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港区議会定例会

2019.6

報告

皆様の力強いご支援のお陰で、近藤まさ子は 4 期目をスタートさせて
頂くことができました。皆様の一番身近に存在する区議会議員「ホーム
区議」として、これからもさらに力を尽くして参ります。
区議会議員選挙により発行が遅くなりましたが、2・３月の
議会質問&答弁と、皆様のご意見ご相談等から質問を重ね、
新年度予算に反映された実績について報告致します。

✿代表・一般質問✿
★Q>平成 29 年度に採択された請願趣旨を踏ま

Q>AED 設置場所を瞬時にスマホで確認できる

え、東京 2020 大会までにパートナーシップ制度
情報提供を
を施行すべき
A>現在のスマホ表示を改善する。
★A>多くの幅広い方々の理解と
消費増税に伴うプレミアム付き商品券の発行
協力を得るために条例化する。
条例案は来年度内の議会に提出し、東京 2020 Q>影響を考慮し、商店街・利用者の双方にメリットのあ
る事業として実施する方策を
大会前の施行をめざし準備を進める。
障がい児・者施策の充実

歩道の切り下げのバリアフリー化
Q>歩道の平坦な部分が
連続する構造に

H31.2.15

Q>元麻布保育園での障がい児（医療的ケア児
含む） の保育の実施にあたっては療育の充実も
A>沿道の方々にご理解
検討すべき
頂きながら安全・安心・
A>関係機関と連携し個々に適した保育環境を整え
円滑な歩行空間の
児童の成長発達を促す。
形成に努める。
Q>学校での看護師、学習支援員、介助員の支援の
公明党議員団として武井雅昭港区長に対する
あり方、登下校の支援体制の整備を
『園児の散歩ルート等の安全確保を求める緊急要望』
A>教育委員会にチーフ看護師を配置、児童・生徒、
１．散歩ルート等の安全点検と改善策を講じること
保護者へ医療的ケアの事前説明なども行い環境
２．警察等関係機関と各園と保護者等との連携強化
を整備する。
３．園児の保育、教育が制約されぬよう特段の配慮を
Q>就労においては遠隔操作のできるロボットの活
用等、テレワークの実施を
A>就労支援に取り組む社会福祉法人等と連携し
積極的に働きかけ、適切な情報提供を検討する。

NEW!

AED を活用し易い環境整備
Q>新年度から実施のゴミ戸別訪問収集作業時で
の AED 携行と、すでに携行している防犯パトロー
ル通称「青パト」の AED 携行についての周知を

R1.5.20

✿予算特別委員会質問抜粋✿
～皆様のご相談から～記載した答弁以外は前向きなものでした！

タバコルール周知徹底を！

最近、犬の糞尿の始末をしない人が多い
んだ 糞のある場所は、シルバーカーや
バギーや車椅子の通る道路の端だか
ら、しっかりと対策を講じてもらいたい

開発やビルやマンションの建て替え等で
港区に訪れる建設関係事業者が、駐車
場や路上で喫煙し、隣家や、児童・生徒
の登校時間に通学路に煙が流れること
もある
タクシー運転手のマナーの
悪い喫煙もある
罰金設けてほしいんだけど
巡回指導員による更なる周知徹底を

犬の糞尿何とかして！

と質問

来街者が多く昼間人口 100 万人の港区におい
て、事業者や店舗が国や都の受動喫煙防止対策助成金
や補助事業を活用できるよう港区で新たに設置する受動
喫煙防止対策のための相談窓口にて情報提供を
さらに、環境リサイクル支援部環境課・みなと保健所健
康推進課・各総合支所協働推進課との連携強化、相談
窓口案内のリーフレット作成についても要望しました
Point！

糞の放置に罰則を設けているところは 23 区では杉並、
足立、目黒、渋谷区で、杉並以外は罰金規定もある
港区でも周知の他、条例に罰則規定を設けていくべきで
はないか と質問しましたが、前向きな答弁は得られま
せんでした
軽犯罪法 1 条 27 号では、「公共の利益に反し
てみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を
棄てた者」と規定し、これに該当するものは拘留又は科
料（1000 円以上 1 万円未満）に処するとされています
Point！

