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平成２８年 第１回 港区議会定例会（2/17～3/15）報告
皆様には日頃より力強くも温かいご支援を頂き、心より感謝申し
上げます。
今定例会では平成２８年度予算特別委員会（2/29～3/11）
の審査を経て、予算原案が賛成多数で可決されました。
区政に対するご意見やご相談等から
議会で質問を重ね、予算に反映された
新規及びレベルアップ事業では１３件の
実績を残すことができました。
今後も皆様のお声を形とするために、
「ホーム区議」として力を尽して参ります。

✿代表質問✿

所信表明について（客引き禁止条例、防災対
策、みなと観光アプリ、港区らしい快適な都市
空間、港区国際交流協会の支援、保育の地域
格差への取組）
将来を見据えた区の財政運営方針について
特別区都市計画交付金のあり方ついて
民泊の導入について
未利用区有地の活用について
認知症高齢者グループホームの利用者負担

H28.2.18

の軽減策について
障害者差別解消法の取り組みについて
高齢者の就労支援について

✿一般質問✿

都営青山北町アパートの開発整備について
屋根つきのバス停留所の整備について
白金二丁目旧東京都職員住宅跡地の活用に
ついて
女性の視点を防災対策に根付かせる仕組み
づくりについて
災害時における動物救護について
みなとタバコルール喫煙場所の整備について
AED 講習など子どもの命を守る教育の充実

H28.2.19

について

✿予算特別委員会質問✿
～皆様から頂いたご相談から～

防犯カメラの増設

蚊の駆除

財布を盗まれて犯人を特定できない
んですけど、防犯カメラをもっと増や
してもらえないですか

今年も蚊のシーズン到来 昨年は
デング熱、今年はジカ熱も心配
感染症の対策は大丈夫かなぁ

「港区有施設等における防犯カメラの設置及び運用に
関する基準」によると、犯罪の予防を目的として港区が
管理する区有施設及び公園等(公園、児童遊園、緑地
及び遊び場)に設置し運用することになっています
東京五輪も踏まえた防犯対策の一環として早急な対応
を要望し、前向きな答弁がありました
Point！ 町会・自治会や商店会などの地域団体が
防犯カメラを設置する場合、区の補助金があります
分譲マンションの管理組合や賃貸住宅の所有者が、
防犯カメラ等を設置する場合にも「港区共同住宅防犯
対策助成事業」の対象となります

国道、都道、区道にある雨水ます約 25,000 か所に、5 月
～10 月にかけて月に 1 回、昆虫の成長を阻害し成虫を
発生させない、人と環境にやさしい薬剤を投入し、区内
公園の雨水ますにも投与します
Point！ 区有施設内では実施していませんが、
気になる雨水ますがある場合はご一報下さい

運動環境の地域偏在の解消を
６０歳未満の人たちが使えるトレーニン
グ機器は、「ゆとりーむ」や田町スポー
ツセンターなど港南、芝浦、芝に多く、
高輪、白金、麻布地域にはないんです
けど、増やしてもらえないかしら

障がい者就労支援
うちの子の障がい特性をよく
見極めて働きやすいように
支援してもらえないかしら
仕事のメニューも水耕栽培とか、
いろいろあったらいいのになぁ
本年４月から障害者差別解消法施行と共に、障害者雇
用促進法が改正となります
就労支援事業には、就労支援員、職業指導員、生活支
援員によるサポートがあります しかし、これらの方々
は特に資格等を必要としませんが、障がいの程度や一
人一人の希望や適性に応じて作業のプログラムや内容
を考え、その潜在能力を最大限に引き出していくという
重要な役割を担っています
就労支援員等の質の確保と仕事のメニューの拡充を要
望し、就労支援員を 1 名増員するとともに質の確保に向
けた取組も強化する等前向きな答弁がありました

平成２３年４月に健康福祉館から移行した「虎ノ門」
「神明」「港南」の各いきいきプラザは、高齢者でない
区民も使用できます
運動環境の地域偏在を解消すべきとの質問には、
「施設や企業などを含む地域の力を活用して身近な
場所でスポーツや運動に親しめる機会を提供します」
との前向きな答弁がありました
Point！ 福祉会館から移行した三田、ありす、西
麻布、青山、高輪、白金台にはトレーニング機器が
各４台ありますが、使える方は高齢者のみです
Point！ 区長もこの度の所信表明の中で、新たに
創設する「港区障害者福祉推進基金」を活用し、障が
い者への理解や、障がい者の就労の支援を積極的に
進めると述べられました

障がい者アスリートの表彰
僕のこと近藤さんの新聞に載せても
らえませんか 今度の大会に出場
するので是非取材に来てください

数多くの障がい者スポーツ大会で好成績を収めた方の思いを
受け止め、9 年前にも質問したテーマです 限られた可能性
に挑戦し続け入賞したアスリートに対し、障がい者だけでなく
多くの区民が健闘を讃える機会を区は用意すべき
２０２０年オリンピアンだけでなくパラリンピアンにも心から称賛
の拍手が送れる様にと質問し、前向きな答弁がありました

平成２８年度新規・レベルアップ事業となった実績！
実績 104

障害者差別解消法施行を踏まえた職員対応要領の策定 新規 （2015/3/13 質問）
港区職員一人ひとりの取組を確実なものとするために職員対応要領として、職員の障がいを理由とする差別の
解消の推進に関する要綱、そして、教育委員会においては学校職員を対象とした同様の要綱を別に策定する
要綱には相談体制、職員の研修、啓発の機会の確保、不当な差別的取り扱いの具体例なども盛り込む
実績 105

