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池田こうじ

福祉ナンバーワン都心「港区」へ！
港区に住み・働き・集う全ての人が共生することの喜
びを分かち合い、
「個性の時代」に相応しい「心豊かな都心・
港区」の実現に向けて、これからも港区議会は着実な歩み
を力強く進めてまいります。
そして、支援を必要とする人たちに温かく手を差し伸べ
る「優しさ」を礎とし、区民の皆様の幸せのもと全議員が結
束し、区政進展に尽力してまいります。

収入の多い地方自治体の税金を
奪い取ろうとする国の動きがあります !!

予算 Topics!!

本来は地方自治体の行政サービスに使われるはずの区民・企業
の皆様に納めていただいた税金です。
役割に見合った地方の財源総額を拡充するよう地方自治体が一致
団結して国に要請していくことが必要です。
平成 30 年度に実施する港区版ふるさと納税も、
このような流れに、
本来の税金のあり方を問う意味もあるのです。

平成 30 年度予算と日頃の活動をまとめました。
平成 30 年度試算

何卒ご高覧ください。
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港区の減収 31 億円

消 費 税 の 精 算 見 直し

港区の減収 23 億円

法人関係税の一部国税化

特別区分の減収 679 億円

民泊について

民生費 533 億円、平成 30 年度予算決まる ! !
「 福祉ナンバーワン都 心 港 区 へ 」
平成 30 年度予算は、当選以来掲げてきたこのスローガンを、まさ
に実現していくものです。
平成 30 年度予算（総予算 1,844 億円うち一般会計 1,389 億円）
は、
子どもやお年寄り、障がいのある方への福祉のための民生費が一
般会計の約 4 割、
初めて 500 億円を超えました。
すべての区民が心豊かに暮らせる礎があってこそ、港区はあらゆ
る分野で積極的に政策を進めることができるのです。

民生費 38.4％
533 億円

教育費 土木費
総務費 22.8％ 12.2％ 10.1％
316 億円
169億円 141億円

その他
16.7％
231億円

予算 Topics!!

民泊を正式に解禁する民泊法の施行（平成 30 年 6 月）に伴い、港
区は民泊を規制する条例を制定しました。
住居専用地域や文教地区で家主が不在の場合、民泊営業は春休
みや夏休み、
年末年始の年間 97 日に制限しています。
また、春休み夏休みや年末年始などホテルの繁忙期に限定して営
業を認めることで、観光客らの宿泊需要と国の法令とのバランスを
取ります。制限区域で家主が居住する場合や制限区域外では年間
180 日までの営業となります。
生活環境の悪化を防ぐ規制が遵守されるよう、監督体制の強化を
します。
またマンションなどの集合住宅においては、管理規約で民泊の禁
止をすることができます。
相談窓口
みなと保健所生活衛生課住宅宿泊事業担当
電話番号：03-6400-0088

※端数は処理しています。

福祉こそ政治、政治こそ福祉

池田こうじ プロフィール（昭和39年生まれ・家族／妻、長男、長女）

学歴 港区の公立小中学校を卒業、大学では哲学、大学院では
健康マネジメントで修士号取得

港区立青南小学校（同窓会監事）、港区立三河台中学校（現六本木中
学同窓会事務局長）、都立小山台高校（菊桜会幹事）、明治学院大学
中退、同志社大学哲学科卒業、慶應義塾大学大学院健康マネジメン
ト研究科修士課程修了
（健マネ三田会会長）。大学非常勤講師（看護・
福祉分野）の他、福祉分野の講演多数。
看護・福祉分野の大学非常勤講師として

被虐待児と向き合う児童養護施設、
ケアマネージャーなど
職歴 高齢者福祉に 28 年間、
「政治から福祉を進める、変える」
と
福祉現場から政治家を志す
老人ホーム施設長、港区あんしん介護セン
ターを設立運営。特別養護老人ホームと児
童養護施設を運営する社会福祉法人理事
長、港区介護事業者協議会会長、西麻布の
特別養護老人ホームベル設立担当役員な
ど歴任。

議会 挫折を経て当選、

第 45 代港区議会議長に

平成 15 年の落選（43 票差）を経て、平成 19 年より港区議
会 3期連続当選。平成29年より港区議会議長。東京都後期
高齢広域医療連合議会の議長なども歴任。港区自民党議
員団所属。
（現在の役職）
議会：総務常任委員、行財政等対策特別委員
港区：港区環境審議会委員、港区青少年問題協議会委員、
港区防災会議委員、港区中小企業審議会委員、港区
都市計画審議会委員、港区公安問題都区連絡協議会委員、港区地域公共交通会議委
員、港区交通安全連絡協議会委員、港区スポーツふれあい文化健康財団評議員など
自民党：自民党港区総支部副支部長
町会副会長、消防団部長、青少年対策
委員会理事、法人会理事、ライオンズ
クラブ会長、少年野球チーム麻布キッズ・シニア顧問、港区トライア
スロン連合顧問など

