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平成２９年 第１回 港区議会定例会（2/15～3/14）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。
今定例会で平成２９年度予算特別委員会（2/2７～3/1０）
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の
事業７件を含め 12 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。

知っ得情報！区議会公明党の実績～29 年度事業から～
食品ロス削減の取組が前進！
平成２５年度推計で日本の食品ロスは年間約 632 万トン発生しており、その約半分の
330 万トンが外食産業やスーパーなどの事業者由来とされています。
２８年第１回定例会より質問を重ね、事業系生ごみの食品ロス削減の取組が前進
① 宴会の前後に食べきる時間を設ける「30・10（ｻﾝﾏﾙｲﾁﾏﾙ）運動」
② 食べきり協力店登録制度の本格実施
③ ３分の１ルール（製造日から賞味期限まで６か月とすると、製造日から 1/3 の期間
である２か月を超えた製品については、小売店が納品を拒否できる商慣習）見直し
店舗は「みなとエコショップ」として認定
また、本年 2/11 にはエコプラザで初のフードドライブも実施されました

母子専門支援員
待機児童対策として
（産後ドゥーラ） 「保育コンシェルジュ」配置！
２８年第３回定例会で、保育士経験者
派遣が実現！
２８年第４回定例会で、
産前産後の女性に寄り
添い、家事・育児を支え
る母子専門支援員（産
後ドゥーラ）導入の必要
性を訴え、その結果、
現在行われている産前
産後の家庭に対する
「ホームヘルパー派遣
家事支援」に加えて、
母子専門支援員による
母親の心身のケアや
新生児の育児指導等が
実施されます

等が各保育施設の情報を集約・提供
し、保護者の希望や家庭の状況に応
じて、きめ細やかな「入園マッチング」
を行う「保育コンシェルジュ」導入を
訴え、その結果、本年 4 月より新たに
設置する保育課に配置されることに
入園に至らなかった場合には区内の
入園可能な施設の紹介など
アフターフォローも行い、
また、妊娠期から子育て期
まで保育に
関する相談・
助言も行い
ます

がん患者へのアピアランス
支援が実現！
がん治療の副作用による外見変化は、
治療や就労への意欲低下につながる
ことから、外見ケアなどのアピアランス
支援の周知・啓発、相談体制の充実を、
２８年第３回定例会等で訴え、その結果
ウィッグ、胸部補整具の購入経費の一部
の助成（対象者１人１回３万円、または
購入費の７割の額）が実現 がん診療
連携拠点病院でのアピアランス支援の
周知・啓発を
病院に求め、
相談体制を
拡充させると
の答弁を引き
出せました

✿代表質問✿

所信表明について（多様な主体とのネットワーク
を全庁で共有し、質の高い行政サービスを）
災害時の民間団体との協定見直し
避難行動要支援者の個人情報の適正管理
防災士を避難支援の担い手に
今後の障がい者就労支援
今後の保育コンシェルジュの配置と情報共有
母子生活支援施設での支援のあり方

H29.2.16

中小企業へ販路拡大等さらなる支援を
がん予防・重症化予防対策

✿一般質問✿

マンション空室問題を国や都と協議すべき
医療的ケア、発達障がい教育の体制整備
小池都政への期待感は
区職員の働き方改革を
避難情報名称変更と大規模災害時の受援態勢
防災備蓄品の商品ロス削減
歩道の空洞調査のルール化を
電線類地中化の促進を

H29.2.17

学校での社会保障教育を

✿予算特別委員会質問✿
～皆様から頂いたご意見ご相談から～
女性の視点の防災対策として、
乳児用液体ミルクの備蓄を要望
液体ミルクは、粉ミルクのように
配給の水を煮沸したり哺乳瓶を煮
沸消毒する必要もなく、保存期間が
１年間の物も
東日本大震災でも熊本地震でも
海外からの支援物資として届けら
れました
共働き家庭の多いフィンランドで
は９割が液体ミルクを使用
男女共同参画会議でも「女性活
躍加速のための重点方針」に、製
品化に向けた取組を加速することを
盛り込ませる予定
日本での製造販売について課題
は多々ありますが、平成 32 年頃の
液体ミルク解禁を目指すようです

Point！ 港区はアレルギー対応の粉ミル
クや滅菌済み哺乳瓶も備蓄しています

口腔ケアと嚥下リハビリテーションの
実施について
障がい者・高齢者施設入所者に向
けて
在宅障がい者・高齢者に向けて
一般区民に向けて
災害時の福祉避難所での口腔ケア
と備蓄を推進すべき
加齢による嚥下機能の低下、唾液中
の菌の誤嚥を防ぎ、いつまでも自分の
口から美味しく食事ができることを目
指しての質問です

Point！ 日本人の死因の
一位はがん、二位は心疾患、
そして、三位は肺炎
厚労省の直近データ（平成 27
年）では、肺炎死亡者の 97％が
65 歳以上の高齢者

特別支援教育について
就学前施設との連携ツールと
して就学支援シート活用状況
今年度から始まった特別支援
教室を踏まえ、自己肯定感が下
がる、ひきこもり、いじめなどの
二次障害防止の観点からも小学
1 年での支援の充実を訴え方向
性を伺う
「放課後等デイサービス」との
連携をすべき
学童クラブも含めた教育と福
祉の連携の推進を教育計画に
盛り込むべき

