
「港区手話言語の理解の促進及び障害者

の多様な意思疎通手段の利用の促進に

関する条例」が成立 （2019.12.1施行） 
 

区民や事業者との参画と協働のなかで、手話

が言語であることを全ての人々へ理解を促進し、

障がいの特性に応じた多様な意思疎通手段の

利用を促進することにより、障がい者が自分らし

くいきいきと暮らすことができる地域共生社会の

実現を目指します  

港区議会公明党は、障がい者の多様な意思

疎通手段（ユニボイス等の音声コードを郵便物

等へ表示、ユニバーサルデザインフォントでの書

類作成）、災害時等の情報発信の推進、障がい

に対する理解促進の為の情報保障ガイドライン 

作成など様々提案 

質問をしてまいり 

ました  

振り込め詐欺等撃退のため 

自動通話録音機を無料貸与  

それを見

据えてワク

チンによる

感染症予

防の戦略

的取組と

して助成

の必要性

を訴え て

いたのは

公明党だ

けです  
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              猛暑が続いたかと思えば、 

台風１５号に次ぐ台風 19号では東日本 

に大きな被害をもたらしました。亡くなられた 

方々のご冥福を心よりお祈り申し上げ、被災

された方々にお見舞い申し上げます。 

港区でも土砂災害警戒レベル３、そして、

高潮警戒レベル４が発令されました。 

本号では、区議会の報告や実績とともに、 

土砂災害警戒区域や避難 

のあり方もお知らせします。 

にお知らせ致しました。 

子どもへのインフルエンザワクチン助成券 

の配布を開始 （2019.11～） 
 

港区ではインフルエンザが一昨年から２年連続

の警報レベルの流行となり、東京都でも本年は昨

年を上回る早さで流行の兆候があり、すでに学級

閉鎖も９月中旬で１７件確認されていました。 

そこで港区は、生後６か月～中学３年生を対象

に、1人 1回につき 3000円、小学生以下は２回

のワクチン接種費用の助成を開始します  

本年２月定例会の代表質問で助成を要望  

早期流行の原因の一つとされる訪日外国人の

増加は、ラグビーワールドカップから始まり、東京 

２０２０五輪をピークに大会終了後も続く見込みで 

区議会公明党の実績 

フード・ドライブ受付窓口が拡大

（2019.10～） 
 

「フード・ドライブ」は、家庭から未利用食品

を回収し、必要とする方々に届けるための受付

窓口で、区議会公明党は、食品ロス削減の一

環として、議会で提案し訴え続けました  

その結果、本年４月２２日には、「みなとリサ

イクル清掃事務所内」に第１号として設置  

その後、本年 6 月定例会では、区民の身近

な各地区総合支所など、区内各所に増設する

ことを求めた結果、各地区総合支所と台場分

室の６箇所に受付窓口増設が実現しました  

「自動通話録音機」は自宅の電話機に繋げるだけ

で、かかってきた電話に自動で警告し、録音することで、

詐欺や怪しいセールス電話の撃退に期待できます  

問い合わせ 

申し込み先 
 

港区生活安全 

推進担当 
 

☎3578-2199 

                       

入れるだけです。

設置作業が不安

な方には、無料

で接続・設置の

サービスも行って

います  

ユニボイス 

議
会
閉
会
直
後
、
港
区
聴
覚 

障
害
者
協
会
の
皆
様
と

 

南麻布 区道整備  
 

曲がり角のため、車が乗り上げること

等により、がたつきがありました。 

地域の皆さんのご要望を麻布地区総

合支所につなげ、整備して頂きました  

近藤まさ子 実績 167 

以前は東京都や警察が無料

貸与していましたが、港区議

会公明党は平成 27 年６月

議会で、区独自に取り組む

必要性を訴え、同年７月から

開始されました  

設置方法は、ケーブルを

電話機などに繋ぎ、電源を 

本年１月～８月の振り込め詐欺発生状況は、昨年同期と

比べ被害額は約２．５倍  

特にオレオレ詐欺１件あたりの平均被害額は、昨年は約

１２０万円、本年は約８１５万円  
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子育て・働き盛り世代の禁煙外来治療費助成の 

