
◆この「区議会だより」は、新聞（朝日・毎日・読売・日本経済・産経・東京）に折り込んでいます。
◆区の主な施設の窓口にも置いてあります。また、郵便局（赤坂・一ツ木通・麻布・芝・

芝公園・新橋・高輪）、公衆浴場、東京メトロ7駅（表参道・乃木坂・赤坂・広尾・神谷町・
白金台・六本木一丁目）、JR2駅（田町・浜松町）、ゆりかもめ5駅（竹芝・日の出・芝浦ふ頭・
お台場海浜公園・台場）などに置いてあります。　

◆戸別配付も行っていますので、ご希望の方はご連絡ください。
◆「点字区議会だより」「声の区議会だより」も発行していますので、ご利用ください。

【申し込み・問い合わせ先】区議会事務局議会広報担当　電話　03-3578-2920

平成29年第4回定例会は11月下旬に開会する予定です。
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平成29年9月13日～10月6日

行財政等対策
○平成28年度特別区税決算見込額及び平成29年度特別区民税当初課

税状況等
○平成28年度都区財政調整再調整結果

交通環境等対策
○虎ノ門・麻布台地区第一種市街地再開発事業環

境影響評価書案

○平成27年度特別区税決算見込額及び平成28年度特別区民税当初課税状況等について
○平成27年度都区財政調整再調整結果について

表紙をあなたの写真で飾りませんか？
【写真のテーマ】
私が好きな港区の風景

（発行月の季節にあった風景）
詳しい応募方法は、16頁をご覧ください。

港区議会
〒105-8511　港区芝公園1-5-25　電話03-3578-2920
ホームページ　http://www.gikai.city.minato.tokyo.jp/
フェイスブック　http://www.facebook.com/minatokugikai

今月の写真
作品名 「もうすぐ冬ですね」
岡田 弘さん

表紙をあなたの写真で飾りませんか？
詳しい応募方法は、16頁をご覧ください。

中華人民共和国内陸部の四川省茂県で、6月24日(現地時間)に大規模な山崩れ
が発生し、多くの方が犠牲になるとともに、家屋が土砂に埋まるなどの甚大な被
害が出ました。また、8月8日(現地時間)には、同省アバ・チベット族チャン族
自治州九寨溝県で、マグニチュード7.0の地震が発生し、7万棟を超える建物が
倒壊するなど、多くの方が犠牲になる甚大な被害が出ました。平成29年7月5
日及び8月30日に、港区民を代表して、池田こうじ議長が、武井雅昭港区長と
ともに中華人民共和国駐日本国大使館を訪問し、心からのお悔やみとお見舞いを
申し上げるとともに、被災地の一日も早い復興を祈る気持ちをお伝えしました。

左から、武井雅昭港区長、池田こうじ議長、劉少賓公使▶
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港区議会では、各定例会の本会議、予算・決算特別委員会のインターネット中継（生中継・録画中継）をしています。

●区議会ホームページのアドレス：http://www.gikai.city.minato.tokyo.jp/　　　または「港区議会」で  検索

【氏名】土屋　準　　　【住所】浜松町1-20-10-501

特別委員会の活動記録 特別委員会の活動記録 
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お見舞いお見舞い

【写 真 の テ ー マ】
【 応 募 規 定 】

【 応 募 方 法 】

【 そ の 他 】

私が好きな港区の風景（発行月の季節にあった風景）
1  区内で撮影された横向きの写真（未発表のもの）
2  デジタルデータで5MB以上のJPEGデータ
1  撮影場所、撮影日時、住所、氏名、電話番号、写真のコメント（17文字以内）をメールに記入のうえ、応募作品の

写真データを添付してください。
2  応募締切　発行月の前月15日まで（次回の№216号は3月15日締切）
3  送付先E-mail：minatokugikai@jcom.zaq.ne.jp
○人物や個人の所有物を撮影されたものは、本人又は所有者の承諾を得てください。
○必要に応じてトリミング等を行う場合があります。
○掲載時の撮影者名の記載等は相談に応じます。
○掲載された写真の使用権は区議会に帰属します。
○選外の作品については消去し、流出等がないよう取り扱わせていただきます。
○掲載作品の選考は「区議会だより編集委員会」で行います。

年４回発行している「区議会だより」について、3回分（4月、7月、11月）発行予定の表紙を飾る写真（デジタルデータ）を募集します。
区議会だよりの表紙をあなたの写真で飾りませんか？区議会だよりの表紙をあなたの写真で飾りませんか？

議会の映像をごらんください!!議会の映像をごらんください!!議会の映像をごらんください!!議会の映像をごらんください!!

議員の住所変更議員の住所変更

国民健康保険制度の財政基盤強化を求める
意見書を提出しました

平成28年度一般会計ほか各会計決算を認定



平成29年第3回定例会は、9月13日から10月6日
までの24日間にわたって開会されました。

初日と2日目に、合計9人の議員から区長及び教育
長に対して、代表・一般質問が行われました。

平成28年度の一般会計、国民健康保険事業会計、後
期高齢者医療会計、介護保険会計の各決算は、全議員に
よる特別委員会を設置し、9月22日から10月5日ま
で審査した結果、いずれも認定しました。

区長から提出された案件を審議した結果、条例改正・
補正予算など23件を原案どおり可決・了承しました。

皆さんから提出された請願は、2件を採択、1件を不
採択、　6件を継続審査としました。

議員提出による案件は、意見書3件を可決し関係機
関へ送付しました。

追加提出された人事案件、副区長の任命について、同
意しました。

運営委員会・本会議
会期決定　諸報告
代表・一般質問 3 名
運営委員会・本会議
代表・一般質問 6 名
議案等付託
決算特別委員会の設置
4 常任委員会
議案等の審査
総務・保健福祉・区民文教常任委員会
議案等の審査
総務・保健福祉・区民文教常任委員会
議案等の審査

9 月 13 日…

 14 日…

 15 日…

 19 日…

 20 日…

決算特別委員会
決算 4 案の審査
運営委員会・本会議
議案付託
決算特別委員会
決算 4 案の審査
総務常任委員会
議案の審査、委員長報告等
3 常任、4特別委員会
委員長報告・中間報告
運営委員会・本会議
議案等の議決

 22 日～10 月 3 日

10 月 4 日…

 5 日…

 6 日…

平成29年第3回定例会　会議日程

運営委員会・本会議
会期決定　諸報告
代表・一般質問 3 名
運営委員会・本会議
代表・一般質問 6 名
議案等付託
決算特別委員会の設置
4 常任委員会
議案等の審査
総務・保健福祉・区民文教常任委員会
議案等の審査
総務・保健福祉・区民文教常任委員会
請願等の審査

