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平成 29 年度予算要望

10/26

港区議会公明党の実績
小学校の新設＆国際学級の拡大が実現！

武井雅昭港区長に対して平成
29 年度予算要望を行いました。
日頃、皆様から頂いているご
意見ご要望のほか、区民福祉の
向上と伴に、自然災害への備え
をはじめ防災・減災対策、東京
オリンピック・パラリンピック
大会への街づくり、スポーツ・
文化芸術の更なる振興等、165
項目を予算要望書として提出致
しました。
区長からは「区政全般にわた
るきめ細かな要望を頂いた。区
としてできる限り反映できるよ
う努める。」と
コメントがありました。

平成２７年第４回定例会で、児童数が増え続ける芝浦港南地域の小学校の
適正規模・適正配置について質問。その結果、平成３３年完成予定で、芝浦小
学校通学区域内「みなとパーク芝浦」芝生広場に、新設校として（仮称）芝浦第
二小学校が設置されることになりました！
また、平成 24 年第 2 回定例会より数回にわたり、同年東町小学校で開設とな
った国際学級の他校への拡充、更に、卒後の中学校での開設の必要性を訴え
て参りました。結果、２９年度から南山小学校 1 年、六本木中学校 1 年に開設さ
れることとなりました。
区立図書館の会館時間延長へ！
平成２５年予算委員会にて、区民ニーズを踏まえた土・日曜・
祝日の区立図書館の開館時間の延長の必要性を訴えました。
結果、本年１２月より、区立図書館６館で土曜日の開館時間が
現在の１７時迄から、平日と同じ２０時迄に延長されます。

「喫煙場所マップ」と「雨水ます用ポイ捨て禁止ステッカー」
の配布が実現！
「みなとタバコルール」の徹底のため、環境に配慮した分煙
体制の強化や歩行喫煙防止策として、民間施設も含めた
喫煙場所を明記した「喫煙場所マップ」の作成、及び、「雨
水ます用吸い殻ポイ捨て禁止ステッカー」の作成を提案し、
10 月より各地区総合支所において配布が実現しました。

平成２８年

第３回

✿代表・一般質問項目と主な答弁✿

港区議会定例会

✿ 新公会計制度と財政情報の公開で財政の見え
る化を→財政情報を広く活用する為の検討を進め、
財務書類のオープンデータ化による情報提供など透
明性の高い区政運営に努める。

（9/14～10/12）

✿ 自治体間連携を防災対策に生かすべき
✿ 審議会等の女性委員の比率５０％を目指す為、
条例や規定の整備など検討すべき
✿ 東京２０２０オリンピック・パラリンピック大会に
向け、気運醸成、教育の充実、スポーツ振興を
✿ 児童福祉法改正を踏まえた児童虐待防止対策
の取組は→警察や医療機関と連携した保護者支

9/14 代表質問

援の実施、里親の相談支援等も含め取り組む。
改正の主な点は、法の目的を「福祉の増進に寄与すること」とし
ていたものを、「共生社会の実現に資すること」としています。
障がい者を福祉の対象とするのではなく、「障害の有無によって
分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共
生する」としました。日本の障がい者施策の大きな転換です。
そして、発達障がい者の定義を「社会的障壁」により日常生活・
社会生活に制限を受けるものと明確化しました。
支援施策での主な改正点は、教育では、可能な限り発達障がい
児がそうでない児童と共に教育を受けられるよう配慮し、いじめ防
止等の対策を推進するとあります。
また、就労支援では、新たに、事業主に対する責務として、適正
な雇用の機会の確保、特性に応じた適正な雇用管理を行うことに
より雇用の安定を図るよう努めなければならないとしています。

9/1５ 一般質問

✿ 歩きスマホについて関係機関と協力し、
区として主体的な対策をとるべき→メールでの

注意喚起や広報みなとでの啓発、第１０次港区交通
安全計画に交通マナーの遵守を盛り込む。
✿ 地域貢献の人材育成を→みなとキャンプ村等での
体験から、子どもの地域貢献の意欲を育む。

✿
✿
✿
✿

幼稚園、小・中学校への木育推進を
観光施策で商店街活性化を
区内中小企業のグローバル展開支援を
特定健康診査受診後の継続的指導とかかりつ
け医の推進を→かかりつけ医普及と健康づくりに
ついて調査する。

✿ B型肝炎ワクチン接種を１，２歳児へも→感染リス
クやワクチン供給を考慮し、１歳未満とする。

✿ 発達障害者支援法改正を踏まえ、発達支援セン
ター事業の拡充、就労支援や特別支援教育の
充実、区職員や教職員の資質向上を
→相談体制の整備、就労事業所職員の研修や体制
整備、個々の自立や社会参加を見据えた教育の指
導・支援の充実、継続的な研修で職員の資質向上
を図り共生社会の実現を目指す。

✿ 公共交通機関の安全性確保を強く求めよ
→駅ホームの安全点検の実施、視覚障がい者への
積極的な声掛け、ホームドア設置計画を進めること
を事業者に対し要請する。

平成２７年度決算特別委員会 （9/27～10/11）

決算特別委員会室にて

副議長職は、議会や決算特別
委員会では質問はせず、各委員
の質問と担当課長の答弁を聞
くことに徹しています。
皆様からのご意見ご要望は
６項目について原稿を作成し、
会派の議員に託しました。
すべて前向きな答弁でした。

