンプ操法大会
Ｈ29.6.18

ふれあい祭だ　芝地区

合同総合水防訓練

Ｈ29.6.3

「強い絆で勝利に向かっ
て突き進め！！」のスロー
ガンのもと行われた体

育祭、日射しは強いものの爽やかな風が吹き渡
る校庭で、練習の成果が情熱となって溢れてい
ました。

三田中学校　体育祭

だるま公園、亀塚公園、
埠頭公園でのお花見に
参加。温かな日和の中、
お花見させて頂きまし
た。役員の皆さん、運
営お疲れ様です。

町会花見
Ｈ29.5.27

「勝利への バトンをつなげ 最後まで」
とのスローガンのもと全校生徒が元
気に力を合わせて運動会を行いまし
た。チームのために頑張ること、応
援すること、やり遂げること、たくさ
んの一生懸命な輝きがありました。

赤羽小学校運動会

港区史・教育史編さんイベント しばうら保育園　分園

芝消防団ポンプ操法大会 産団連50周年

港区観光協会総会に参加いた
しました。ホテルなどの客室
数日本一、東京オリンピック・
パラリンピック競技大会を控
え港区の魅力を発信し続ける
観光協会。

港区立芝公園で芝地区にある
各種団体の紹介ブースや歌な
どのイベント、ゲームや模擬
店が賑わうふれあい祭が行わ
れました。

H29.4.2

運動会

体育祭

地域行事

平成29年 第2回 港区議会定例会 ・衆議院議員小選挙区「区割り改定」に
 伴う選挙事務の運営について

・港区における「ガバナンス強化」の取組について

・区の入札制度の改善に向けた取組について

・性的少数者の理解促進について

・屋内の受動喫煙防止対策について

・港区総合交通戦略（素案）について

・電線類地中化の促進について

・教員の働き方改革について

・学校における和食文化の継承と給食の役割に
  ついて

・その他

6月7日から16日までの会期で行われました。
初日の7日に区議団の代表質問として立たせて頂きました。

質問項目