決算特別委員会
決算 4 案の審査
運営委員会・本会議
決算特別委員会
決算 4 案の審査
4 常任、4特別委員会
委員長報告・中間報告
運営委員会・本会議
議案等の議決

 会　計　別

一般会計

国民健康保険事業会計

後期高齢者医療会計

介護保険会計

総計

歳　入　決　算　額 歳 入 歳 出 差 引 残 額歳　出　決　算　額

1,354億4,487万   141円

277億3,709万7,029円

50億7,382万   416円

154億   752万2,699円

1,836億6,331万   285円

69億2,891万1,604円

11億9,028万   976円

1億6,318万2,428円

4億4,875万7,149円

87億3,113万2,157円

1,285億1,595万8,537円

265億4,681万6,053円

49億1,063万7,988円

149億5,876万5,550円

1,749億3,217万8,128円

※広報みなと10月11日号に「平成28年度決算港区財政レポート」の概要を掲載しております。

一般会計及び 3 特別会計は、いずれについても適正
に運営されたものと認められる。経常収支比率、その
ほかの各財政指標は良好な数値を示しており、財政状
況は堅調といえる。

区の財政状況は、歳入は区財政の根幹をなす特別区
民税が、前年度と比較して 8.7％増収し、過去最高の
決算額となっている。歳出は、今後の税収の推移等を

十分に踏まえ、重点施策の着実な実施や区民福祉の向
上のための施策の推進を望むものである。

今後も引き続き、いかなる社会経済情勢等の変化に
も柔軟に対応し、「最少の経費で最大の効果」を実現す
るように努め、創意工夫を凝らした、弾力的な財政運
営が図られることを期待する。

当委員会で自民党議員団より投げかけた質問及び提案要望が、今後の事業実施と来年度予算の編成に
反映されることを期待し、決算4案を認定する。

待機児童の解消、地域包括ケアシステムの充実など、「地域共生社会を目指した、活力と笑顔が溢れる
港区の未来へ大きく踏み出す予算」の編成に期待し、決算4案を認定する。

我が会派より述べた意見・要望・提案について、平成30年度予算に反映されるよう強く申し添えし、
平成28年度決算4案について認定する。

平成28年度決算4案についてはいずれも認定する。

多様な参画と協働、人が主役の街づくりに期待し、また決算審議で述べた意見・要望を来年度予算そ
して今後の区政運営に活かすようにお願いし、決算4案を認定します。

国保料や介護保険料は連続値上げ、就学援助の入学準備金引き上げも先送り。一方、大規模開発を推進
し、商店もさらに減る。決算4案は認定しない。

9 月 14 日の本会議において、全議員 34 名で構成
する「平成 28 年度決算特別委員会」（杉浦のりお委員
長、有働巧副委員長、ちほぎみき子副委員長）を設置し、
9 月 22 日から 10 月 5 日まで審議が行われました。

委員会では、平成 28 年度各会計（一般会計、国民

健康保険事業会計、後期高齢者医療会計、介護保険会
計）歳入歳出決算の 4 案に対する質疑を行った後、各
会派の態度を表明しました。

その後、第 3 回定例会最終日の 10 月 6 日、本会議
において、決算 4 案をそれぞれ認定しました。

定例会の概要定例会の概要

会議日程会議日程

02 03

各会計決算の概要各会計決算の概要

監査委員の審査意見（要旨）監査委員の審査意見（要旨）

平成28年度決算に対する 各会派の態度表明平成28年度決算に対する 各会派の態度表明平成28年度決算に対する 各会派の態度表明平成28年度決算に対する 各会派の態度表明
自民党議員団

みなと政策会議

公明党議員団

港区民と歩む会

街づくりミナト

共産党議員団

決算特別委員会の概要決算特別委員会の概要

4 回目の出展となった今回は、昨年に引き続き「私の好き
な港区」をテーマに、お子さんたちに港区の好きなところを
書いていただき、子ども議員バッジをプレゼントしました。

多くの皆さんが、色とりどりの紙に思い思いの「私の好き
な港区」をたくさん書いてくださいました！

遊びに来てくださった皆さん、ありがとうございました。

10月7日（土）、8日（日）に「第36回みなと区民まつり」の
子どもの広場（区立芝公園エリア）に出展しました！



【歳入】◆特別区民税収入の課税標準額段階別の所得割
額等
【総務費】◆東京2020大会開催に向けた港区の取り組
み◆ラグビーW杯2019日本大会開催に向けた取り組
み◆マラソンランナーのマナー◆客引き防止プロジェ
クト◆大学生に対する消防団入団を促す施策◆みなと
保健所生活衛生課東麻布詰所の活用◆備品のリース◆
衆議院小選挙区の区割り◆回覧板・掲示板等の情報伝
達方法◆区有施設の耐震化工事◆多様性の理解◆働き
やすい職場づくりに向けた取り組み◆マイナポータル
を活用した子育て手続き申請◆東京2020大会を契機
とした人に優しい社会づくり◆人事交流◆地域防災◆
大平台みなと荘の小浴室の利用◆旧神応小学校の管理
及び活用◆被災者が避難する広場の確保◆AIによる区
民サービスと事務執行
【環境清掃費】◆清掃事業◆集合住宅におけるごみの一
時保管場所◆泳げる海、お台場◆エコロジカルネット
ワーク◆集合住宅の省エネ助成◆地球温暖化対策地域
推進計画◆緑化推進
【民生費】◆（仮称）港区子ども家庭総合支援センター
のコンセプト・準備状況◆待機児童の解消◆医療的ケ
ア児の支援◆成年後見制度◆区の事業者に対する支援
事業◆事業者に対する運営面でのサポート◆白金地域
の学童クラブと放課GO→クラブの定員と利用者数等
◆区内の出生者数と保育需要の相関関係◆保護者が保
育園を選定する条件等◆保育定員1,000人増の確保策
◆待機児童の解消ができない分析と主な要因◆来年度
開館予定の新郷土資料館の空き教室等を保育園に活用

