
        【新規】 障がい者就労支援 

             施設との連携による 

リサイクルの推進  

 

平成 25年 3月、小型家電からレアメタルを

取り出しやすくするまでの分解・分別作業を、

区内障がい者就労施設等に仕事として提供

することについて提案質問  

不燃ごみから回収した電化製品等のコード

から、プラグ類の切断やコードの被覆部分を 

剥離し、銅線等の金属とビニール等に仕分け 

る業務を、平成３０年度 

から障がい者就労支援 

施設に委託します  

         【レベルアップ】 集合住宅共有部の 

          LED照明設置費の一部が助成  

 

平成 26年 11月、省エネルギー、 

二酸化炭素削減の観点から集合 

住宅共用部分の LED化を進める 

ため助成制度の検討を開始すべき 

と質問し実現  

 

 

 

       【新規】 高齢者日常生活用具給付 

            事業で「つえ」の給付を開始  

 

平成 26年 11月、生活不活発病（環境の変化や高齢

化に伴って、生活が不活発になり、心身の機能が低下して

 

         【レベルアップ】 港障がい者福祉 

          事業団の事業の充実・強化  

 

平成 18年に、福祉事業団が任意団体から

NPO法人化してより、障がい者就労を担う中

心的団体として一貫して事業の充実を質問
（21年不況の影響、24年就労率の向上、28年付

加価値のある商品の提供と的確な就労支援）  

        【新規】 産後要支援母子 

           ショートスティ事業を開始  

 

平成 25年 3月世田谷区で開始した産後ケア

センター（２４時間体制の助産師などによる産後ケア）

を例に、港区での産後うつに悩む 

母親へ、宿泊型の母子支援の 

充実を提案  特に、支援の 

必要な母子への助産院での 

ショートステイが実現します  
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写真手前から横断歩道を渡り

右折するとバス停があります。 

その際、「グリーンのガードパイ

プだけを見て右折すると縁石に

つまづきそうになり危険で

す！」とのお声を頂き、紅白ポ

ールを交差点 2 か所に設置  

実績 144 
四の橋交差点の 

歩道の安全対策が実現  

実績146 障害者アート展に東京 2020大会 

公認プログラムのロゴマーク付与  

平成 27 年 9 月、国

立新美術館で開催さ

れる「地域で共に生

きる障害児  障害者

アート展」に、東京

2020 大会公認プロ

グラムのロゴマーク

の付与について提案

質問し、実現  

日頃より温かいご支援を賜り心より

感謝申し上げます。 

皆様からお寄せ頂くご意見・ご相談

一つ一つ丁寧に対応し、さらに議会

質問を重ねることで、地域での実績や

新年度事業の実績も増え、今号では

１０件報告させて頂くことができました。 

これからも皆様のホーム区議として

お役に立てるよう精進してまいります。 

 

平成 30 年度事業

に反映された実績 

実績 149 

南麻布 3丁目の 

カーブミラーを 2面に  

一方通行の道路で T 字路に

カーブミラーがついていまし

たが、誤って行き止まりのとこ

ろを右折して進入する車が多

く、バックで戻る際に安全確

認ができないため、下方向の

カーブミラー設置について町

会から要望があり、実現  

実績 145 

 

実績 147 区の掲示板を移設  

「横断歩道前に区の

掲示板と道案内版が

あり、狭い歩道に立ち

止まって二つの案内

板を見る方が多く、バ

ギーも通れない！」と

のお声を頂きました。 

休会中の町会の地域

ですが複数の方から

も同様の意見を頂き、

土地所有者に確認し

掲示板移設が実現  

我が会派は早くから生徒へのがん教育実施を

議会で質問していましたが、近藤まさ子は専門

家によるがん教育の必要性を平成 25年 10月

に質問  

2/15 に慈恵医科大学付属病院緩和ケア認定

看護師さんによる第 1 回目の授業が御成門中

学校で実施され、視察させて頂きました。 

実績 150 

視
察
を
ご
快
諾
頂
い
た

校
長
先
生(

中
）
と 

区議会公明党の実績 

町会・自治会へ活動費等助成開始 （３年間） 

 

平成 29 年 9 月、住民自治の中核を担う町会・

自治会への一歩踏み込んだ支援策をすべきと

質問し、150人以下の町会・自治会へ、年一回

50万円を上限に活動費の助成等を開始  

防災行政無線難聴対策として 

280MHz帯防災ラジオ配布  
 

公明党議員団は、平成 30 年度予算要望におい

て、武井港区長へ導入拡大を申入れ、本年 6 月

から、防災行政無線放送が聞き取りにくい区内

の全ての世帯へ拡大されることになりました  

お問合せは、各地区総合支所へ。 

1台：1,000円（1世帯 1台限り） 

「ゆかしの杜」開設  
 

平成 15 年 9 月、白金台４丁目目黒通りにある

国立公衆衛生院跡地の活用について、重層な

外観を生かしながら文化芸術に資する施設と

して区が取得するよう提案。 

その後、国との土地交換がなされ、郷土歴史

館をはじめ、がん在宅緩和ケア支援センター、

子育て関連施設 

等の複合施設と 

して本年 4月 1日 

に開設しました  

 （郷土歴史館は 

  11月オープン） 

実績 148 
専門家による 

がん教育が実現  

実績 153 

実績 152 

実績 151    

いく状態）予防の観点から、 

日常生活用品として「つえ」 

の配布を支援すべきと質問 

し実現              

 

 

 

 

