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 3月４日より、要望書１番目の  

項目である事業に多大な影響を 

受けた中小零細企業に対する、 

区独自の無利子 500万円まで 

の特別融資あっせんが開始  

 また、相談窓口の増設や、対応時間の延長などについて

も、その後の要望が実現しています  

              区の備蓄マスクなどを、重症化の 

懸念がある高齢者や障がい児者に接

する職員への活用を要望し、高齢者等 

の社会福祉施設や放課後等デイサービス事業所へ配布

が実現 さらに、医療的ケア児ご家庭へマスクや消毒液

の配布も実現  

 区職員のテレワーク、時差出勤 

 の推進を要望し、２月末で終了予定 

 のテレワークは 3月末迄延長され 

 週２日→5日まで利用可能に  

 時差出勤は勤務時間帯を 8区分⇒25区分に拡充  

 また、要望していた来庁者や施設利用者の不安解消する 

 ための窓口職員にマスク着用を義務付け  

 政府の要請により、３/2から港区

立学校は一斉休校となりましたが、子

どもを預かる体制確保のために教員

の活用を要望し、３/9 より「緊急児童

居場所づくり」が実現  

 感染リスクの高い高齢者が、病院に 

行かなくても医療機関からのＦＡＸに 

より薬局で処方薬が受け取れる旨の 

厚労省通知を区内薬局等に周知徹底  

港区議会定例会 報告 

本年１月に新型コロナウイルス感染症が日本に上陸

してより、日々寄せられる区民、区内事業者の皆様から

のご意見やご要望は公明党のネットワークで国会議員

にお繋ぎし、対策を講じ、形としてまいりました。 

また、港区議会定例会中でしたが、行政側と議会との

連絡会を日々行い、多くのお声に対応頂きました。 

議会質問と共に様々な実績の報告です。 

★右記の他、障がい児等の休校対策で、放課後等デイ 

サービスの実態調査を踏まえた課題対応、居宅介護 

や移動支援の時間数の拡充、幼稚園児を対象にした 

園庭開放、4/13から民間検査機関を活用した区独 

自のＰＣＲ検査の導入も実現しました  
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港区議会公明党実績 
がけ・擁壁改修工事

支援事業が拡充

 

キッズ・ゾーンの設置等 

子どもを交通事故から 

守る安全対策が前進  

 保育料第 2子以降

の無料化の拡大  

 

区営住宅入居の際の 

連帯保証人が不要に  

区が次世代通信システム 

5Ｇを推進  



胃がんの胃カメラ検診に麻酔を！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

レジ袋過剰包装じゃないかしら！？ 遮熱塗料の助成対象拡大を！ 

 

 

 

 

 

 

 

依存症相談窓口を充実させて！   

 

 
 

 

 

 

 