◆旧東京都職員白金住宅跡地を保育施設整備のため
に活用
【衛生費】◆がん検診受診率◆ロコモティブシンドロー
ム対策◆目の健康対策◆子どものインフルエンザ予防
接種費用の助成◆小児初期救急医療体制の拡充◆医療
的ケア児の支援◆セルフ健康チェック◆移動式販売の
許可◆民泊◆動物愛護
【産業経済費】◆商店街の支援◆港区観光＆マナー
ブック
【土木費】◆建築物耐震改修等促進事業◆環状第2号線
沿道におけるエリアマネジメント活動◆自転車利用の
促進◆電線類の地中化整備◆インターロッキングブ
ロック舗装◆街路樹◆子どもの自転車用ヘルメット◆
開発事業に係る定住促進指導◆絶対高さ制限の特例の
運用◆白金・白金台地区への新たな交通手段の導入◆
都市計画道路の優先整備路線◆補助11号線への都の
取り組み◆計画道路上の建築物への補償
【教育費】◆港南・芝浦地域の学校施設整備調査◆学校
の危機管理対応◆障害者スポーツの普及啓発◆本村町
貝塚◆港区埋蔵文化財取扱要綱◆医療的ケア児の通学
◆発達障害児の支援や対応◆教員の働き方改革◆地域
と共にある特色ある学校づくり◆学校整備◆港区ス
ポーツセンターのプールの利用◆道徳教育◆学校での
防災への関わり◆他の自治体とのスポーツ交流◆白金
台の新郷土資料館等複合施設◆いじめをめぐる諸対策
◆効果的な事務負担の軽減◆歴史資料等を保管する倉
庫の確保策◆学校施設の開放◆教育委員会が考える地
域と学校との連携のあり方◆白金の丘小学校の将来の
児童定員確保

マンションなどに保育所の設置を要請するよう「定住
促進指導要綱」の見直しを
【教育費】◆子どもたち個人の能力を伸ばすためのICT
教育の推進を◆区費講師の充実を◆港区いじめ防止基
本方針をもとに、いじめ対策強化を
【総括質問】◆港区には交付金が交付されない都区財政
調整制度の見直しを◆堅実な区民税収入の確保を◆港

区オリジナルのふるさと納税制度の創設を◆同性パー
トナーシップ制度の導入を◆港区社会福祉協議会への
支援を◆児童養護施設退所後の子どもたちへの総合的
支援を◆使用済み紙オムツの持ち帰りの強要をやめる
べき◆羽田空港の機能強化に伴う飛行機からの落下物
への対策を◆全ての学校プールに温水シャワーの設置
を

【歳入】◆公共施設の受益者負担率の基準を設けるべき
【総務費】◆式典で音声データをテキスト化しスクリー
ンに投影するように◆区オリジナルの婚姻受理証明書
の作成を◆外国人向けに「やさしい日本語」を使った
災害時の情報発信を◆東京2020大会におけるボラン
ティア機会の充実を◆各種イベントの効果を開かれた
形で検証を◆区認定のクラウドファンディングなど中
間支援も含めたＮＰＯ支援の充実を
【環境清掃費】◆加熱式タバコ専用の利用スペースを◆
店先に灰皿を設置するみなとタバコルールを守らない
タバコ販売店への対策は◆自治体間連携により再生エ

ネルギーの導入を
【民生費】◆里親制度改革に伴う里親の拡大策は◆大規
模開発で区外に転出した方が戻り、特別養護老人ホー
ムを希望する際の配慮を◆障害者の日中活動の充実を
◆保育園の待機児童対策で、居宅訪問型保育の利便性
改善や、ベビーシッター補助の導入を◆高次脳機能障
害への理解促進を◆港区内すべての保育園の質の確保を
【衛生費】◆骨髄移植ドナーへの支援制度の創設を◆保
護犬の登録手数料の免除を◆自死遺族支援、グリーフ
ケア推進を◆地域猫対策で、去勢不妊手術の助成費の
値上げだけでなく、里親探し、ボランティア育成、啓
蒙活動などの支援も◆区民が憩える銭湯の整備を
【土木費】◆ベンチのあるまちづくりの推進を◆新設の

【総務費】◆ヒバクシャ国際署名を区HPで紹介を◆特
殊詐欺対策の強化を◆小規模町会へ特別支援を
【環境清掃費】◆羽田空港の新飛行経路案による影響の
周知を◆マンション共用部LED化に助成を
【民生費】◆第2の「ふれあいの湯」の建設を◆いきい
きプラザ浴室の利用日・時間拡大を◆子ども110番の
拡充を◆特養ホームの増設計画立てよ◆手話通訳者を
各支所に配置を◆手話言語条例の制定を

【衛生費】◆民泊に関する専門相談窓口設置を◆マンモ
グラフィーやエコーなど乳ガン検診の充実を
【産業経済費】◆商店街調査に基づく具体的支援を
【土木費】◆バス停に屋根とベンチを◆都営住宅の空室
募集せよ◆大規模開発をいつまで続けるのか
【教育費】◆給付型奨学金を◆幼稚園・小学校にゲーム
クライミングを◆児童生徒の人数に見合うウォーター
クーラーを◆入学準備金を国基準まで引き上げよ
【国民健康保険会計】◆保険料の軽減を
【介護保険会計】◆高すぎる保険料の引き下げを

【歳入】◆依存財源◆特別区税の不納欠損について
【総務費】◆新公会計制度◆官民データ活用◆災害時ト
イレ◆休会中の町会支援を◆区民協働スペース活用促
進◆避難情報の名称と内容の周知を◆衆議院小選挙区
の区割りの改定の対応◆高輪コミニュティーぷらざ直
通エレベーターの庇の設置を◆入札制度
【環境清掃費】◆災害時の廃棄物リサイクルの取り組み
◆SDGsに向けての仕組みづくりを◆みなとたばこ
ルールの推進◆食品ロス削減を
【民生費】障がい者の性の問題◆障がい者の災害時支
援を◆離婚後の子どもの面会交流支援を◆産後ケアに
ついて◆保育士の労働環境改善を◆認知症の要介護者
の支援を◆入浴施設について◆障害者の就労支援を◆

障がい者アート振興◆医療的ケアを要する方への支援
を◆障がい者タクシー券◆（仮称）港区子ども家庭総
合支援センターについて
【衛生費】◆芝浦地域の小児医療について◆ワクチン接
種について◆新生児の聴覚検査について
【産業経済費】◆コワーキングスペースについて◆
販路拡大支援事業について◆起業支援について◆デジ
タルサイネージを観光事業に活用を
【土木費】◆歩道橋について◆区民向け住宅について◆
青山・麻布地域（六本木通り）の横断歩道◆青山一丁
目駅構内のバリアフリー対策◆「ちぃばす」停留所の
整備◆自転車シェアリング充実策を
【教育費】◆がん教育◆性教育◆プログラミング学習に
ついて◆教員の長時間勤務解消を
【介護保険会計】◆小規模多機能型居宅介護

