
区議会会派構成

台東区議会自由民主党・無所属の会（９名）
◎寺井　康芳　　　○石塚　　猛　　　◇髙森喜美子
△石川　義弘　　　　鈴木　　純　　　　望月　元美
　東　久仁子　　　　和泉　浩司　　　　太田　雅久

たいとうフロンティア（８名）
＊伊藤萬太郎　　　◎青柳　雅之　　　○木下　悦希
◇早川　太郎　　　◆河野純之佐　　　◆水島　道徳
△君塚　裕史　　　▲本目　さよ

たいとう２１（６名）
　木村　　肇　　　◎堀越　秀生　　　○田中　伸宏
◇阿部　光利　　　◆鈴木　一郎　　◆△冨永　龍司

台東区議会公明党（５名）
◎清水恒一郎　　○◇小菅千保子　　　△寺田　　晃
　松尾　伸子　　　　小坂　義久

日本共産党台東区議団（４名）
●◎茂木　孝孔　　　△秋間　　洋　　　　小髙　　明
　　橋詰　高志

インターネット議会中継

　議会活動を広く区民の皆さんにお知らせするため、
平成26年度より、Ustream（ユーストリーム）による
委員会の生中継を実施しています。生中継とともに録
画もされ、パソコンやスマートフォンなどからいつで
も委員会審議の様子を視聴できます。
　また、一般質問等の録画中継も配信しています。
　アドレスは次のとおりです。ぜひご覧ください。
　http://www.city.taito.lg.jp/index/kugikai/
chuukei.html

ＣＡＴＶ議会放送

　第３回定例会（９月11日～10月24日開会予定）にお
ける各会派の一般質問をJ：COM台東【11ch】で録
画放送いたします。
　さらに、平成26年第３回定例会では決算特別委員会
の総括質問を放送します。
　放送予定は次のとおりです。ぜひご覧ください。
○一般質問
　10月10日（金）午後１時～５時
　【再放送は10月11日（土）の同時間】
○決算特別委員会・総括質問
　11月８日（土）正午～午後７時

第191号（11月20日発行）の 1 面の写真を募集しています

内　　容 ： 台東区内の秋の風景（台東区の行事、お祭
  り、季節の花など）
応募資格 ： どなたでも応募できます。
写　　真 ： 現像した写真（２L判）。明らかに人物を特
  定できる場合は本人の了承を得てください。
応募方法 ： 住所、氏名、連絡先、撮影場所を明記した
  メモなどを同封し、議会事務局宛に郵送ま
  たは持参してください。
掲載事項 ： 撮影者の氏名　
締　　切 ： 10月17日（金）必着
＊なお、応募いただいた写真は、返却いたしませんの

で、ご了承ください。

＊相　談　役　◎幹　事　長
○副 幹 事 長　●団　　　長
◇政 調 会 長　◆副政調会長
△会　　　計　▲副　会　計

台東区議会の構成（平成26年６月３日現在）

委員会名（定数） ◎委員長○副委員長 委　　員（議席番号順）

常
任
委
員
会

企画総務委員会
（８名）

◎太　田　雅　久
○早　川　太　郎

髙　森　喜美子　　　秋　間　　　洋　　　田　中　伸　宏
木　下　悦　希　　　木　村　　　肇　　　清　水　恒一郎

区民文教委員会
（８名）

◎水　島　道　徳
○望　月　元　美

阿　部　光　利　　　小　髙　　　明　　　石　塚　　　猛
河　野　純之佐　　　小　坂　義　久　　　小　菅　千保子

保健福祉委員会
（８名）

◎東　　　久仁子
○松　尾　伸　子

本　目　さ　よ　　　石　川　義　弘　　　鈴　木　一　郎
寺　井　康　芳　　　伊　藤　萬太郎　　　茂　木　孝　孔

産業建設委員会
（８名）

◎君　塚　裕　史
○冨　永　龍　司

鈴　木　　　純　　　堀　越　秀　生　　　寺　田　　　晃
和　泉　浩　司　　　青　柳　雅　之　　　橋　詰　高　志

議会運営委員会
（８名）

◎寺　井　康　芳
○青　柳　雅　之

石　塚　　　猛　　　堀　越　秀　生　　　田　中　伸　宏
木　下　悦　希　　　清　水　恒一郎　　　茂　木　孝　孔

特
別
委
員
会

子育て支援
特別委員会
（１２名）

◎秋　間　　　洋
○本　目　さ　よ

望　月　元　美　　　早　川　太　郎　　　冨　永　龍　司
小　髙　　　明　　　髙　森　喜美子　　　石　塚　　　猛
水　島　道　徳　　　堀　越　秀　生　　　小　坂　義　久
小　菅　千保子

