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議員活動１年を契機とし「池田こうじ区政報告書」を創刊致します。
ケアマネージャーや特別養護老人ホーム施設長など福祉現場に従事していた私が区議会に議席を
得て、早いもので１年が経過致しました。この度の平成20年度予算委員会では幅広い分野にわた
り質疑（「介護サービスと介護予防の充実や介護家族・サービス事業者への支援」「校庭の芝生化
など教育環境の充実」「マンション住民の地域参画による地域コミュニティの再生」「都心自治体型
地球温暖化対策の推進」「公共施設のＩＴ化」など）を行いました。本年度も初心を忘れず、区政へ懸
ける情熱のテンションを維持し、幅広い課題について研鑽を重ね、魅力溢れるふるさと港区の区政
進展のため全力で邁進して参ります！
※ホームページもリニューアル致しましたので、 池田こうじ

検索

で是非ご覧下さい。

平成２０年度港区予算が決まりました
＜平成２０年度各会計当初予算額＞

＜港区基本計画事業の着実な実施＞

区

基本計画の区分

分

当初予算額（千円） 構成比（％）
1 0 8 ,9 0 0 ,0 00

75. 0

2 0 ,1 7 6 ,4 43

13. 9

老人保健医療会計

1 ,4 7 0 ,1 42

1. 0

後期高齢者医療会計

3 ,8 6 5 ,0 39

2. 7

1 0 ,7 5 4 ,4 25

7. 4

1 4 5 ,1 6 6 ,0 49

100. 0

一般会計
国民健康保険事業会計

介護保険会計
合

計

事業数

事業費（千円）

Ⅰ．かがやくまち
（街づくり・環境）

3 1 事業

16,475,117

Ⅱ．にぎわうまち
（コミュニティ・産業）

1 5 事業

668,959

Ⅲ．はぐくむまち
（福祉・保健・教育）

4 1 事業

6,400,420

６ 事業

3,047,409

9 3 事業

26,591,905

実現をめざして
合

平成２０年度予算特別委員会 池田こうじ質問項目

計

昭和39年生まれ。平成19年４月、港区議会議
員初当選。現在、港区議会総務常任委員、議

総務費
① マンション居住者の地域参画について
（１）大型マンションの戸数増加の状況について
（２）大型マンション自治会結成の動向について
（３）大型マンション管理組合の地域活動への
参画事例について

土木費
① 道路敷きに設置された児童遊園・遊び場
について

会運営委員、行財政等特別委員会副委員長。

（１）設置箇所、設置年代、利用状況について
（２）港にぎわい公園づくり基本方針での位置
づけと活用について

ム園長、港区あんしん介護センター設立運営、

自由民主党東京港区第二十一支部支部長。
【職歴】サラリーマンを経て特別養護老人ホー
ケアマネージャーなど福祉現場に従事。港区
介護サービス事業者協議会会長、社会福祉法
人鈴の音会（特別養護老人ホームベル運営）

環境清掃費
① 環境負荷の少ない都心づくりについて
（１）地球温暖化に取り組む区の認識について
（２）地球温暖化問題への取り組みについて
（３）事業所のＣＯ２削減について
（４）区民への取り組みについて

民生費
① 介護予防プロジェクトについて
（１）介護予防プロジェクトの狙いとその効果について
（２）介護予防総合センターとの関連について

② 在宅介護事業について
（１）ホームヘルプサービスについて
（２）港区の高齢者家事援助サービス事業について
（３）今後の事業の方向性について
③ 高齢者保健福祉計画の策定について
（１）策定にあたっての方針等について
（２）施設介護サービスの方向性等について
④ 尿漏れ予防教室について

教育費
① 区立学校の校庭整備等について

監事なども歴任。

（１）校庭のあり方について
（２）校庭の改修について
（３）天然芝と人工芝のメリット・デメリットに
関する区の認識について

池田こうじ

② 区民ニーズに応える図書館のあり方について
（１）無線ＬＡＮの導入について
（２）データベースのさらなる導入について

【その他】麻布消防団員（平成18年麻布大会

プロフィール

準優勝、港区操法大会３位入賞）、麻ノ葉町会
副会長、今井町親睦会渉外部長、六本木市西
町会会員。自由民主党政経塾卒塾（一期生）。

介護保険会計
① 介護保険制度の広報について
② 介護保険料の未納状況について
（１）収納率について
（２）収納率の状況について
（３）未納額と未納者数について
（４）未納者状況の把握について
（５）今後の未納者対策について

③ 事業者のネットワークについて

日本サッカー協会審判Ｓ４資格。
【学歴等】港区立青南小学校、港区立六本木
中学校（旧三河台中学）、都立小山台高校、
明治学院大学経済学部中退、同志社大学文学
部哲学及び倫理学専攻卒、慶應義塾大学院健
康マネジメント研究科修士課程（スポーツマ
ネジメント）修了。慶応大学院健康マネジメ
ント研究科三田会会長。都立小山台高校菊桜
会幹事。
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平成１９年 第３回港区議会定例会 池田こうじ一般質問・概要
私、池田こうじは、平成19年第３回港区議会定例会にあたりまして、自由民主党議員団と致しまして、武井区長、高橋教育長に質問をさせていた
だきます。
今般、初めての本議場においての質問でございますので、一言申し上げます。私がこの場所にたどり着くまで実に５年の歳月を費やしました。
与えられた任期一日一日を区民本意の区政実現のために尽力して参りますので、そのことをここにお誓い申し上げて、質問に入ります。