【総務費】◆運河の水質調査について
【環境清掃費】◆三歳児検診の受診率向上と、弱視発見
率向上と治療の機会の提供について

【総務費】◆文化財の旧協働会館の設計について
【土木費】◆住民組織によるプレーパークに支援を
【総括質問】◆エコな電力調達の効果について
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港区民と歩む会 街づくりミナト
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まちづくりについて

JR新駅周辺について
泉岳寺の景観と調和した再開
発が検討されており、円滑に進
むよう支援する。
環状第4号線周辺について
閑静な住宅地があり、区民の日
常生活や環境に大きく影響を
与える可能性がある。東京都に
は地域の意見や要望を十分に
聴きながら進めるよう、引き続
き要望する。
JR新橋駅周辺について
駅の東西を行き来する歩行者
ネットワーク等の強化や、SL広
場など地域の資源を活かした
まちづくりを目指す。

青山通りに聖火リレーの走行
ルートを
地域の皆様の思いが実現でき
るよう、関係機関に対して積極
的に働きかける。

保育園の整備について

民間の協力状況について
民間事業者に対して物件の情
報提供を働きかけた結果、13
件の情報提供があった。

環状第2号線整備遅延による
諸課題について
東京都は現時点において影響
は生じないとしているが、区内
には宿泊施設が多く、大会期間
前から多くの来街者が訪れる
ことから、整備が遅延した場合
には渋滞などへの影響が懸念
される。

清掃事業について

観光におけるごみ対策について
区が管理する公園や施設では、
観光客を含む利用者が出した
ごみは持ち帰っていただき、観
光客が利用する宿泊施設や飲
食店等には適正なごみ処理の
指導・啓発を行う。

事業系ごみの少量排出事業者
について
現在、区が行うごみの収集は家
庭ごみを残さず収集すること
を基本に、小規模事業者や商店
などに配慮し、一事業者あたり
一日平均50kg未満の上限を
設けて例外的に収集を行って
いる。区による事業系ごみの収
集量が増えないよう対応して
いく必要がある。

教育について

区立南山小学校の国際学級の
状況について
日本人と外国籍の児童が日常
的に身振り手振りを交えなが
ら、英語でコミュニケーション
を取り合うなど、お互いの文化
や言葉の違い等について理解
が深まっている。
PTAや地域と連携し、区立中学
校の魅力をさらに高めていく
とともに、学校ホームページや
学校便り、教育委員会が作成す
る港区立小中学校学校案内な
どを活用し、各校の特色や教育
活動を積極的に発信する。
区立中学校生徒への選挙啓発

東京都の対応について
保育所等整備のために都有地
7件の情報提供を受けたうち、
2か所の貸付決定がされた。今
後も早期の保育所整備に向け
て取り組む。
都立国際高校予定地への保育
園設置について
白金二丁目の都有地は地域の
方々の関心が高い土地である
ことから、待機児童解消に向け
た保育園の整備等、地域の課題
解決を考慮した活用に向けて
東京都に要望する。

東京2020大会について

新橋SL広場のカウントダウン
装置について
地域と地元企業の協力でカウ
ントダウン装置の設置が実現
した。10月には区民、企業、行
政が一体となったイベントを
企画している。

（仮称）区民マラソンについて
港区全域を舞台として初めて
開催する大きなスポーツイベ
ントとなり、東京2020大会の
気運醸成に留まらず、生涯を通
じてスポーツを楽しめるイベ
ントの定着を目指す。

活動について
全中学校において、生徒会役員
選挙の際に区の選挙管理委員
会の協力を得て、民主主義の根
幹を支える選挙の仕組みにつ
いて理解を深めている。
いじめ問題について
いじめの被害者、加害者や傍観
者に目を向けたいじめの未然
防止、早期発見、早期対応がで
きる体勢づくりを推進する。
高輪台小学校と石垣市石垣中
学校との交流について
校歌をきっかけに互いの学校
が歴史や伝統を尊重し、児童・
生徒同士の交流が深められる
よう取り組む。

地域包括ケアシステムについて

医師の夜間不在について
在宅療養支援診療所等と後方
支援的役割を担う医療機関の
連携強化を図るなど、在宅療養
患者増加に対応した夜間医療
体制に努める。
全体のビジョンについて
前世代を対象にした区民が安
心できる地域包括ケアシステ
ムを目指し、区内の豊富で多様
な医療機関等の地域資源を活
用した港区らしい仕組みを構
築する。

医療・健康対策について

男性不妊治療費助成について
昨年度から男性の特定不妊治
療費助成を開始し、昨年度3件、
今年度は7月までに2件の助
成を実施した。今後も夫婦で治
療をより受けやすくするため、
男性も対象となる助成制度の
積極的な周知に取り組む。
性感染症の課題と対策について
これまで男性を主な対象とする
性感染症対策を行ってきたが、
今後は20代を中心とした若い
女性も対象に、特に梅毒に重点
をおいた取り組みを行う必要が
あると認識している。区立中学
生に向けた対策として、より専
門的な知識を医療機関から学ぶ
事は効果的であると考える。地
域の医療機関と連携を図り、保
健教育の充実に努める。

シティハイツ桂坂について

自治会設置について
この地域での良好なコミュニ
ティ形成の向上を図るために、
高輪地区総合支所と街づくり
支援部が連携し、高輪北町親和
会とシティハイツ桂坂の居住
者とが円滑な関係となるよう
支援する。

人事について

これからの時代に適応すべき
人事戦略について
区の人口増加や行政需要の増
大に伴い、先見性や行政課題に
果敢に挑戦する意欲を持った
人材の創出と活用が重要。直面
する課題を解決していくため、
人材の確保や職員定数の適正
な見直し、柔軟な人事管理を推
進することで、効率的・効果的
な執行体制を整備する。

港区観光協会の法人化について

法人設立に向けた諸課題につ
いて
港区観光協会は来年6月に法
人化する。区は観光協会内部に
設置された準備委員会に出席
し、積極的に協力を行っている。
また、法人設立後の区と観光協
会の役割分担や事業展開等に
ついて、継続して検討を進め法
人化に向けた取り組みを更に
支援する。
法人設立後に期待することに
ついて
任意団体である観光協会が法
人となることで、社会的信頼度
の向上や今後の事業拡大等、観
光の大きな牽引力となる。法人
組織としての信頼性や安定性
を基盤に、新たな事業拡大を自
主的に進め、港区ならではの観
光事業を積極的に展開してい
くことを期待する。

民生委員・児童委員について

委員の不足について
地域を熟知し地域住民の信望
のある人を選出するためには、
現在の民生委員・児童委員が町
会長等による直接的な働きか
けが有効と考える。地域との連
携を密にし、民生委員・児童委
員の欠員解消に向け取り組み
を強化する。