環境・安全安心
特別委員会
（１２名）

◎木　下　悦　希
○阿　部　光　利

本　目　さ　よ　　　髙　森　喜美子　　　太　田　雅　久
河　野　純之佐　　　田　中　伸　宏　　　小　菅　千保子
橋　詰　高　志　　　寺　井　康　芳　　　木　村　　　肇
清　水　恒一郎

文化・観光
特別委員会
（１２名）

◎伊　藤　萬太郎
○寺　田　　　晃

東　　　久仁子　　　小　髙　　　明　　　石　川　義　弘
石　塚　　　猛　　　君　塚　裕　史　　　鈴　木　一　郎
青　柳　雅　之　　　寺　井　康　芳　　　清　水　恒一郎
茂　木　孝　孔

用地活用・地区整備
特別委員会
（１２名）

◎堀　越　秀　生
○鈴　木　　　純

松　尾　伸　子　　　君　塚　裕　史　　　鈴　木　一　郎
和　泉　浩　司　　　太　田　雅　久　　　青　柳　雅　之
田　中　伸　宏　　　小　坂　義　久　　　木　村　　　肇
茂　木　孝　孔

議長　和 泉　浩 司 副議長　石 川　義 弘 監査委員　小 坂　義 久

区議会からのお知らせ

● 政務活動費の公表 ●
台東区議会では、議会改革の取り組みの一環として、政務活動費の会派別収支状況を公表しています

政務活動費とは 　地方自治法や「東京都
台東区議会政務活動費の交付に関する条
例」に基づき、区議会議員による区政の調
査研究に必要な経費の一部として、議会の
会派に対し交付するものです。

領収書等関係書類の閲覧　各会派が支出した政務活動費の領収書、報告書等の関係書類については、情報公開請求の手続きにより、閲覧をすることができます。

政務活動費の使途 　交付された政務活動費は、使途基準に従い必要な経費に限定して支出することが
できます。次のような経費に支出することは認められません。
・選挙活動、政党活動、私的な活動に係る経費
・慶弔、見舞い、餞別等の交際的経費
・議員だけが出席する会議に要する経費や専ら飲食のみに要する経費

●平成25年度（平成25年４月～平成26年３月）の会派別収支状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  単位：円
平成25年4月分 平成25年4月～平成26年3月分

経 費 項 目 説　　明
会派名 会派名

区民クラブ
7名

無所属の会・台東
2名

自由民主党・
無所属の会

9名

たいとうフロンティア
8名

（5月～3月分）
公明党

5名
日本共産党

4名
みんなの党・
無所属クラブ

5名

民主党
1名

（5月～3月分）
交付額（A） 875,000 250,000 13,500,000 11,000,000 7,500,000 6,000,000 7,500,000 1,375,000

研究研修費 研究会や研修会を開催、又は
参加に要する経費 0 0 456,800 259,960 76,890 85,140 165,000 0 

調 査 旅 費 先進地調査又は現地調査に要
する経費 324,436 0 1,220,960 818,548 609,850 0 0 37,200 

資料作成費 資料の作成に要する経費 0 0 17,675 393,979 6,620 142,750 1,449,000 0 

資料購入費 図書、資料等の購入に要する
経費 33,100 1,600 627,784 245,813 423,330 649,237 315,567 87,275 

広 報 費
調査研究活動、議会活動及び
区の政策について区民に報告
し、PRするために要する経費

0 105,000 115,305 2,597,201 1,123,442 1,576,829 383,021 0 

広 聴 費
区民等から区政及び会派の政
策等についての要望、意見を
収集するために要する経費

20,000 10,000 3,526,500 1,353,120 1,236,000 5,000 349,500 263,500 

交 通 費 日常的な調査研究活動に係る
交通に要する経費 62,960 31,040 2,862,044 1,435,159 686,916 329,128 1,242,021 244,590 

通 信 費 日常的な調査研究活動に係る
通信に要する経費 116,994 53,255 2,298,584 1,936,260 1,117,248 474,080 816,157 189,550 

人 件 費 補助職員を雇用する経費 35,070 0 480,920 36,000 0 0 840,000 0 
事 務 費 会派の事務運営に要する経費 313,834 50,000 2,083,252 2,238,393 1,973,749 2,841,282 2,045,070 556,367 

支出額（B） 906,394 250,895 13,689,824 11,314,433 7,254,045 6,103,446 7,605,336 1,378,482
差引額（A－B） △31,394 △895 △189,824 △314,433 245,955 △103,446 △105,336 △3,482

※平成25年４月に２会派が解散しました。そのため、当該会派については４月分を分けて記載しています。　※各会派への交付額は、１人あたり月額125,000円に会派人数を乗じた
月数分で算出されます。　※各会派の年間支出額が、年間交付額を下回った場合は、区に返還されます。

たいとう区議会だより（No.190）（6）平成 26 年 7 月 20 日

◎声の区議会だより（録音テープ）をお貸しします。ご希望の方は、議会事務局へご連絡ください。☎ 03（5246）1473