ふるさと納税の対象事業に！
地域猫対策はボランティアさんたちの
貢献なくしてはあり得ません
何とかボランティアさんたちの活動費
を助成してもらえないでしょうか

障がい者と妊産婦の避難所を！
障がい者が福祉避難所へ避難する場合、
国では介助者は家族で１人だけ認められ
ているが、港区の考え方は
非常事態で
1 人での介助では難しいので、両親や兄弟
も含めて 2 人を認めてほしいんだけど
それから出生数は 23 区でトップなのに妊
産婦の避難所は大丈夫なのかしら
障がいの状態と避難所の状況で柔軟に対応する との
答弁 圧倒的に足りない障がい者の福祉避難所の現状
から、区内の都立特別支援学校２校と提携する等、検討を
開始すべき との質問には調査研究する との答弁
旧愛育病院との協定で 100 人定員の母子救護所があ
り、その他は未定だが、在宅避難者への保健師等の訪問
を充実させる との答弁を得ました

保育園入園基準の見直しを！
1 日 8 時間働いたとみなされない場合が
あることを知って欲しいんです 点数が
満たなくて保育園に入れませんでした
週 5 日以上で一日 8 時間以上の就労を常態としている場合
から就労時間が減少するにつれ、保育の必要性を示す点数
が減るため、丁寧な調査と基準の見直しをすべき と、様々
なご相談のケースを示して質問し、職員が家庭ごとの状況を
丁寧に把握し適切に反映するとの答弁を得ました

港区版「ふるさと納税」として、様々な区内のボラン
ティア団体への活動助成を検討頂きたい と質問し、
ボランティア団体と協議を開始する との答弁
和歌山市では、ふるさと納税に「猫殺処分０」
を掲げ大変盛り上がりました
Point！

東京 2020 大会のレガシーに！
大会の機運を盛り上げるためにも、港区
が野球チーム発祥の地であることを周知
し、このことがレガシーとなり区内の少年
野球チームが誇りを持ち、高校球児、プロ
野球選手の夢を描けるような取組を
その他、観光、スポーツ、福祉分野等の区内のボランテ
ィア情報を集約し周知すること さらに、ボランティアを
お願いしたい人とやりたい人双方のマッチングが可能と
なる取組等、共助の精神がレガシーとなるようなボラン
ティア活動支援の充実を図ることについても質問
野球チーム名は“新橋アスレチック倶楽部”
三田では“徳川ヘラクレス”
夏季オリンピック競技
の野球は、過去 2 回正式競技から外されましたが、
2020 年から始まる開催地提案として、野球、ソフトボー
ル、空手、スケートボード、スポーツクライミング、サーフ
ィンなど 5 競技 18 種目が追加種目となりました
Point！

都営バス当該バス停のベンチは来年度予算で都
が設置の検討を進めるとの答弁
また、ちぃバス当該バス停は民有地のため所有
者との協定でバス停を設置しているが、ベンチにつ
いては区民からの要望があるとして所有者等と協議
していくとの答弁

バス停にベンチを！

都営バスバス停にあったベンチが、開発で
大きなビルが建ったら無くなったんだ 何とか
復活して欲しいんだが。
ちぃバスバス停のベンチも歩道の幅員が小さ
いと設置できないと聞いているが、かなり広い Point！
所なので設置して欲しい所があるんだが。
区内で民有地にあるちぃバスのバス停は 3 ヶ所

平成 31 年度新規・レベルアップ事業となった実績等！
実績 158

安全対策として白線の引き直しと
一時停止線を引いて頂きました （東麻布）

実績 157

実績 159

カーブミラー設置
（南麻布）

実績 160

グリーン帯と白線を引き直し
て頂きました (東麻布)

ハクビシン等対策 家屋内侵入等による区民の生活環境被害に

対応するため個体の捕獲等の防除事業を実施

東京都アライグマ・ハクビシン防除実施計画の策定を踏まえ、港区でも
多く目撃されているハクビシン対策について H27.6.17 質問
実績 161

フードドライブの実施

食品ロス削減を推進するため、各家庭の余った食品を集めて寄付する

エコプラザなどで定期的なフードバンク事業の取組を行うことを H27.9.29
提案質問
実績 162

元麻布保育園管理運営

区内で初めて医療的ケア児・障がい児保育を実施する
保育園を H32.1 月に開設
実績 163

医療的ケア児支援

区立学校において医療的ケアを行う看護師や学校生活
を支援する介助員、学習をサポートする講師の配置など
環境整備を行う

医療的ケアの方々も含めた重度障がい児・者のライ
フサイクルに沿った発達・教育・生活などの支援、そ
して幼児期から学齢期、社会参加に至るまで、それ
ぞれの所属する場所、園、学校、作業所などで問題
なく生活できるよう支えるべきと H19.6.15 質問