ベイエリアについて

活性化施策について
「泳げる海、お台場」の実現を
目指し、水質改善及びお台場海
水浴の充実に向けて取り組む。
橋りょうライトアップは景観
照明デザインを手がけるデザ
イナーと実施計画を策定し、東
京タワーやレインボーブリッ
ジとの調和や、水辺空間の光の
演出等、魅力的な夜間景観を形
成していく。

消防団について

訓練場所の確保について
区立芝公園は立地もよく、区は
これまでも消防団が訓練する
際には休憩スペースの縮小や
訓練時間の配慮、周知看板の設
置等を行ってきた。今後はさら
に東京消防庁との連携を強化
し、公園利用者の安全等を確保
しつつ消防団の意向を踏まえ
た訓練ができるよう、対策を検
討する。
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区立小学生に向けた社労士によるキャリア教育

JR新駅周辺

東京2020大会のカウントダウン装置

代表・一般質問
9月13・14日
代表・一般質問
9月13・14日

※「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会」の表記は
　「東京2020大会」で統一しています。

自民党議員団
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SDGsのロゴマーク

レインボーフラッグ（カストロ地区）

今後の行政需要への対応について

今後、人口増加に伴い見込まれ
る様々な行政需要に、どのよう
に取り組むのか。
人口増加や人口構造の変化に
伴う行政需要に着実に対応し、
さらなる区民サービスの向上
を図るため、行政・区民・民間・
全国各地域の力を効果的に活
用するとともに、AIやIoTなど
の最新技術を積極的に取り入
れていく。

障害者支援について

障害者の日中活動の充実につ
いて、場所の提供を考える必要
があると思うがどうか。
放課後等デイサービスを利用
している障害児が毎年増加し
ている状況や、生活介護事業所
等から帰宅した障害者の方の
実態を踏まえ、18時まで利用
できる居場所の確保について
検討していく。

介護職の人材育成について

人材育成や相談窓口の設置が
必要と考えるがどうか。
相談窓口の充実を図るなど、今
後も支援に努めていく。

成年後見制度について

今後の取り組みについてどう
考えているか。
成年後見制度の広報や利用促進
等に向けて、保健・医療・福祉等
の連携による成年後見制度に関
する地域連携ネットワークの構

取り組みを進め、地域交通ネッ
トワークの整備に取り組んで
いく。

待機児童対策について

増え続ける保育需要に対する
待機児童緊急対策と「長期的
な保育計画」についてどう考
えるか。
来年度の入園申し込み者数は
今年度より約140人増加する
と見込んでいる。今後10年、年
少人口の増加が予測され、保育
需要はこれまで以上に増加す
ると考えている。民間の土地・
建物と保育運営事業者との
マッチング事業や、開発事業者
に対する子育て支援施設の付
置要請なども合わせ、定員拡大
に努める。

保育の質の確保について

保育園が急増する中、「保育の
質」の管理を第三者機関に委
託する必要などがあると考え
るが、「保育の質」の確保はど
うするのか。
すべての私立認可保育園と小
規模保育事業所に対し、毎年指
導検査、訪問指導、巡回指導を
実施している。さらに、区立・私
立認可保育園などを対象に、人

築について、港区社会福祉協議
会と連携し、検討していく。

自殺者の家族への支援について

グリーフケアを推進すべきと
考えるがどうか
大切な人を亡くした方が互い
に胸の内を語り合い支え合う
ことで、喪失感から立ち直る支
援をするグリーフケアを推進
している。

がん治療について

外見ケアの助成について
今年5月から38件助成してい
る。今後は、来年4月に開設す
る「港区立がん在宅緩和ケア
支援センター」に外見ケアに
関する相談体制の拠点を置き、
在宅療養を支援していく。

危機管理と防災について

武力攻撃や大規模テロに対す
る危機管理について
「港区国民保護計画」を定め、
周知している。国が武力攻撃等
を認定した場合、国や東京都と
連携し、国民保護対策本部を設
置し、区民や来街者を迅速に避
難誘導等、安全を確保していく。

「港区いじめ防止基本方針」に
ついて

策定後の区の取り組みについ
てどう考えているか。
区や教育委員会、私立中学校を
含む小・中学校、東京都児童相
談センター、PTA、警察などで
構成する「港区いじめ問題対
策連絡協議会」で共有すると
ともに、いつでもどこでも子供
が安心して生活できるよう、い
じめ防止のための具体的な取
り組みを充実させていく。

地域交通ネットワークについて

今後の整備の進め方について
新駅へのちぃばすの乗り入れ
やルートの変更、自転車シェア
リングの配置等を検討し、公共
交通機関との連携を図ってい
く。また、拠点となる交通結節
点での乗継利便性の向上、駅前
広場や自由通路の整備などの

材育成や事故防止など様々な
研修を実施している。

保育園児が療育を受ける体制に
ついて

保育園と療育施設の送迎手段
がないため、保護者が仕事を辞
めざるをえない状況があるが、
保育園児に療育を受けさせる
ための体制についてどう考え
ているか。
南麻布に開設予定の児童発達
支援センターで専門職を増や
すことで、保育園での療育の機
会を月2回以上に拡充するこ
とや送迎手段について検討し
ている。

天才教育について

日本財団と東京大学先端科学
技術研究センターが共同で
行っている「異才発掘プロジェ
クトRocket」事業を、渋谷区
が今年度スタートさせたが、港
区でも行うべき。
今後、特定の分野に高い能力を
もつ児童・生徒の教育について、
先行事例をもとに、学びの場の
創設に向け研究していく。

性的マイノリティの権利について

啓発活動は充実していて、理解
も深まってきている。一歩踏み
込んだ性的マイノリティに対
する差別解消の施策が必要で
はないか。
今後、実態把握に向け、区にお
ける同性同士の方々が受けら
れるサービスの現状等、調査の
実施を検討していく。

防災関係機関との連携が可能
となるよう共有を図る。
コミュニティ・タイムラインの
策定について。
地域の実情に合ったタイムラ
インの策定を支援する。

SDGsについて

持続可能な開発目標SDGsを
踏まえた区の施策を、区民、事
業者に「我が事」として取り
組めるよう周知を。
区民、事業者への周知方法を検
討する。

AIの活用について

区の取り組みは。
導入の可能性を検討する。

町会・自治会の支援について

一歩踏み込んだ支援を。
活動が円滑に進むよう効果的
な支援策を実施していく。

文化芸術を通じた子どもたちの
心の豊かさを育む取り組み

本物の文化芸術に触れる体験
事業等の推進を。
質の高い文化芸術に触れる機
会を拡充する。

医療的ケアを含む重症心身障が
い児の支援について

放課後等デイサービスを行う
べき。
障害保健福祉センターでの実
施を検討している。

動物愛護について

保護された猫の去勢不妊手術
の助成金を他区平均並みに値
上げし、里親支援や広報支援に
も積極的に関与していくべき
ではないか。
地域猫対策を推進するため、去
勢・不妊手術補助金交付制度を
含め、保護された猫の里親支援
等、効果的な取り組みについて
検討していく。