地域・奉仕活動

運営する児童養護施設、特別養護老人ホームで園児やお年寄りと共に

池田こうじ活動ファイル

地域に根ざし、議長として、一議員として、区民として

港区には日本にある半分近くの
大使館が集中しています
災害時には港区民を代表して
お見舞いにお伺いします
台北駐日経済文化代表処

区長の所信表明

議長として

区役所たんけん隊で小学生と

八丈島村長・議長の訪問

港区新年あいさつ交歓会

大韓民国大使館

中華人民共和国大使館

新年を迎えて区議会で記念写真

3月11日、宮城県女川原子力発電所視察 熊本市役所にて災害対策に関する視察

チャレンジコミュニティ大学の区議会訪問

港区操法訓練大会で激励

議長会にて東京オリンピック会場視察

赤坂９丁目北地区再開発竣工式

青南幼稚園開園 50 周年記念式典

長寿を祝う会

フィリピン共和国大使館

自民党議員団で予算要望を区長に提出

港区商店グランプリ表彰式

青山中学校開校 70 周年記念式典

港区芸能大会

東京都・国に米軍基地撤退・返還を要望

六本木交差点インフォメーションの設置

六本木アートナイトオープニング

長崎市原爆記念館において平和事業の視察

港区区政功労者表彰式

イラン・イスラム共和国大使館

8020 達成者表彰式

教育委員会表彰式

健マネ三田会会長

社会を明るくする運動パレード

障害者週間 共に生きるみんなの集い

町内で歳末警戒

東京タワーにて大船渡さんま祭り

地方自治体との連携事業

お台場水陸両用車オープニングセレモニー

特別支援学級合同運動会

お台場ドリームよさこい祭り

区立中学校連合運動会

お台場にて地域対抗ボートレース大会

港区民まつりオープニング

区政報告についてのご意見、区政への要望等をお聞かせください

FAX 03-5549- 4157
mail:info@ikeda55.com
港区議会自民党控室
消防団員として港区防災訓練に参加

東京マラソンオープニング（左上）
西久保八幡神社宮御輿（上）
港区トライアスロン連合顧問として
新橋 SL 広場デジタルサイネージ開幕式（右上） 運営する児童養護施設の子供たちと御輿（下）
赤坂氷川神社にて節分（下）

少年野球チーム麻布キッズ・シニア顧問（上）
軟式野球連盟表彰式（下）

港区芝公園1−5−25

P C 版 HP http://www.ikeda55.com
港区自民党 HP http://www.minato-jimin.com/
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トピックス 若者たちへ ～港区成人式にて議長挨拶～
平成 30 年の港区成人は 1,486 人、港区成人式が東京
プリンスホテルで行われ、757人の若者が集まりエール
を送りました。
「Chooser ～駆け抜けろ、人生！ 」のフレーズは、20 歳
の実行委員たちが考えた、今回の成人式の希望と活力
にあふれたテーマです。
成人の日、誠におめでとうございます。
生活者に身近な港区政は、皆様が生まれた瞬間から皆様と深く関わってきました。港区政はこ
れからも皆様と寄り添って参る所存です。新成人の皆様におかれましては、港区政への参画
と、
協働を望みます。
さて、
ここにいらっしゃいます多くの方がスマートフォンを使っていると思います。
もちろん、携帯を持たない方もいらっしゃると思いますし、ガラケー大好きという方もいらっ
しゃるかもしれませんが、今や年間の世界出荷台数が 14 億台近くというスマートフォンは、個
人の可能性を飛躍的に広げ、世界に変革を起こしました。
このスマートフォンを世に送り出したのがスティーブジョブズです。
彼はある大学の卒業式において、伝説的スピーチを残しています。
彼はそこで、点と点は後で
必ず繋がる、
という話をします。

彼は両親が貯金をはたいて通わせてくれた大学を中退しましたが、中退したからこそ出会え
た芸術の世界をヒントに革命的パソコンを世に出すことになりました。
また、彼は自分が作った会社を突然解任されましたが、クビになったからこそ新しい会社を起
こし再び大成功し元の会社に呼び戻され、
スマートフォンを世に出すことになりました。
他にも話が続くのですが、
スティーブジョブスは若者達をこう励まします。
「先を見通して、点を繋ぐことはできない。
後で、振り返って繋ぐことしかできない。
」
と。
信じるものを見つけて歩めば、どんなにひどい経験からでも、後で必ず点と点は繋がるので
す。
つまり、今、どんな不安があろうと、信じる道を選んで進め
「Chooser 〜駆け抜けろ、人生！」
と
いうことなのです。
後に行くほど点と点がつながる、ということは、歳をとるほど人生には意味
があると感じる、
ということです。皆様もまた、今、20 歳という人生の起点に立っています。
皆様
こそ港区の未来に繋がる希望です。
皆様それぞれの
「Chooser 〜駆け抜けろ、人生！」が、希望に満ち、光り輝く道であることを祈念
致します。
港区議会もまた、港区がいつまでも光り輝き、心豊かな都心であり続けるよう皆様
と共に努力をして参ります。
結びにあたり、本日は、ご家族、友人、先生、これまで出会った方々、この式典を準備された実
行委員、青少年委員はじめすべての皆様に、
「今、この場所にいること」に、心から感謝する一
日としていただければ幸いです。