SOGI ガイド完成

実績 164

みなと障がい者福祉事業団支援事業

運営体制強化の為区職員の派遣による人的支援を行う

障がい者就労の充実、工賃アップ等を目指し、みな
と障がい者福祉事業団の課題に対する区の支援の
充実を H21 年から度々質問
実績 165

港区社会福祉協議会支援

新たに成年後見制度におけるセーフティネットの役割と
して実施する法人後見事業に要する経費を補助

社会福祉協議会として、後見監督だけではなく、法人
後見人となることも、今後、視野に入れて検討頂きた
い。市民後見人１人の責任ではなく、複数で担うことで
依頼者側の安心感にもつながると H23.9.27 質問

Sexual Orientation 性的指向 Gender Identity 性自認
性的少数者理解促進のためのガイドブックで、SOGI とは、恋愛・性愛がどのような対象
に向かうかを指す概念
東京 2020 大会を機に、海外から港区に訪れるＬＧＢＴの方々は、性的指向の差別を禁じた
オリンピック憲章のもと、人権は当たり前に尊重されるという認識でいらっしゃいます
区民をはじめ、商店街や観光関係者を対象に性的少数者への理解を深められるような、
そして、配慮すべきことをまとめたガイドラインが必要であると H30.2 月質問

実績 166

小さな声を
カタチに。

春夏号

Minato Komei News

令和元年

2019.06
令和元年
2019.05

発行：港区議会公明党議員団 港区芝公園１－５－２５ ＴＥＬ：０３－３５７８－２９３５ ＦＡＸ：０３－３５７８－２９３７

防災備蓄に「液体ミルク」追加！
災害から赤ちゃんを守ります！
区議会公明党が提案していた国産品乳幼児「液体
ミルク」の区内避難所における防災備蓄が実現！
液体ミルクは常温で保存でき、粉ミルクと異なり、
お湯で溶かし冷ます必要がありません。
公明党は、国内販売を解禁す
る省令改正を推進。国と地方の
ネットワーク力で、災害から赤
ちゃんの命をしっかり守ります！

待機児童ゼロを達成(2019.4.1)!
公明党の提案の取組により実現！
待機児童解消に向けた保育施設整備

港区長は定例会見にて、2019 年
４月１日時点の区内認可保育園の
待機児童ゼロの達成を報告。
その中で紹介された、ゼロ達成
実現の取組は、いずれも区議会

港区議会公明党全員当選!
～団結で小さな声をカタチに～

公明党が提案し実施されたもの。

常設「フードドライブ」窓口開設!
食品ロス削減を推進します！

２０１９年４月に行われた港区議会議員選挙にて、公明

区議会公明党提案の、食品ロス削

党は候補者５名全員当選！これからも公明党は団結

減のために、家庭で余った食品を、

力と、国と地方とのネットワーク力で、小さな声もしっ

必要とする人たちに寄付する「フ

かりカタチにしてまいります！

ードドライブ」常設窓口が開設！

２,３月定例会代表質問から
質問

消費税率アップに伴う「プレミアム付商品券」
について、低所得者や子育て世帯の影響の
緩和の視点に配慮し、発行すべき！

質問

答弁

みなとリサイクル清掃事務所にて

医療的ケア児が、学校において、クラスの一
員として、ともに学ぶことができる支援を！
教育委員会にチーフ看護師
を配置、児童・生徒、保護者へ
医療的ケアの事前説明など
も行い環境を整備する。

答弁

区の実情に沿ったより効果的
な事業となるよう 検討する。

質問

パートナーシップ制度について、東京２０２０
大会前の条例施行を！

質問

副教材を活用しＳＤＧｓ（国連の１７の持続可能な
開発目標）教育に取り組むべき！

答弁

条例案を２０１９年度内の議
会に提出し、準備を進める。

答弁

各学校での取組を校園長会
等で周知し「ＳＤＧｓ教育」を
推進していく。

記事内容の詳細はウェブにて

http://komei-minato.net/

