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どうぞご意見をお寄せ下さい。

に し　ま

　２月１８日から３月１７日までの２８日間、平成２７年港区
議会第一回定例会が開催され、平成２７年度予算案などの
審議を行い、一般会計１１４１億円、３特別会計を合わせ
た総額１６１８億円の平成２７年度予算が成立しました。
　現在、平成２７年度から３２年度の６年間を計画期間と
する『港区基本計画』策定の作業が進められています。計
画の最終年度が東京オリンピック・パラリンピックの開催
年にあたること、また来年度から始まる新たな仕組み、制
度などもあることから、この計画期間中には港区の中でも
ソフト・ハード両面で大きな変化が予想されます。その初
年度にあたる来年度は、様々な分野において重要な位置
づけの年となってまいります。

　今回、予算特別委員会の委員長として委員会を運営する
中で、自ら質問に立つ機会こそありませんでしたが、来年
度以降、港区が目指す方向性について細かく確認をいたし
ました。
　これまで私自身が取り組んできた様々な課題についても、
大きく前に進んだものがある一方、社会の変化するスピー
ドに追いついていくことができていないことへのもどかし

さや、区民、地域の声に対応し切れていないなど、港区行
政に対する課題も感じています。特に人口が増え続けるこ
とが想定される中、子育て・教育・介護などを始めとするサ
ービスの維持・向上、更にはインフラ整備等に関しても区
民に対してより一層の説明責任を果たすことが求められる
ものと感じています。

　区議会議員として２期８年の任期を迎えようとしており
ますが、これからも地域の皆様とともに活動する中で、同
じ目線に立ち、生活に根差した区民の皆様の『声』を港区
行政へとしっかりと伝えて参る決意です。皆様のご指導、
ご鞭撻を引き続き賜りますよう、心よりお願い申し上げます。
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二島とよじ
予算特別委員長を務める。

平成27年度
予算が成立。

港区議会議員

今年は２０２０年の東京オリンピックを見すえ、
港区が今度、どのように進むかを決める重要な年。

区の予算や政策をチェックする中で、子育て、
教育、介護を中心に人口増への対応を迫る。

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。



二島とよじ二島とよじこれまでの
成果

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/二島とよじ ホームページ ホームページをぜひご覧ください。

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

二島とよじ連絡先
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●昭和47年（1972年）、栃木県足尾町（現・日光市）生まれ
●栃木県立宇都宮高校卒～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・梶山弘志秘書
●平成19年4月、港区議会議員に初当選（現在2期）

●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等も行う
●家族は妻と2男（6歳、0歳）
◆港区議会建設常任委員会 委員長◆自民党東京都連青年局 副
幹事長（前青年部幹事長）◆自民党港区総支部事務局長・青年部長
◆NPO法人 先端政策研究機構主任研究員

「永年継続事業者優遇金利制度」を創設
地域に根付き、事業を続けてきた区内の中小企業に感謝し、これからも安心して
事業を継続できるよう、支援策として融資の金利を優遇する制度です。
（平成20年第３回定例会で提言）

「小児対応休日診療制度（冬季）」を実現
子育て家庭へのサポートの一助として、医療面の不安解消に向け、
平成23年度からインフルエンザ流行期に小児対応休日診療を開設。
小児医療の診療態勢の充実が図られました。
（平成２２年第１回定例会などで提言）

「マンション向け防災資器材助成制度」を創設
マンションに居住する皆さんの安全を確保しつつ、「自助力」を強化することで、
地域や行政との連携を促し、地域防災力の向上を目指すマンション（６階以上か
つ１００戸以上の共同住宅）向けの防災資器材助成制度です。（平成24年第2回
定例会で提言）※平成27年度から対象となるマンションが拡大します。

皆様の声を政策に！

●地方都市との連携・協働の拡大　●高齢者・障がい者福祉の向上　●民間活力を生かした地域の課題解決
などにも精力的に取り組んでいます。

（
抜
粋
）

衆
議
院
議
員

山
田
美
樹

港
区
長

武
井
雅
昭

東
京
都
議
会
議
員

菅
野
弘
一二島とよじが主催する研究会で顧問の菅・梶山両代議士と…。

私たちは二島とよじ君を全力で応援しています。
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内閣官房長官・
衆議院議員 菅  義偉 衆議院災害対策特別

委員長・衆議院議員 梶山弘志
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