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平成 30 年度予算要望
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港区議会公明党の実績
中小企業や障がい者就労支援施設等の販路拡大を推進！

武井雅昭港区長に対して
平成 30 年度予算要望
3 年後の東京 2020 オリンピッ
ク・パラリンピック大会を見据え、
安心安全で活気あふれる街づく
りを目指すと同時に、多様性を
認め人権を尊重できる港区を。
そして、世界中、各自治体で
も 2030 年を目指して取り組み
始めている持続可能な開発目標
SDGs を区民・事業者が取り組め
る仕組みづくりを。そのほか、
皆様からのご意見ご要望も含め
192 項目について要望しました。

景気低迷が続くなか、平成２２年第４回定例会より度々区内中
小企業の販路拡大支援を議会質問等で取り上げ推進。
その結果、今年度より、産業見本市や展示会に出展する際の
補助件数が 100 件から 170 件に拡大され、海外の産業見本市出
展への補助上限額が 15 万円から 50 万円に拡大されました
また、平成 26 年 9 月の決算特別委員会で、新装オープン予定の
港区福祉売店「はなみずき」に、物品等を提供する障がい者団体
を増やし取扱商品の多様化等機能充実を訴えた結果、23 区で初
めて、区内障がい者就労支援施設等と全国各地の就労支援施設
等の生産した商品を、双方で販売する取組が開始されました

区教職員の働き方改革が前進！

青山一丁目駅にホームドア実現！

教職員の長時間勤務の是正・改善
を求めて参りましたが、この度、区立
幼稚園、小中学校では教職員の長時
間勤務の縮減に向けて、定時退勤日
や部活動休養日の設定など、各学校
での働き方改革の対策について保護
者、地域に理解して頂けるよう教育長
学校長連名で通知し、勤務の改革が
始まりました

青山一丁目駅での視覚障がい者のホーム
転落死亡事故を受け、平成 28 年 8 月 15 日、
港区議会公明党は公共交通機関のホーム
の安全点検の実施と事故防止について関係
機関への申し入れを、武井区長に要望
現在、ホームドア設置に向けて、工事が急
ピッチで進んでいます

働き方改革が
進むことで、
「教室で子ども
と向き合う時間
の充実」が図ら
れます

長年にわたり、「ちぃバス停留所」に
屋根並びにイスの設置を提案・要望
し、現在 56 か所の整備計画が進めら
れています 平成 29 年度はおおよそ
20 か所が整備される予定 高齢者や
子育て世代など多くの区民に喜ばれ
る地域交通を実現致します

ちぃバス停留所の整備を推進！

平成 29 年

第3回

港区議会定例会
（9/13～10/6）

今回の近藤まさ子の定例会のテーマは SDGs
SDGs（Sustainable Development Goals エスディジーズ）
とは持続可能な開発目標で、2015 年 9 月、ニューヨーク国連
本部にて採択された政府や企業を含めたあらゆる立場の
人々が 2030 年迄に解決すべき課題を設定した目標で、行

：国際都市港区として
SDGs を踏まえた区の
取組について、区民や
事業者に対しわかり易く
周知し、共に「誰一人と
して取り残さない」という
理念のもと我が事として
捉え、支え合う意識を
体現できる港区を築くべき
：国の動向に注視し、ＳＤＧｓ達成
に向けた取組や区民、事業者への
周知方法を検討していく。

動計画として 17 の目標と 169 項目のターゲット(具体目標)
を掲げています。
これまで国際的に「開発」といえば一般的に発展途上国
の経済社会開発を意味していましたが、今回の決定は非常
に重要な歴史的転換点を示しているともいわれています。
それは、「開発」という言葉単独で表現できるものではな
く、環境・経済・社会といった側面を統合的に持続しない限
り、真の開発はない！という認識が国際社会で築かれてき
たからです。
地球温暖化に伴う気候変動、エネルギー問題、自然災
害、国内および国家間の不平等の拡大等ですが、実に 17
の目標のうち 12 が環境に関連するものです。
先進国も含めた国連全加盟国が 2016 年から 2030 年迄に
地球環境と人々の暮らしを持続的なものとする為に「誰一人