公認プログラムのロゴマーク 
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以下答弁 

その他はすべて前向きな答弁でした 

スクールカー予算は、小・中学生は義務 

教育なので教育費、高校生は民生費です 

  街なかのエレベーター、トイレ、店内の段差

情報などを車椅子使用者が車椅子の目線で

記録することで、多くの方がその情報を共有で

きる「ＷｈｅｅＬｏｇ」（ウィログ）というアプリを開発

した織田友理子さんのご意見から質問しました 

 

✿質問項目と主な答弁✿ 平成 30年 第 1回 （2/14～3/13） 

平成 30年度 予算特別委員会 （2/26～3/9） 

＜番外編＞2/12 日本小児科学会倫理委員会
の要請を受け、東京女子医大弥生講堂におい

て公開フォーラムの講演とパネラーを務める

 

性的少数者理解のための 

ガイドブック作成を 

東京 2020大会では多くのお客様をお迎

えするが、性的指向による差別を禁じ

たオリンピック憲章のもと、性的少数者

への配慮事項や対応事例を載せたガイ

ドブックを作成頂きたい  

来年度実施する人権課題に関す

る区民意識調査の結果等を踏まえ検討

を進める。 

＜上記答弁に対し＞ 性的少数者の皆さん

が、どのような言葉に、どのような対応

に自殺するほど苦しくなるのか、また、

どういう言葉かけにホッとしたか等々、

そうした事例を含めて作成するガイドブ

ックに、アンケート調査の結果がなぜ必

要なのか  早急に対応頂きたい  

と再度要望。 

障がい者就労支援施設との連携による

リサイクル事業の更なる推進を 

障がい者就労のメニューに、リサイクル

事業の一部を加えることについて 6 年前

から提案質問を行っているが、平成 30

年度新規事業への反映(実績１４９)は、

大変評価する  今後もさらなる拡充を

検討頂きたい  

麻布いきいきプラザ等改築について 

改築にあたり、区民からのご意見で反映

することができないものは、今後も少しで

も納得できる説明を丁寧にすべき  

さらにＪＩＮＲＩＫＩ

を障がい者（児）

日常生活用具

に追加すること

について も 

民生費で質問。 

重度障がい児学校送迎支援事業 

「スクールカー」について 

事業開始当初の特別支援学校中等部卒

業の生徒だけを対象とするのではなく、

特別支援学校高等部へ進学する重度障

がいの生徒は、どこの中学を卒業しても

対象とすべき  また、港区の「スクール

カー」利用児が、来年度の都の新規事業

スクールバスの対象児となった場合、親

御さんの思いも受け止めながら丁寧な、

そして、柔軟な対応をお願いしたい  

天現寺橋交差点のバリアフリー化を 

東京都は、都立病院新改革実行プラン

2018（仮称）～東京の医療を支え、誰も

が地域で生き活きと暮らせるために～と

いう素案を示し、都民意見の募集を行っ

ている  

その新改革実行プランでは、広尾病院

の機能強化の主な取組として「地域との

医療連携体制の強化」が示され、「地域

貢献病床を整備し地域からの要請に柔

軟に対応」という一文が掲げられている

ことから、「天現寺橋交差点バリアフリー

化」について、港区から東京都、そして

関係機関に改めて届けて頂きたい  

バリアフリー観光の推進を 

公共施設や観光施設・飲食店等の商業

施設も含めたバリアフリー情報をオープ

ンデータ化して公表し、例えば、港区を

訪れた方がすぐそばにある多目的トイレ

の情報を得られるような、位置情報をキ

ャッチしながらバリアフリー情報が得られ

るアプリ開発を促して頂きたい  

高齢者・障がい者に配慮した 

備蓄物資の充実を 

水なしで歯磨きができる歯磨き粉オーラ

ルピース、砂利道、砂地、雪道、坂道も

簡単に車椅子を介助できるＪＩＮＲＩＫＩの

備蓄を進めて頂きたい  

多様性を認め合える文化芸術振興を 

昨年に引き続き、文化プログラム推進事

業の代表である「六本木アートナイト」の

素晴しい文化芸術を障がいのある方々

も創造し享受できるイベントとなることを

要望 東京 2020大会を契機に多様性を

認め合える文化芸術振興が港区のレガ

シーとなる様取り組んで頂きたい  

港区特別支援学級等スクールカー送迎事業について 

障害者権利条約を批准し、差別解消法が施行となった今、今後は遠方にある都立特

別支援学校ではなく、地域で共に育ちあうという観点から区立特別支援学級や通常学

級を希望する重度肢体不自由児や医療的ケア児が多くなることが予想される そこで

自力で登下校が難しい生徒にはスクールカーでの送迎を行い、通学を保障すべき  

障がい者スポーツ人口を増やす取組を 

身体・知的・精神の３障がいを対象とす

る「東京都障がい者スポーツ大会」も、

知的障がいを対象とする「スペシャルオ

リンピックス」も小学生から試合出場が

可能  区内特別支援学級等の児童・

生徒にも情報提供し、試合出場を目指

し継続的にスポーツを行える環境につ

いて区としても支援して頂きたい  

障がい児・者がスポーツを楽しむ様子、

目標に向かって一生懸命プレイしてい

る様子、そうした場面があちらこちらで

見られる港区となりパラリンピック大会

のレガシーとなるよう期待する  

 性的少数者の差別禁止を区長に申し入れ

(昨年よりご相談を頂き取り組んでいます) 

ＪＩＮＲＩＫＩを車椅子

に装着して試す 

ＪＩＮＲＩＫＩパネルを

提示しながら質問 

スペシャルオリンピックスのボウリング

の応援によく行きますが、親御さんから

もご要望を頂き質問しました 


