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どうぞご意見をお寄せ下さい。

に し　ま

http://ameblo.jp/nishimatoyoji/

●ブログ 日々の活動や思いを発信中です。

http://facebook.com/nishimatoyoji

● ぜひご覧下さい。宜しかったら
友達申請もお願い致します。

　平成２７年の年頭にあたり、平素より私の活動にご理解、
ご協力をいただいておりますことに、御礼を申し上げます。

　また昨年末には、突然の衆議院解散、総選挙となり、皆様
方には年末のお忙しい中にもかかわらず選挙期間中は、自
民党公認山田みき候補に対して、力強いご激励を賜りまし
たことに、心から感謝申し上げます。
　総選挙の関係もあり変則的な日程となりましたが、１１月２
７日から１２月１８日（１２月２日から１４日は休会）まで平成２６
年港区議会第四回定例会が開催され、その初日、所属会
派の自民党議員団を代表して武井区長に対し、区長が目指
す区政の大きな方向性を問うことを中心に大きく１０の項目
について区長に質問、提案をいたしました。

　先ごろ示された平成２７年度から平成３２年度を計画期
間とする、『港区基本計画・実施計画（素案）』は、向こう６年
間の港区政の方向性を示す重要な計画として位置づけら
れるものです。奇しくも、計画期間の最終年度となる平成３２
年は東京オリンピック・パラリンピックの開催年にも重なります。
オリンピックを目指し様々な環境の整備を進めることとあわせ
て、その先を見据えた港区の未来像を描く必要があります。

　またＪＲ山手線、東京メトロ日比谷線の新駅も整備される

ことが決定し、政府の進める国家戦略特区の枠組みを活用
し、港区内各地で複数の大規模なプロジェクトが手がけら
れつつあり、ここ数年間でまちの形が大きく変わることが見
込まれています。それらをチャンスととらえ、住民の声を反映
させ事業者を適切に誘導することで、防災力の向上をはじ
めとする、それぞれの地域が抱える課題を解決し、区民生
活の質を向上させるための契機としなくてはなりません。

　今年４月で、区議会議員として２期目の任期が満了するこ
とになります。皆様に信頼される区議会議員であり続けられ
るよう、日々の活動を続けてまいります。より一層のご指導ご
鞭撻をお願いいたします。本年も皆様にとりまして輝かしい
一年となることをご祈念申し上げます。
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平成32年のオリンピック、
その先の港区の姿を描いて…。

JR新駅など、進む大規模プロジェクト。
そこに区民の声を反映させる！

平成２７年の年頭にあたり 平素より私の活動にご理解 ことが決定し 政府の進める国家戦略特区の枠組みを活用

二島とよじ、年頭に決意！
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二島とよじ、区長に質問！自民党議員団を
代表して

二島豊司（にしま・とよじ）プロフィール

●事務所／〒108̶0072 港区白金�1̶13̶11 ときおかビル2階 TEL.03̶3449̶7328 FAX.03̶3444̶6933

http://www.toyoji.jp/ nishima@toyoji.jp二島とよじ ホームページ

●自　宅／〒108̶0073 港区三田�5̶7̶12̶707 TEL.&FAX.03̶5443̶5477

二島とよじ連絡先

eメール
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　第二子以降の保育料無料化の方針を区が打ち出したこ
とに関して、都心部で子育て支援策の充実を図ることの意
義について、区長の思いを問いました。
　また、これまでも強く訴えてきました地方都市との連携・
協働に関しては『地方創生』の観点から一層推し進めるこ
とを強く求めました。
　さらに将来的な需要動向の変化に対応できるよう、公共

施設の概要や管理、修繕計画を区民に分かりやすく示す
取組みを提案しました。加えて、ニーズに応えられる障害者
福祉の充実、住民の安全・安心に資するがけ・擁壁改修
支援策の強化、新教育センターの整備がようやく進捗する
ことになり、基本計画策定から相当期間が経過しているこ
とから、現状を踏まえた見直しを行うことなど、についても
取り上げました。

　晴れた冬の一日、港区の坂をめぐる散歩な
どしてみてはいかがでしょうか。普段何気な
く通っているご近所の坂道にも、今まで気づ
いていなかった由来があるかもしれません。

　他の区と比べても港区にはとても多くの
坂があります。それぞれ坂の名前にはその土
地の歴史が反映されているものがあります。
平安時代の武将、渡辺綱がその付近で生ま
れたとの伝説のある綱坂や、高野聖が開い
たとされる聖坂。忠臣蔵で有名な南部坂や
魚籃坂をはじめとして歌舞伎や講談、落語に
登場する坂もたくさんあります。

坂道散歩…。

下記ホームページをぜひご覧下さい。ご意見・ご感想お待ちしております。

●昭和47年（1972年）栃木県足尾町（現・日光市）生まれ。42歳
●早稲田大学法学部卒●株式会社日本リース勤務～衆議院議員・
梶山弘志（元内閣官房長官 故梶山静六長男）秘書●ボーイスカウ
ト港１７団（港区白金）リーダー、ガールスカウト東京９４団（港区白

金）をサポートするリーダー●障がい者

スイミングクラブボランティア●平成19年4月、港区議会議員に、
初当選（現在、2期）●港区議会建設常任委員会委員長●自民党東
京都連青年部前幹事長●自民党東京都連青年局副幹事長●自民
党港区総支部事務局長・青年部長●港区議会自民党議員団副幹事
長●特定非営利活動法人 先端政策研究機構主任研究員●港区ボ
ウリング連盟顧問●家族は妻と1男（平成20年12月誕生）

1.次期基本計画・実施計画について
2.第二子以降の保育料無料化について
3.小規模事業者向け育児休業取得支援について
4.国家戦略特区について
5.地方都市との連携・協働について
6.ファシリティマネジメントについて
7.障害者入所施設整備について
8.港区口腔保健センターについて
9.がけ・擁壁改修支援について
10.新教育センターについて
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