ふるさと納税について

誰もが港区を応援したくなる
「ふるさと納税」の制度の創設
が必要では。
現在、誰もが応援したくなる施
策の抽出やインターネットに
よる納入方法の検討などを進
めている。

財政について

将来にわたる安定した財政運
営について。
将来世代に負担をかけない財
政運営に努めていく。

北朝鮮ミサイル発射情勢への区
の対応について

Jアラートが作動した場合の避
難行動について。
避難行動についての案内を配
布していく。

高層住宅の防災対策について

アンケート調査をどのように
生かしていくのか。
防災カルテを活用し、防災計画
の充実につなげていく。

風水害タイムラインについて

連携について。
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国土交通省が計画している、羽
田新飛行ルート案について

①港南地域と高輪、青山・赤坂
地域で教室型説明会を引き続
き開催すること。
②未開催の麻布、芝地域でも教
室型説明会を開催すること。
③説明会は区民等を参加対象と
し、質問に具体的に答えること。
④計画をごり押ししないこと。
以上を国に強く再要請すること。
改めて国土交通省へ強く要請
する。

町会・自治会支援の新たな取り
組みについて

小・中規模の町会・自治会への
支援を強化すべき。
補助金制度や有効な加入促進
策を検討中。来年度の実施に向
け、今年度中に小規模な町会・
自治会への支援策も含め取り
まとめる予定。

国保の都道府県化について

①都に対し、3回実施した試算
結果の公表を要求すべき。
②早急に説明会開催を。
③区長はあらゆる方策を駆使
し値上げを回避すべき。
①9月20日開催の都運営協議
会で運営方針や保険料の試算

等が示され、都が公表する予定。
②制度の内容が決まり次第、丁
寧な説明の機会を設ける。
③医療費適正化事業を実施し、
国や都に財政支援等を要望する。

児童扶養手当の改善について

①毎月支給を国に要請すべき。
②貸付制度を行うべき。
③第2子以降も第1子と同額
とするよう国に要請すべき。
①要請は考えていないが、回数
変更には適切に対応。
②貸付の実施は考えていない。
③制度の趣旨や国の取り組み
を踏まえ要請は考えていない。

シルバーパスの改善について

①千円の対象を拡大し、所得の
中間段階に3千円のシルバー
パスをつくること。
②「新交通ゆりかもめ」「東京
メトロ」にも使えるよう東京
都へ要望すべき。
要望の趣旨については、東京都
に伝えていく。

核兵器禁止条約について

核兵器禁止条約に、区長として、
①支持表明を。
②国に署名・調印するよう要請を。
③「ヒバクシャ国際署名」に署
名し、区民へよびかけを。
①平和首長会議総会で「核兵
器禁止条約の早期発効を求め
る特別決議」などが採択され、
区も賛同した。
②平和首長会議国内加盟都市
会議が、政府に対し、要請文を
提出した。
③議定書に賛同署名しており、
考えていない。

築地市場の豊洲移転中止を

豊洲移転は道理がない。豊洲移
転は中止し、築地市場の再整備
を要請すべき。
中止の申し入れは考えていない。

都営住宅の空き部屋募集を

都に対し、空き部屋の入居者募
集を要請すべき。
利用可能な空き住戸の迅速な
募集を都へ要請する。

人口増の要因である集合住宅
の開発に関して

区の指導や誘導方針は。
平成28年度末で、スーパー等
32件、医療21件、保育7件な
ど189施設の設置を誘導。今
後も継続する。

十年後に年少人口最多になる
麻布地区の教室確保について

小学校普通教室は内部改修だ
けで対応可能なのか。
平成40年度までに麻布地区
で20教室不足見込。多目的ス
ペース等の改修で確保。

一人当たりの公園面積は人口
30万人で標準値5㎡以下4．
55㎡に減少。民間等と協力し
て公園面積の確保を。

地域包括ケアシステム

どのように推進するか。
医療・介護等の関係者による

「顔の見える関係」を構築する。

乳がん検診について

高濃度乳房への対応は。
国の指針に対応する。

難病患者と家族への支援

難病支援協議会で抽出された
課題とは。
情報入手とネットワークの仕
組みづくりが課題。
今後の取り組みについて
支援情報をHP、「みなと医療
BOOK」に掲載やリーフレッ
ト配布等をする。個別取組み方
から患者全体へのネットワー
クへ広げる。

猫殺処分ゼロへの取り組みを

飼い主のいない猫の去勢不妊
手術補助金助成の拡大を。
助成を含め効果的な取り組み
を検討する。

自転車活用について

今後の活用施策について
都・国を参考に自転車活用施策
を検討する。

SOSの出し方教育について

自殺防止のため、小・中学校で
積極的な取り組みを。
児童ら自らSOSを発信できる
環境づくりに取り組む。

情報発信について

未来を見据えた発信力強化を。

情報通信技術を活用し、時代に
即応した発信に努める。

入札制度について

区内事業者の意見を踏まえた
入札制度に。
都が試行する入札制度改革の
影響を考え、意見を伺う機会を
設ける。

観光振興策について

情報通信技術を積極的に取り
入れ、発信力の強化を。

「第3次港区観光振興ビジョ
ン」は、観光客への情報発信の
強化を目指し、Wi-Fiの整備、
AI等の活用等、効果的に取り組
む計画とする。

障がい者理解教育の推進

国際パラリンピック公認委員
会公認教材「I'mPOSSIBLE」
の利用や障がい者スポーツを
通して推進すべき。
国際パラリンピック委員会公
認教材の活用や、障がい者ス
ポーツの体験会やイベントの
開催を通して推進する。