：昨年、平成 30 年度から新たに
「障害児福祉計画」を策定するにあ
たり医療的ケアが必要な障がい児
の支援について伺い、区長からは
「医療的ケアの必要な障がい児の
実態把握に努めるとともに、障が
い児一人ひとりの成長に合わせた
切れ目のない、きめ細かな支援が
行えるよう、庁内はもとより、関係
機関との連携を強化し、積極的に
取り組む」と大変前向きなご答弁を
頂いた。
平成 32 年 1 月開設予定の（仮称）
元麻布保育園では、経管栄養や
痰の吸引などの医療的ケア児や
障がい児も対象としている。
医療的ケア児の卒園後の放課
後等の居場所を確保すべき
：障害保健福祉センターを活用し
た放課後等デイサービスの実施を
検討している。
身体を使った遊びや、創作活動
等を通じて、運動機能や認知機能
の向上を図るなど、卒園後も切れ
目のない支援を行っていく。

として取り残さない！」を理念とし取り組みを開始しました。

外務省の依頼で SDGs をラップにして PR したピコ太郎
1．貧困をなくす 2．飢餓をなくす 3．健康であること
4．質の高い教育 5．ジェンダーの平等 6．清潔な水と衛生
7．再生可能エネルギー 8．適切な良い仕事と経済成長
9．新しい技術とインフラ 10．不平等を減らす 11．持続可能
なまちと地域社会 12．責任をもって消費する 13．気候変
動への対策 14．海のいのちを守る 15．陸のいのちを守る
16．平和で公正な社会 17．目標のために協力する

：平成 29 年 4 月 1 日現在、
町会・自治会総数 243 団体中
9 団体（高輪地区 2、芝地区
3、麻布地区 4 団体）が休会
中。休会中の町会在住防災
士が地区防災協議会に関わ
り防災力を高める仕組みを。
：地域の防災協議会、日本防
災士会港区支部、総合支所
事業の案内、また、防災士同
士の交流の機会の場を継続
的に設け支援する。

：テレワークの「テレ」は「会社
から離れた場所で」、「ワーク」
は 「働く 」と いう意味 の造語 。
ICT（情報通信技術）を活用し
た時間や場所にとらわれない
柔軟な働き方。
日本では第 1 子出産後 62％
の女性が離職。労働力人口減
少の緩和や、障がい者、難病
者、高齢者等の雇用の創出、
環境負荷の軽減も挙げ、政府
は 7 月 24 日（東京五輪開会式）
を「テレワーク・デイ」に制定。
港区でも推進すべき。
：課題の整理、他自治体の状
況等収集し、調査研究する。

平成 28 年度

決算特別委員会
（9/22～10/5）
：本年 6 月、「文化芸術振興基本法」
の改正法案が国会で可決・成立。
法律の名称を「文化芸術基本法」と
し、基本理念には公明党のリードで
文化芸術を創造し享受する権利が、
「年齢、障害の有無、経済的な状況
にかかわらず等しく」が追加。
皆が日常的に楽しめる「障がい者
街なかアート展」の企画を。 また、
障がい者も文化芸術に参加・創造で
きる具体的な施策を盛り込んだ「港
区文化芸術振興プラン」にすべき。
：身近な場所で、文化芸術を鑑賞、
参加・創造でき る機会 の充実を 図
る。また、誰もが多種多様な文化芸
術を鑑賞・参加・創造できる機会の
充実を振興プランに反映する。

：①障がい者就労継続支援 A 型事業所の
赤字経営、廃業により、障がい者が大量解
雇されている全国の現状に鑑み、付加価値
のある商品の提供、的確な就労支援など、
区はこうした課題に大胆に取り組むべき。
②卒後の医療的ケア者の居場所を確保し
社会参加の機会を保障すべき。
③全世代対応型の地域包括ケアを。
④昨年、子どもが権利の主体であることを
明確にした児童福祉法の改正を受け「新し
い社会的養育ビジョン」も発表された。乳幼
児虐待件数の増加から、区は乳児院との
関係強化をすべき。
：①補助金交付事業の活用等、継続的な
就労の場の確保に努める。②体制を整備
する。③区内の豊富で多様な地域資源を
活用し仕組みを構築する。④より連携を深
め、支援体制の充実に取組む。