対象者を一般喫煙者迄拡げるべき  

禁煙外来治療費助成事業の昨年の実績は５件で、決算

の不用額が大変に多い結果となっている  

タバコは健康被害だけでなく、平成３０年度消防白書では

火災原因の一位にもなっている  

今回の質問テーマは「子どもの権利条約」  

すべての人は平等であり、それぞれが同じ権利を

持つとして、基本的人権の尊重を国際的に定めたの

は１９４８年の「世界人権宣言」  

そして、「子どもの権利条約」は１９８９年に国連で

採択され、その５年後に日本は条約を批准し、締約国

となりました 本年は採択から３０周年、そして、批准

から２５周年となります  

現在、世界で196の国と地域がこの条約を批准し

て締約国となり、国連子どもの権利委員会に国内で

子どもの権利が守られているかどうか、条約の実施

状況を定期的に報告することになっています。そして、

委員会はその報告を検証し、締約国には総括所見と

いう形で今後の課題を明確に示します。 

日本は本年 3月に総括所見を公表しました。 

その中で示された勧告を踏まえて質問しました  

「不妊・去勢手術費補助」は地域猫に限って

いるが、多頭飼育多頭崩壊が懸念される場合

には飼い猫も対象とすべき  

改正動物愛護法では、虐待罪が厳罰化され、殺傷、衰弱、

遺棄、それぞれ懲役・罰金とも倍増 さらに、「周辺の生活

環境が損なわれる事態」については、騒音又は悪臭の発生、

動物の毛の飛散、多数の昆虫の発生等と、より具体的に明

記されました  

       障がいのある子どもたちへの 

    特別支援教育の推進を  

国では文科省と厚労省との「家庭と

教育と福祉の連携「トライアングル」プ

ロジェクト」による検討がなされ、その

報告書に基づき学校教育法施行規則

の一部も改正しました  

放課後等デイサービスと学校など、

教育と福祉の連携を進めるべき  

令和元年 第３回 （9/12～10/10） 

平成 30 年度 決算特別委員会（9/25～10/8）質問項目 

     「児童生徒一人一人が、いじめを許さない 」という 

   強い意志の子どもたちが多数派を占める環境づくりを  

「いじめ防止対策推進法に基づく効果的ないじめ対策、なら

びに、学校でのいじめを防止するための反いじめプログラム

およびキャンペーンを実施すること」との勧告も出ています  

母子健康手帳で全ての親御さん、児童施設・学校 

施設職員、そして、広く区民に向けて、子どもの権利

条約のさらなる周知啓発を  

★「子どもの権利条約」４原則 

１． 命を守られ成長できること 

２． 子どもにとって最も良いこと 

３． 意見を表明し参加できること 

４． 差別のないこと 

日本は昭和２６年(１９５１年)に日本国憲法の精神

に従い、児童憲章「児童は人として尊ばれる。児童

は、社会の一員として重んぜられる。児童は良い環境

のなかで育てられる」を定めました  

そこには、子どもは守られる、保障される、与えられ

る、導かれる、保護される存在となっています。 

しかし、この児童憲章から 38 年後に採択された

「子どもの権利条約」では、子どもは守られるべき者

という受け身の存在から、権利をもつ主体として 4 つ

の原則★が示されました  

そして児童憲章から 65 年後、子どもの権利条約

批准から 22年目の平成 28年、改正児童福祉法を

成立させ、子どもは守られるべき存在であるだけでな

く、意見が尊重され最善の利益が優先されるための

権利の主体であると明記されました  

セクシャル・リプロダクティブヘルス 

（性と生殖に関する）教育の推進を  

本年 3 月に 15 年ぶりに改定された東京都教育委員会

「性教育の手引き」の背景には、性情報の氾濫、未成年者の

性感染症や人工妊娠中絶の未然防止、性自認・性的指向

等への正しい理解など、様々な課題があげられています。平

成 29 年度の 15 歳以下の女性の人工妊娠中絶は全国で

736 人、そして、出産数は 158 人 中学生までの子どもた

ちが 1年で約 900人妊娠していることを踏まえると、15歳