福祉避難所の拡充を
福祉避難所に非難ができる要介護者は
4 人に 1 人、障がい者は 50 人に 1 人
熊本地震の際、避難所に指定されてい
なかった熊本学園大学での福祉避難所の
開設が大変評価されたことから、社会福祉
や看護を専門とする大学、特別支援学校
等との防災協定も視野に、福祉避難所の
拡充を訴えました。

チャドクガ被害の
対策を

食品ロス削減への取組を
全国でもＣＯ2 排出がトップの港区は、
今後 20 年は人口増の予想
区民・在勤在学者が地球温暖化対策
への意識を高めるために、港区のリサイ
クル事業の見える化、事業者への取組、
エコプラザでのフードバンク事業を提案
しました。

チャドクガに触っていないの
に、痛痒さが数日続く被害にあ
ったと複数の方からご相談を頂
きました
椿等の常緑樹に産卵し、1 匹
の幼虫には 0.1 ミリ程の毒針毛
が 50 万本～600 万本あると言
われ、この毛は卵にも成虫にも
ついていて、風に飛ばされて、
一年中被害にあうこともある。
公園・緑地・遊び場等 79 施設
に約 3,500 本の椿類があること
がわかり、子どもたちの為にも
念入りに駆除すべきと要望。

肢体不自由児へ
の合理的配慮を
特別支援学級在籍児童への
送迎支援を、通常学級の障が
い児にも保障すべきこと、又、
介助員不足の対応として、介
護職の登用を提案しました。

入学準備金の
拡充を
昨年 3 月に引き続き、この 10
年ほぼ同額の入学準備金につ
いての拡充を、子どもの貧困
対策の一環としても進めるべき
と訴えました。

認知症サポーター上級者講座の実施を進めるべき
これまでのように認知症の理解者としてのサポーターを量的に養成
するだけでなく、様々な場面で活躍できる人材育成をめざし、より上級
な講座を実施すべきと、厚労省で示された認知症対策の方向性を訴
え、港区での実施を求めました。

✿活動の記録✿
(近藤まさ子ブログ・ホームページから)

8/24 区長に要望書提出
公共交通機関の安全性を確保
するための要望書 （地下鉄ホームか
らの視覚障がい者転落事故より）
（区長）先日、丸川オリンピック担当大臣
にお会いしたときに、新国立競技場への
アクセスとして周辺交通機関の整備をお
願いした。

障がい者施設の防犯体制の
総点検と安全対策強化への要望書
（区長）障がい者施設、高齢者施設の安
全を図りつつ、開かれた施設でもある必
要がある。

「心のバリアフリー」推進への
要望書
（区長）大変重要なことです。これからもし
っかりと取り組んでいく。

特に私からは、津久井やまゆり園事件を受けて、
障がい者ご家族からのお声を受け、福祉施設の防犯体制
総点検と安全対策の強化を
被疑者が犯行に及んだ『障がい者なんていなくなればい
い』という優生思想は特別なものではなく、社会の闇に潜ん
でいることも想起させました
『障がい者は税金を使う金食い虫』という差別的発言や、
昨秋の茨城県教育委員の『妊娠初期に障がいの有無が分か
れば障がい児を減らせる』という趣旨の発言を例に挙げ、今
こそ、真の心のバリアフリーを推進すべき
被疑者に措置入院歴があることから、『精神障がい者は何
をするかわからない』といった偏見をしっかりと払拭すること
が、港区の今後の福祉施策にとって大変重要になる
等と訴え、誰もが生きる権利を当たり前に守られる港区とな
るよう要望致しました

10/16 防災訓練

10/19
われら区役所たんけん隊
にて港区議会の説明

「地域住民の福祉の増進の為に、
区役所も区議会もあるのです」

10/8・9
区民まつりでは、
母としてお手伝い

10/23 六本木アートナイト
六本木の街一帯がアートの世界に！

10/13
9/18 宮神輿渡御

皆様お一人お一人の声が
形となりました！
★実績 120★
四の橋児童遊園のトイレ
が様式になりました
高齢者の皆様からは、洋式
でないと膝が痛くて入れない。
子どもたちのママからは、
子どもが後ろ向きで座るので、
「誰かに開けられたら怖い！」
と言ってトイレに入れない等
多くのお声を頂いていました。

10/19 燃料電池車の納車式
水素と酸素で電気を発生させます！

★実績 121★ 衛生介護用品メニューを拡充
紙おむつ給付事業（高齢者・障がい者）の物品に、
介護用シートとおしり拭きが追加されました。
紙おむつだけでなく清拭用具やシーツ等のご要望
を頂き、昨年 9/28 に質問していたものです。

★実績 122★ 国際学級実施校拡大
★実績 123★ 芝浦港南地域に新設校設置
1 ページ参照
★実績 124★
四の橋バス停に
ベンチ設置