教員の長時間勤務の改善

勤務実態の把握と勤務時間の
軽減の取り組みについて

「港区教職員の業務の適正化に
向けた検討委員会」を設置し
具体策を検討している。

教員の長時間勤務の改善

スクール・サポート・スタッフ
の配置について
国・都の動向を注視し、様々な
制度活用の検討、区独自の取り
組みを進めていく。

自 民 党 議 員 団
電　話 03-3578-2927
ＦＡＸ 03-3578-2909

み な と 政 策 会 議
電　話 03-3578-2938
ＦＡＸ 03-3578-2949

公 明 党 議 員 団
電　話 03-3578-2935
ＦＡＸ 03-3578-2937

共 産 党 議 員 団
電　話 03-3578-2945
ＦＡＸ 03-3578-2947

東 京 維 新 の 会
電　話 03-3578-2958
ＦＡＸ 03-3578-2854

港 区 民 と 歩 む 会
電　話 03-3578-2958
ＦＡＸ 03-3578-2854

街 づ く り ミ ナ ト
電　話 03-3578-2958
ＦＡＸ 03-3578-2854

各会派の連絡先

不在の場合は、区議会事務局へ
03-3578-2911

区議会では、保護者の方が会
議を傍聴している間、就学前の
お子さんをお預かりすることが
できます。

詳しくは、区議会事務局へ電
話等でご相談ください。

なお、会議の開会予定につい
ては区議会ホームページ、ポス
ター等でご案内いたします。

【申し込み・問い合わせ先】
区議会事務局議会総務係
　電話　03-3578-2911

区議会の会議は、公開されてい
ます。本会議、委員会とも傍聴で
きます。

傍聴を希望される方は、当日の
会議予定を区議会事務局にご確
認の上、お越しください。

保護者の方が会議を傍聴して
いる間、就学前のお子さんをお預
かりすることもできます。

（事前申し込みが必要です。）

【問い合わせ先】
会議予定について
　電話　03-3578-2915
一時保育について
　電話　03-3578-2911
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議会はどなたでも
傍聴できます
議会はどなたでも
傍聴できます
議会はどなたでも
傍聴できます
議会はどなたでも
傍聴できます

一時保育のおしらせ一時保育のおしらせ

23区公園一人当たり面積インフォグラフィックス

公明党議員団
（前頁の続き） 共産党議員団 街づくりミナト



区民文教

総 務

●平成29年4月8日、清掃車が急停
止した小型貨物自動車に追突した
交通事故で、運転者を負傷させたこ
とに伴う「専決処分について（損害
賠償額の決定）」、小型貨物自動車を
損傷させたことに伴う「専決処分に
ついて（損害賠償額の決定）」
　＜2件了承＞

໐事故再発防止のための講習を実車

で行うこと

○清掃車の積荷の状況

●条例等に基づく申請その他の行政手
続等について、情報通信の技術を利
用して行うことを可能とする「港区
行政手続等における情報通信の技術
の利用に関する条例」＜原案可決＞

໐条例制定に伴う制度の周知方法

○パソコン等に表示される申請画面

の使い勝手

●「平成29年度港区一般会計補正予
算（第2号）」、「平成29年度港区介
護保険会計補正予算（第1号）」
　＜2案原案可決＞

໐保育園入口のスロープ等の安全管理

○病児保育室の設置数

●デジタルサイネージを活用した情
報発信手段を拡充する「物品の購入
について（デジタルサイネージ用機
器）」＜原案可決＞
໐購入するデジタルサイネージ用機

器の納入先に防災課が含まれてい

る理由

○デジタルサイネージの設置状況

●「平成29年度港区一般会計補正予
算（第3号）」
໐予備費充用と補正予算対応に分け

た基準

○小選挙区が一区と二区に分かれた

ことに伴う選挙執行経費の増額及

び投票事務の事故防止対策

■閉会中の委員会活動
◆主な報告事項

◇公の施設における個人利用に係る使

用料（子供料金）の見直し

◇平成29年度港区政策評価結果

建 設

●「公営住宅法」の一部改正に伴い、
認知症患者等に係る収入申告義務
を緩和するほか、「住宅確保要配慮
者に対する賃貸住宅の供給の促進
に関する法律」の一部改正により、
住宅確保要配慮者の定義が明確化
されたことを踏まえ、特に居住の安

定を図る必要がある子育て世帯に
係る子供の年齢を引き上げる「港区
営住宅条例の一部を改正する条例」
＜原案可決＞
໐認知症患者等と認められる場合の
判断基準
○区が職権で所得を確認する場合の端緒

■閉会中の委員会活動
◆主な報告事項
◇泉岳寺駅地区第二種市街地再開発
事業の決定（案）
◇カナルサイド高浜の建替え

●「地方税法」の一部改正等に伴い、規
定を整備する「港区特別区税条例の
一部を改正する条例」＜原案可決＞
໐上場株式等の配当所得等に係る従
来の課税方式
●大平台みなと荘の利用料金の対象
区分を変更する「港区立大平台みな
と荘条例の一部を改正する条例」
　＜原案可決＞
໐小人と子供の表記方法の違い
○何らかの理由で小学生の年齢を超

えて小学校に在学する場合の料金
●公の施設の子供料金を統一するた
め、学校施設等の個人利用の使用料
及び運動場の個人利用の利用料金の
上限額を改定する「港区立学校施設
等使用条例及び港区立運動場条例の
一部を改正する条例」＜原案可決＞
໐二条例の改正を一議案で提案する
こと
●港区立エコプラザの指定管理者を
指定する「指定管理者の指定につい

て」＜賛成多数で原案可決＞
໐応募が一事業者のみであった理由
○事業者選考において適正に評価す
るための採点方法の検討

■閉会中の委員会活動
◆主な報告事項
◇証明書自動交付機撤去時期の一部
延期
◇（仮称）南青山二丁目公共施設整備
計画

保健福祉
●公の施設の子供料金を統一するた
め、いきいきプラザの個人利用の使
用料を改定する「港区立いきいきプ
ラザ条例の一部を改正する条例」
　＜原案可決＞

໐料金改定の考え方及び料金改定に

至った経緯

○施行期日を前倒しできない理由

●生活寮フレンドホーム高浜を廃止
するため、条例を廃止する「港区立
生活寮条例を廃止する条例」
　＜原案可決＞

໐生活寮廃止に係る区の考え方

○生活寮の入居者に対する今後の対応

●利用者サービスの充実を図るため、
港区立公衆浴場ふれあいの湯の利

用時間を拡大する「港区立公衆浴場
条例の一部を改正する条例」
　＜原案可決＞

໐利用時間拡大に伴う指定管理者と

の基本協定の変更内容

○区内全体の公衆浴場利用者数

●港区立たかはま保育園の指定管理
者を指定する「指定管理者の指定に
ついて」＜賛成多数で原案可決＞
໐応募が一者のみであることに対す

る区の課題認識と対応

○第三者評価の実施回数と内容

●港区立港南子ども中高生プラザの
指定管理者を指定する「指定管理者
の指定について」
　＜賛成多数で原案可決＞

໐他の施設の指定管理者との情報共有

○看護師配置の効果及び活用事例

●港区立がん在宅緩和ケア支援セン
ターの指定管理者を指定する「指定
管理者の指定について」
　＜賛成多数で原案可決＞

໐施設設置までの検討の経過

○がん診療連携拠点病院にある「がん

相談室」との違い

■閉会中の委員会活動
◆主な報告事項

◇青山いきいきプラザ冷暖房設備等改

修工事

◇港区地域包括ケアシステム在宅医療・

療養・介護相談連携窓口

港区は、一般会計から国民健康保険事業会計への繰入金により、被保険者の保険料負担の軽減を図ってきましたが、制度改革後は
所得水準による国保事業費納付金・標準保険料率の算定等の影響もあり、保険者、被保険者ともに負担の増加が懸念されます。
この状況を改善するため、国の更なる財政負担の拡充による国保財政の基盤強化が必要であり、国により適切な措置が講じられる