：東京都歩道橋撤去要件
１．利用者が著しく少ない
２．通学路に指定されてい
ない３．近傍に横断歩道が
設置されている。この３条
件を確認し、交通管理者、
区、町会などとの合意が得
られた場合には撤去を行っ
ている。バリアフリーの観
点からも推進すべき。１５年
前から訴えている天現寺橋
歩道橋もバリアフリー化を。
：都と協議を進める。また、
天現寺橋歩道橋は 隣接地
建替の機を捉え、エレベータ
ー設置等を関係機関に要請
していく。

：現在、区内 13 カ所にある 29
の区民協働スペースの昨年度
の利用割合は高い所で 79%、
低い所で 3％。
区の課題解決に向けて、地
域で共に考え行動できるよう
協働スペースを活用した出前
講座を企画するなど、協働の
きっかけづくりをアウトリーチで
積極的に取り組みながら協働
スペースの活用を促すべき。
：区民参画組織を母体とした
新たな団体や、これまで利用
のなかった地域団体の活動の
場として利用が広がっている。
今後も区が協働スペースを
活用して事業を実施するなど、
スペースの周知をし、より一層
の活用の促進を図る。
：世界では SDGs を経営戦略に
位置づける企業が増え、ある
試算では様々な課題を解決す
る中で生まれる新しい市場は
年 12 兆ドルとも言われている。
国際都市港区であるからこそ
事業者へも区民へも SDGｓに
向けて実践できるよう区の施策
と併せて誘導すべき。
：事業者への周知啓発方法を
検討し、区民へはアウトリーチ
の視点も含めて検討する。
：①人口増、スポーツ人口
増に伴いスポーツの場の
確保を推進すべき。
②‐ⅰ 2020 年の学習指導
要領改訂には公明党の推
進で SDGs の理念が反映
される。この理念を認識し
行動に移せる教育を。
②‐ⅱ また、プログラミン
グ教育も必修化されるが、
区の取組は。
：①区内大学、高校、民間
のスポーツ施設を区民の
利用できる場となるよう積
極的に働きかけていく。②‐
ⅰSDGs も含めた教育課題
にかかる実践方法につい
て研究する。②‐ⅱ各校の
取組を情報共有し効果的
なものとなるよう研究する。
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武井雅昭区長及び青木康平教育長に
就学援助の充実を求める要望書を提出
区では、全ての子どもたちが自分の可能性を信
じて前向きに挑戦し未来を切り開いていけるよう
「子どもの未来応援施策」を推進しています。
今回は、就学援助について、小学校入学前の支
給を来年度から実施して頂きたく要望
これまでは、入学前の支給を自治体独自で行う
場合、国庫補助の対象となっておらず、本年 3 月、
衆議院文部科学委員会で、公明党の富田衆議院
議員が政府に対し「国が要綱を変えればできる。
早急に検討を」との主張に、義家文科副大臣が、
「速やかに行いたい」と前向きな見解から実現
速やかな実施を要望し、区長、教育長からは、
「検討を進める」とのコメントを頂きました

近藤まさ子
の
活動から

9/6 ＮＰＯねこだすけ工藤代表理事に
地域猫対策・動物愛護について伺う

10/7・8 区民まつりでお手伝い

10/15

総合防災訓練 高輪（左）麻布(右)

区民相談はお気軽に
皆様お一人お一人の声が
形となりました
南麻布 2 丁目の私道に
「進入禁止」の表示が実現
地権者、町会のご協力を頂き、
路面表示が実現しました
実績 139

実績 140
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港区男女平等参画
条例パンフレットに
性的少数者の人権
が明記
本年 6 月の議会で
港区男女平等参画
条例に性的指向、
性自認を明記し、
性的少数者の人権
の尊重を明記すべ
きと質問しました
条例は改正されて
いませんが、10 月
発行の条例のパン
フレットにはしっかり
明記されました

元麻布 2 丁目
カーブミラー設置
見通しの悪い路地の安全対策
のご要望が実現しました

実績 141