高齢者介護について
質問
①民間事業者に力を借りなければ「全区民にいき
わたる介護サービス基盤の確立」は果たせない
が、事業者は人材不足や高い家賃などで喘いで
いる。事業者に対して、財政支援も視野に入れ
た行政サポートを検討・実施できないか。
②今後の介護予防の推進と平成２４年に設置が予
定されている介護予防総合センター構想はどの
ようなものか。
③施設介護サービス待機者解消に向け、区内特別
養護老人ホームの整備を進めることはもちろん、
都内特別養護老人ホームとの提携等、民間活用
等を視野に入れ、柔軟な施設介護施策を考える
がどうか。介護は家族の問題でもあり、次期介護
保険計画は、家族の負担感などの意見や要望を
十分に取り上げ次期介護保険事業計画へ反映し
ていただきたい。
答弁
①事業者の意見・要望を聞き人材確保支援策を検
討する。併せて、介護保健サービス第三者評価の
支援の充実につき検討する。
②今後整備する介護予防総合センターを介護予防
の拠点と位置づけ、効果的・体系的な介護予防事
業の構築を目指す。
③様々な視点からの柔軟な施設整備計画を、第四
期介護保険事業計画の策定において検討する。

区民の健康マネジメントについて
質問
①初めての「港区総合型地域スポーツ・文化クラ
ブ」が六本木中学校内に設立されるが、このク
ラブの理念と、今後の区全体における総合型地
域スポーツクラブ設立計画について問う。
②健康みなと21は、都心特性に配慮した健康増進

著になり、地域参画の意識が希薄であることか
ら、引きこもりに繋がる。多くの新住民であるマ
ンション住民のコミュニティ形成も大きな課題で
ある。マンション管理組合を地域資源として活
用・支援をすべきだ。
②消防団の待機場所確保、訓練場所について改善
に向けての支援を要望する。港南緑水公園につ
いても、地域のニーズに準じて消防団員の拠点
にも活用できるスペースの確保に努めていただ
きたい。また、都の管理下にある消防団と区の
総合支所との連携をどのように図っていくのか
お伺いしたい。

プログラムとして高く評価するが、周知度が低
い。どう考えるか。
③港区の児童には十分な運動・スポーツができる
場所がない。既存施設の活用度を高めることも
重要で、照明施設による中学校グランド活用の
促進についてはどう考えるか。
④「芝給水場跡地グランド」の使用時間の延長に
ついて近隣住民の理解を得ながら進めていただ
きたいがどうか。
答弁
①クラブが地域で自主的・自立的な運営ができるよう
必要なサポートをする。
②普及版を、区内関係機関等を通じて配布、ホーム
ページの内容変更や、個人や団体を支援する健
康づくりサポーター事業を実施。
③今後の課題と考えている。
④理解が得られるよう努める。

地域の安全と地域コミュニティ創りについて
質問
①築年数の高いマンションでは住民の高齢化が顕

平成１９年決算特別委員会 池田こうじ質問事項
総務費
① 安全で安心して暮らせる都心の推進について
（１）民間団体との防災協力における体系的取り組みについて
（２）六本木地区の安全なまちづくりについて

② 港区文化芸術条例施行後の文化振興の現状と今後の展望について
民生費
① 高齢者の豊かで自立した地域での生活支援について
（１）介護予防の啓発事業の実績と充実について
（２）高齢者虐待防止相談事業の評価について
（３）高齢者紙おむつ支援範囲拡大について

② みなとキャンプ村支援の理念と周知方法について
衛生費
① 健康みなと２１の推進について
（１）高齢者の健康づくりの連携について
（２）今後の高齢者の健康づくりの連携について
（３）健康づくりサポーターと高齢化する区民の健康づくりについて

答弁
①管理組合には、行事への参加を呼びかけ、地域の
コミュニティへ参画するよう働きかける。
②各総合支所と支援部が連携し消防団の活動を支
援する。

区の財政について
質問
①港区は23区唯一の都財調不交付団体になった。
「特別区の実態に見合った見直し」について区
長の見解を問う。
②本年度、総合支所に編成した2,000万円の事業
効果とねらいについて。
③平成20年度の予算編成の抜本的見直しに向け
て、総合支所の予算編入をどのように充実する
のか。
答弁
①区の自主性・独自性を担保するため、算定の簡素
化、包括化に取り組む。
②協働により独自事業に取り組み区民に身近な区政
の実現に努める。
③総合支所が区民と企画・立案した事業を確実に予
算に反映させる。

土木費
① 緑や水辺を保全・創造し人や生物にやさしい都心環境をつくることについて
（１）水辺資源を活用した街づくりについて
（２）水辺環境を考える啓発事業について
（３）みどりの実態調査における目的等と湧水調査の結果について
（４）湧水地の保全と復活について

教育費
① 給食費について
（１）未納状況について
（２）納入者が未納者の給食費を補填しているといえるのかどうか
（３）どのような保護者がいるのか
（４）どのような対策を採ってきたのか、進捗状況はどうか

② 幼稚園の保育料について
（１）未納状況について
（２）これまでの対応と今後の対応策について

介護保険会計
① 利用者本位の介護保険事業の推進について
（１）要介護認定について
（２）第三者評価の受審実績について
（３）第三者評価の受審費用等の助成について

※質疑・答弁の全文は港区議会ホームページ http://www.gikai.city.minato.tokyo.jp/ に掲載されています。