必要があります。
よって、港区議会は政府に対し、国民健康保険制度の負担軽減に向けた、国庫負担割合の引き上げを求めるものです。
内閣総理大臣、厚生労働大臣　あて

国民健康保険制度の財政基盤強化を求める意見書

1　小規模住宅用地に対する都市計画税を 2分の 1とする軽減措置を、平成 30年度以後も継続すること。
2　小規模非住宅用地に対する固定資産税及び都市計画税を 2割減額する減免措置を平成 30年度以後も継続すること。
3　商業地等における固定資産税及び都市計画税について、負担水準の上限を 65％に引き下げる減額措置を平成 30 年度以後も継続
すること。

東京都知事　あて

固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続を求める意見書

1　新飛行経路案を使用した場合の港区民への影響について、港区内各地域で教室型説明会等を開催すること。
2　説明会開催時には、航空機の部品落下やエンジントラブルなど重大事故についての情報開示及び安全対策を丁寧に説明すること。
国土交通大臣　あて

羽田空港の新飛行経路案について教室型説明会等の実施を求める意見書

常任委員会の活動記録常任委員会の活動記録
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●…審議案件　　○…主な質疑

意見書を提出しました（要旨）意見書を提出しました（要旨）



承認

承認

承認

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

区長報告
第4号

区長報告
第5号

議案
第45号

議案
第46号

議案
第47号

議案
第48号

議案
第49号

議案
第50号

議案
第51号

議案
第52号

議案
第53号

議案
第54号

議案
第55号

議案
第56号

議案
第57号

議案
第58号

議案
第59号

議案
第60号

議案
第61号

議案
第62号

議案
第63号

議案
第64号

議案
第65号

請願29
第5号

請願29
第6号

請願29
第9号

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

○

×

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

×

×

×

○

×

×

×

×

○

×

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

了承

了承

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

認定

認定

認定

認定

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

同意

採択

不採択

採択

専決処分について（損害賠償額の決定）

専決処分について（損害賠償額の決定）

港区行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例

港区特別区税条例の一部を改正する条例

港区営住宅条例の一部を改正する条例

港区立大平台みなと荘条例の一部を改正する条例

港区立いきいきプラザ条例の一部を改正する条例

港区立生活寮条例を廃止する条例

港区立公衆浴場条例の一部を改正する条例

港区立学校施設等使用条例及び港区立運動場条例の一部を改正する条例

平成 29年度港区一般会計補正予算（第 2号）
●歳入歳出それぞれ 7,734,847 千円を追加し、総額を 177,019,747 千円とする。

平成 29年度港区介護保険会計補正予算（第１号）
●歳入歳出それぞれ 442,117 千円を追加し、総額を 17,260,679 千円とする。

平成 28年度港区一般会計歳入歳出決算

平成 28年度港区国民健康保険事業会計歳入歳出決算

平成 28年度港区後期高齢者医療会計歳入歳出決算

平成 28年度港区介護保険会計歳入歳出決算

物品の購入について（デジタルサイネージ用機器）

指定管理者の指定について（港区立エコプラザ）

指定管理者の指定について（港区立たかはま保育園）

指定管理者の指定について（港区立港南子ども中高生プラザ）

指定管理者の指定について（港区立がん在宅緩和ケア支援センター）

平成 29年度港区一般会計補正予算（第３号）
●歳入歳出それぞれ 91,112 千円を追加し、総額を 177,110,859 千円とする。

港区副区長の選任の同意について

固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について意見書の提出に関する請願

国民健康保険制度の都道府県化に係る請願

教育費保護者負担額の公私立幼稚園格差解消に関する請願

議案等の審議結果議案等の審議結果

皆さんの声を区政に！

　区議会では、広く皆さんの意見や要望を請願として
受け付けています。
　特に定められた様式はありませんが、右記の書き方
を参考に、次の必要事項を書いてください。

①日本語で請願の趣旨を簡潔に書いてください。
②請願者の住所、氏名（自署又は記名押印）、電話番号
を書いてください。なお、請願者が多数のときは、代
表者を定めて署名簿を添付してください。
③あて先は｢港区議会議長｣としてください。

提出前に、事前に区議会事務局に請願書の書き方・
提出方法などをご相談ください。

【提出・問い合わせ先】
　区議会事務局議事係　　電話　03-3578-2915

請願書の書き方請願書の書き方

14 15

請願理由

請 願 の 趣 旨 に 沿 っ た
具 体 的 な 内 容 を
ご記入ください。

（A4判用紙・うら又は 2枚目）

【書き方】

○○○○に関する請願

港区議会議長
○○　○○様

提出年月日
　　　請願者
　　　住　所
　　　氏　名
　　　（署名又は記名押印）
　　　電話番号

請願の趣旨（簡潔に）
○○を○○○してほしい。

（A4判用紙・おもて）

皆さんから提出された請願皆さんから提出された請願

▼中学校で使用する歴史・公民教科書の採択に関して教育基本法を順守して行うことを求める請願

▼羽田空港増便による都心および港区の低空飛行ルート設定中止に関する請願

▼JR「品川新駅（仮称）」の駅名を「芝浦」とすることを要望する請願

▼ライドシェア・白タク合法化反対の意見書採択を求める請願

▼コンビプラザ品川保育園における継続運営に関する請願

▼芝浦小学校への特別支援学級設置に関する請願

継続審査とした請願

▼固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について意見書の提出に関する請願

▼教育費保護者負担額の公私立幼稚園格差解消に関する請願

採択とした請願

▼港区スポーツセンターの利用料金に関する請願

▼港区スポーツセンタープールの水質に関する請願

取り下げられた請願

▼国民健康保険制度の都道府県化に係る請願
　上記の請願は、願意にそいがたいとの理由で不採択となりました。

不採択とした請願
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各会派の態度　　○…賛成　×…反対