以下で性交、妊娠、人工妊娠中絶、避妊の知識が必要なの

は明らか 港区においても、若年の妊婦、妊婦健康診査未

受診の妊婦、予期せぬ妊娠など特に支援が必要なハイリス

クの妊婦、すなわち特定妊婦が年々増加しています  

さらなる国際交流を目指し、ホストタウンや 

 イベント等での交流を検討しては  

東京２０２０大会出場国のなかで５５カ国のホストタ

ウンが未定で、そのうち 18か国の大使館が港区に

東京都では７区１３市がホストタウンとなっています  

世界のパラリンピアンとの交流は、その国の障がい

者スポーツの取組、福祉の現状、多様性の尊重等を

知るとても良い機会にもなります  

港区スポーツセンターは公式試合のできるシッティ

ングバレーコートに改修しました イランのシッティン

グバレー選手には座って手を上げれば１８０㎝のパラリ

ンピアンもいます 交流出来たら素晴しいですね  

質問 

様々な色や模様があり、色に 

よっては温度抑制効果もある 

アスファルト舗装を取り入れてはいかが  

インターロッキングブロック舗装は、商店街

などでは独特の雰囲気を醸し出しているが、

削れたり、隙間を埋める砂が少なくなると、そこ

にタバコの吸い殻などが入り込んでしまう。 

また、樹木の根が張り出すことによる段差で

つまずく人もいる。補修後は新たなブロックと

同色にならず、デザイン性が失われている  

平成２６年に日本で初めてオープン 

データ・アプりコンテストが開催され

た直後、港区でのオープンデータ公表を実施

すべきと質問をした結果、現在３７６種類もの

データが公表されていることは評価します  

データ公表によりアプリ開発が進むことで、

行政の透明性や信頼性が向上し、区民生活

はより快適に便利に、そして、緊急時の的確な

情報取得が期待できます 今後の公表・非

公表の考えや、アプリコンテストまた、アイデア

ソンの狙い等について伺いました。 

総括所見で示された懸念及び勧告は、①差別

の禁止、②子どもの意見の尊重、③体罰、④リプ

ロダクティブヘルスおよび精神保健等でした  

区立児童遊園と公園との撮影許可 

の違い、また、商業撮影の定義は  

民放テレビ番組が児童遊園での夏まつりの撮影を

区に要望したが、「公園は良いが児童遊園は商業撮

影は禁止」と言われた 港区という都会のど真ん中で

老若男女、外国の方も含めて多くの人で賑わっている

様子は、観光にも寄与し、地域コミュニティの素晴しさ

を訴えることが出来るのではないか 以前ラジオ体操

の様子は撮影され放映されたが、何故  

質問 

質問 

質問 

質問 

質問 

質問 

台風１９号に対して行った 

港区の主な対応 
 

10/11(金)午後５時 自主避難施設開設 

不安のある区民向けに６カ所開設 

10/12(金)午前９時 警戒レベル３発令 

  土砂災害の危険性が予想されるため 

避難準備・高齢者等避難開始を発令 

同時に、避難所１７ヵ所開設 

10/12(金)午前 11時半警戒レベル４発令 

  10：18高潮警報の発表で、避難所を 

１ヵ所追加し、高潮の避難勧告を発令 

自主避難施設は、あくまでも自主的に避難する場所な

ので、飲料水、軽食等必要に応じてご持参下さい。 

避難所は、区の避難勧告発令により設置される避難

場所なので、備蓄食糧等は提供されます。 

土砂災害警戒区域は、自然斜面を対象に２３ヵ所指定

されていましたが、本年、人口斜面も対象として１９４ヵ所

が追加され、港区内では計２１７ヵ所になりました。 

 

質問 

質問 

今、子どもが『苦しい』と意思を表明しても、『嫌だ』と

拒否しても、『お願い』と懇願しても、大人も周囲の仲間

も聞き入れず、結果的に小さな子どもたちの大切な命が

奪われてしまう悲惨な事件が後を絶ちません。 

虐待、いじめ、そして、自殺です。 

質問 

古川の水位が天端から 1ｍ以上になると、トンネル型の地下

調節池に放流されますが、今回はそれ以下で免れました。 

https://ameblo.jp/masako-kondo/image-12531222263-14603219669.html