災害時要配慮者支援 新規

（2007/6/15、2008/2/29、2011/3/8 質問）
災害時に特に支援を必要とする災害時避難行動要支
援者の名簿を作成し、支援等に必要な情報を登録する
とともに、支援関係者へ情報を提供し、迅速な支援を可
能とするため、災害時避難行動要支援者支援システム
を構築する
実績 107

みなとタバコルール推進 レベルアップ

（2015/3/4 指定喫煙場所の増設を質問）たばこを吸う人も

吸わない人も快適に過ごせるまちを実現する為、定期
巡回指導の充実に加え、新たに重点指導班を設け指定
区域におけるルールの徹底や指導強化をするとともに、
喫煙場所マップの作成・配布や指定喫煙場所の増設に
取り組む

実績 106

（2014/3/5 生物多様性を楽しみながら学べるスポットの紹介
を SNS で発信することを提案）

区民の環境意識の向上のため、スマートフォンのアプリ
を開発し、区の環境関連情報を一元的に発信するととも
に、環境学習コンテンツを設けて、日頃から区民が楽し
く気軽に環境問題を学ぶことができる機会を提供
実績 108

粗大ごみ収集 レベルアップ （2015/3/4
木製粗大ごみのパーティクルボードへのリサイクルについて
提案）木製資源の循環利用、ごみの減量や二酸化炭素
の排出量を削減するため、木製粗大ごみをパーティク
ルボード(床や壁の下地等に使用される資材)として再資
源化する
実績 110

実績 109

みなと環境アプリの開発 新規

産後母子ケア 事業 レ ベ ル ア ッ プ

バリアフリー観光の推進 臨時（新規）

（2010/10/1 出産に関わる母親の精神的ケアについて質問）

（2014/9/29 観光スポットのバリアフリー情報の充実を質問）

妊娠・出産・育児期における切れ目のない支援を実施
する為、産後早期の母子への支援として情報提供・育
児相談・母親同士の交流を促すデイケア(サロン)事業を
開催することにより、地域の交流を深め、母子の孤立化
を防ぐ

2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会を見据
え、障がい者や高齢者の観光に対する不安を払拭し、
誰もがバリアを感じることなく楽しめるよう、車椅子利用
者を想定した観光ルートを作成する
実績 111

障害者スポーツの普及

新規
（2011/10/4,2014/3/11,2015/3/10 障がい者スポーツの振興
について質問）パラリンピックを見据えた障がい者スポー

ツの普及に向けて、スポーツ教室を実施するとともに、
スポーツセンターにおける障がい者スポーツの環境整
備を行う
実績 113

短期入所サービス充実事業 臨 時
（新規） （2010/9/30 レスパイト事業拡充、2015/3/4 ショート
ステイ事業の拡充を質問） 短期入所サービスの充実のた
め、利用対象、利用方法等を検討し、障害保健福祉セ
ンターで実施している緊急一時保護事業およびレスパ
イト事業のベッド数を増やす
実績 114

福祉のまちづくり推進 レベルアップ

（2014/9/29 バリアフリータウンマップの充実を質問）誰もが

安全かつ快適にまちに出て活動できるよう、バリアフリ
ーマップを再構築し、情報の内容充実やスマートフォン
対応とする等利便性向上を図る
実績 115

実績 112

発達支援センター事業 レベルアップ

（2010/6/10 発達支援センター機能の充実を質問） 発達障

がい児・者、発達に支援を要する人及びその家族等の
自立と社会参加の促進を図るため、発達支援センター
相談室で実施する専門相談の回数を増やすとともに、
保護者支援のための保護者教室を開催する

いきいきプラザ等介護予防事業

レベルアップ
（2012/11/28 高齢者の栄養改善に向けての
食育を質問） 介護予防事業を推進するため、介護予防・

日常生活支援総合事業として、運動器の機能向上、又
栄養改善、口腔機能向上等を目的に、内容や定員を拡
充した様々な教室等をいきいきプラザ等で実施する
実績 116

障害者就労支援 レベルアップ
（2013/3/6 様々な障がいに対応する就労支援について質
問） 障がい者の自立と社会参加の一層の促進を図るた
め、みなと障がい者福祉事業団において重度肢体不自
由児・者の就労支援クラスを創設するとともに、障がい
者の一般就労の定着支援を強化する

平成２８年１月～３月の活動報告！
1/4 港区
年賀交歓会

新年会への
お招き も多く
頂きました

1/8

副議長を拝命してから乾杯の音頭のご指名が増えました

1/27.28 保健福祉常任委員会
視察 別府市の障害者差別解
消法の取組や、障がい者による
バリアフリー観光センター運営
についてお話を伺いました

1/8 チ ャ レ
ンジコミュニテ
ィ大学修了式

1/10 町 会
餅つき大会

し
ま
し
た

卒
園
式
、
卒
業
式
に
参
加

知っ得情報！～区議会公明党の実績～
「港区出産・子育て応援メール」
平成 26 年に実現した子ども
だけが使える「みなと子ども相
談ねっと」が、全区立小・中学
校のホームページに掲載さ
れ、より使い易くなりました
匿名で２４時間相談可能
子どもの SOS を、どこかで、
だれかが気づいて、寄り添って
あげることが必要です

都心区の特徴である高齢出産などのハ
イリスクの妊娠、人間関係の希薄さによる
地域での孤立等からママたちを守り、安心
して出産子育てができるよう、「切れ目の
ない子育て支援」の必要性を平成２６年か
ら繰り返し訴えてまいりました
登録制で、区の子育て支援サービスの
情報を妊産婦や保護者、ご家族に向けて
タイムリーにお届けし、虐待などにつなが
らないように「きずな」メールで支えます