Point！ 近藤まさ子は２人の障がい
児を育てた経験、障がい関係のネットワ
ークがあることで、特別支援教育につい
ても多くのご意見ご相談を頂きます
港区の現状を調べ、国の方向性も見定
めながらの質問です

平成２９年度新規・レベルアップ事業その他実績！
実績 125

「地域で共に生きる障害児 障害者アート展」国立新美術館開催復活 （2015/９質問）

障がい者と芸術との接点を増やすこと、さらに才能の発掘、評価、すぐれた才能を伸ばすという視点から、
障害者アート展の仕組みづくりは重要 国立新美術館で開催する意味を保健福祉の分野だけでなく、産業・
地域振興も含め区全体の予算の中で検討すべきと質問 （1/18～1/30 企画展示室１E にて開催）

実績 126

教育委員会の表彰制度見直し

（2016/3/要望）

実績 127

エコプラザにて初のフードドライブ事業
（2016/9/提案質問）

「区立学校の児童・生徒は表彰されても、同じチームに
いながら私立学校の児童・生徒は表彰されない、これっ
て何とかなりませんか？同じ港区の子どもなのに・・・」
とご相談を受け、教育委員会に申し入れ、さらに議会に
おいてもしっかり要望しました
その結果、平成 28 年度表彰から・・・
① 港区内団体 ② 区内に拠点のあるクラブチーム等
（団体） ③ 区内在住在学の生徒等（個人）に公立・私
立に関係なく対象が広がりました
しかも、特別支援学校（幼・小・中）も入っています
障がい者スポーツの表彰についても平成 20 年 10 月か
ら度々質問しています。
引き続き、高校生以上の障がい者アスリートの表彰に
ついても要望して参ります
実績 128

白金 1 丁目カーブミラー設置

実績 129

衛生介護用品のメニュー拡充

高齢者・障がい者の紙おむつ等介護用品メニューに、
使い捨てプラスチック手袋、消臭剤、防水シーツ（大判）
等が追加されました

自転車の衝突事故や車との接触
事故が度々起こる白金 1 丁目の
保育園横の交差点に、長年要望
してまいりましたカーブミラーが、
設置されました

実績 130

食品廃棄物・食品ロス削減推進事業

新規 （2016/9/質問）区議団実績参照
実績 131

障害者就労支援事業所設備整備等

補助 新規 （2013/3/質問）障がい者の就労機会の提
供及び継続的な就労の場の確保を支援するため、障が
い者就労支援事業所における生産設備の整備等に要
する経費の一部を補助します
実績 133

外国人のための防災対策 レベルアップ

（2009/9/質問）港区国際防災ボランティア研修講座の
実施回数を拡充し、外国人向け防災ワークショップの実
施で各地区総合防災災訓練への参加につなげる
実績 135
障害者スポーツの普及 レベルアップ
（2011/11～度々質問）スポーツ教室の実施、競技に必要

な資器材の整備、車いすバスケットボール実施可能とな
るよう床面をコーティングする

実績 132

障害者就労支援

レベルアップ

（2014/9/質問） 区内の障害者就労支援事業所のネット
ワークを強化し、受注先開拓や共同受注・共同生産の
仕組みによる受注業務の確保・拡大を図る
実績 134

重症心身障害児(者)在宅レスパイト

事業 レベルアップ （2007/6～度々質問）
訪問看護師によるレスパイトケアを実施する
実績 136

みなとタバコルール推進 レベルアップ

（2015/3/質問）喫煙場所増設（7 カ所）やデジタルサイネ

ージによる在勤者・観光客に対する効果的な啓発、店
舗・事業者への指導を強化する

平成２８年１月～３月の活動報告！近藤まさ子ブログより

1/4 港区
年賀交歓会
2/16

1/13

港区新年あいさつ交歓会

慈恵大学病院がん患者アピアランス相談室視察

平成 18 年 4 月 金沢
市 は 中 核 市 とし て 初 1/27 金沢市児童相談所視察
めて横須賀市と同時
に児童相談所を設立
し、「 こども総合相談
センター」として福祉・
教育・保健の部局を
超えた連携をもとに児
童福祉の充実を図っ
ています 港区では
南青山に子ども家庭
支援センター機能、家
庭相談センター機能
（ひとり親支援、配偶
者暴力相談支援）、児 2/21 南青山
童相談所機能を併せ 港区児童相談所
持 つ セ ン タ ー を 平 成 建設予定地視察
33 年 4 月の開設に向
け整備します

2/3 TOKYO 油田(株)ユーズ視察！天ぷら油から
バイオディーゼル燃料を商品化しています！
様々な大規模開発が
進む港区です！
起工式後の直会にて
2/25 区立白高
児童遊園にて

3/21

駅舎模型
デザインは
隈研吾氏
1/24 田町駅前
東口地区第一
種市街地再開
発事業施設建
築物（商店街
棟、交番棟）
新築工事

区長室にて

2/10 品川新駅(仮称）
新設・品川駅北周辺地区
土地区画整理事業

港区では本年 2 月現在１，７０９自治体と様々な連携協定を結んでいます
白高児童遊園にて、白金プラザ会・港区・庄内町・庄内町観光協会は商店街
友好都市との交流に関する基本協定を締結し、庄内町の木
である椿を植樹 夏に蛍、冬に雪をご支援頂いています
区長室では、同じく商店街友好都市である郡上市市長と
市議会議長をお迎えし懇談 3.11 の後ペットボトル水を大量
にご支援頂きました

郡上市マスコットキャラクター

郡上良良（ららちゃん）