院内処方の薬は何重ものビニール袋に入れ、

最後にレジ袋にも入れて渡されるんだけど、

廃プラスチック削減に逆行していますよ    

屋上床面の高反射率塗料は助成対象だが、

屋上に設置しているエアコン室外機にも遮熱

塗装すれば電気代削減になるのだが・・・  

港区は依存症の相談窓口はあるけどゲーム

やネット依存が対象になっていません 他区

のようにしっかりと打ち出して欲しいです  

Point！ 令和 3 年 4 月から施行予定の「低炭素化の促

進に関する条例」には、「建築物の低炭素化の促進に関し

必要な事項を定め、建築物に起因する地球温暖化を防

止し、及びヒートアイランド現象を緩和することにより、環境

への負荷の低減を図り、もって区民が安全で安心できる

快適な生活を営む上で必要な環境を保全することを目

的とする。」とあり、今定例会で条例が成立しています  

✿近藤まさ子の予算質問から✿ 

レジ袋有料化の対象となる物とそうでない物について区民

に分かり易く周知し、さらに薬剤師会や各種団体、事業者に

も周知すべきと質問 顧客に対してレジ袋が本当に必要

か否かを確認する等の声掛けの徹底や、声掛けが難しけ

ればレジ袋不要カードの活用、ポスターの掲示などについ

ても周知啓発すべきと訴えました  

港区は二酸化炭素排出量が全国トップクラスです  

区民、管理組合等、中小企業者・個人事業者、建築物所

有者に対し様々な地球温暖化対策助成制度を実施して

いますが、その中の高反射率塗料の対象となる施行場所

の拡充について質問しました  

世界保健機関 WHO は昨年、スマホ等のゲームのやり過ぎ

で日常生活に支障をきたすゲーム依存症を「ゲーム障害」

という疾患として、ギャンブル依存症等と同じ精神疾患に

分類し、治療が必要な疾患として位置づけました  

みなと保健所の相談内容では、薬物やギャンブルの他、

思春期に関するものがアルコール依存以上に多いことか

ら、思春期特有のゲームやインターネット、過食・拒食等の

依存が懸念されます 相談窓口と家族懇談会実施を  

Point！ 令和２年 7/1～全国でプラスチック製買物袋が

有料化 対象となるのは販売行為として行われる物

薬の処方は医療サービスの一環で有料化の対象外  

薬局で風邪薬を購入する場合は販売行為となり対象  

衣服のクリーニングも衣服を購入したわけではなく、 

クリーニングサービスの一環なので有料化の対象外  

しかし、対象外であってもレジ袋削減は重要です  

Point！厚労省の推計によると、病的なインターネット依存

の疑いがある中高生は 2017 年度に全国で 93 万人いると

され、5年前の前回調査からほぼ倍増しているとのこと  

胃カメラによる胃がん検診が出来るように

なったけど、怖くてできません 鎮痛薬・鎮静

薬の費用は自己負担でもよいので、自己責

任で行う事を認めてくれないかしら   

そうすれば受診する人が増えると思うわ  

✿近藤まさ子の代表質問から✿ 
 港区のスマートフォンアプリには、防災アプリ、ごみ分別ア

プリ、地域 SNSアプリ「PIAZZA（ピアッツァ）」がありますが、

費用対効果から観光アプリ「まち歩きナビ」、「東京 AR」は

昨年春に、「みなと環境アプリ」は昨年秋に配信終了  

 各課でのアプリ提供は、積極的に取り組んで頂きたいが、 

効果性、継続性、安全性、情報セキュリティの問題等、統一

的な指標となる運用指針が必要ではないか  

 障がい者、生活困窮者、児童養護施設の退所者

等の就労困難者への就労支援を充実させるため、

区内企業へのソーシャルファーム、短時間雇用、テレ

ワークの推進を図るための取組が必要    

 就労困難者が貴重な経済活動の担い手となるよ

う、就労の場の確保に努めていくべきと考えます

これは、SDGｓの「働きがいも経済成長も」です  

世田谷区は、鎮痛・鎮静薬を使用しないとしていますが、本人

の意思と責任において希望すれば自己負担で使用可能

世田谷区の担当課に伺ったところ、昨年実施した医師会への

アンケートで、鎮静薬使用 43件、不使用 33件、未回答 10件、

鎮静薬に係る自己負担も 0 円から約 15,000円  

最新のがん死亡数をみると、胃がんは、男性は肺に次ぐ 2位、

女性は大腸、肺、膵臓に次ぐ 4 位、男女合計では肺、大腸に

次ぐ 3 位 港区でもぜひ検討を  

Point！港区では日本消化器がん検診学会の定める「対策型

検診のための胃内視鏡検診マニュアル」に基づき、鎮痛薬、鎮

静薬、所謂、眠らせての胃カメラ検診は認めていません  
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災害時用トイレを充実させて！     スクールカーを充実させて！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おむつ替えの大型ベッドが無くて・・・    看護師が見つからない！ 
会計年度任用職員の報酬に課題が！ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

車椅子の子どもが、私の体調如何で学校

の送迎介助ができず、登校できないことに

なります スクールカーや移動支援等で

登校し、教育を受ける権利を保障して頂き

たいのです  

障がいのある子どもが大きくなって外出

先トイレのベビーベッドではおむつ替えが

出来ないのです 多目的トイレに大人用

大型ベッドを置いて頂けないでしょうか

トイレが心配で外出できないのです  

マンホールトイレが一般的ですが、既設のトイレ

が災害時にも使える物があるんです トイレに

地下ピットがある場合には、ピットにつながるキャ

ップを外すだけで地下に溜める方式で、水道

がストップしてしまった場合も使えます  

港区では、「地方公務員法」の一部改正により会計

年度任用職員制度が導入され、給与、費用弁償等の

支給に係る規定を整備 事務補助職員の他、専門

職として保育士•看護師•臨床心理士などの非常勤

職員が会計年度任用職員へ移行 国の説明では

「専門職の給与については民間の給与水準も踏ま

え、その上限を事務補助職員よりも高く設定すること

が考えられる」と示されています  

医療的ケアを行う看護師の会計年度任用職員とし

て、東京都では時給が 1,800 円、更に、登校時のバス

に乗車する場合は、3,100 円、下校時では 2,500 円で

募集していますが、港区では看護師の報酬の低さか

ら今後の人材の流出や、新たな需要に対する確保が

大いに懸念されます 対策を迫りました  

マンホールトイレは、防火水槽等の水源が確保されている事、

道路に埋設された下水道まで勾配が取れる事、設置スペー

スを確保できる事が設置条件 水源が無く勾配が取れない

場合には、タンク式のトイレの設置が可能ですが、容量が一杯

になると使えません 長所短所を見極め、公園整備時等の

機会を捉え、より多く利用できるトイレを設置して頂きたい  

 

 

 

 

ても周知啓発すべきと訴えました  

Point！災害時にトイレを我慢する為に水分や食品摂取を控え

ると、栄養状態の悪化や脱水症状、エコノミークラス症候群等

健康を害する要因となります  

港区の肢体不自由児特別支援学級ではスクールカー

による送迎を以前行っていましたが、今後は学級自体を

開設しません やむなく車椅子で通常学級や知的障が

い児の特別支援学級に通うのです 今後、医療的ケア

児の増加も見込まれる中で、早急に送迎について検討

し送迎支援を開始すべき  

Point！ スクールカーの中で医療的ケアを行う看護師

の確保が喫緊の課題であるとの答弁でした     

港区議会で初めてユニバーサルシート（大型ベッド）の設置を

訴えたのは 5 年前 設置第１号はスポーツセンターでした

その後、区有施設や駅も含め、区内で１０カ所以上に設置  

今後、区有施設を新築・改修する場合には多目的トイレにユニ

バーサルシートを設置すること  スペースがない施設、特に

図書館には携帯用シートを常備して頂きたい  

港区バリアフリーマップで 

バリアフリー設備が確認可能  

スマホでも検索できます 

港区役所 3.5.8.10階の多目的トイレ 

にあるユニバーサルシートを拡げ 

て寝てみました 多目的トイレ内 旧協働会館が 

港区立伝統 

文化交流館 

にリニューアル  

エレベーターや 

スロープ、そして 

多目的トイレに 

ユニバーサルシート 

も設置され、バリ 

アフリー仕様  
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産後母子ケア事業  
妊娠・出産・育児期における切れ目のない支援体制を推

進するため、産後母子ケア事業を拡充し、新たに宿泊型

ショートステイ事業を開始します  

平成 25年 3/13予算特別委員会での提案質問が実現  

リサイクルでの障がい者の就労支援  
携帯電話機を分解して基盤を取り出し、資源化する業務

を障がい者就労支援施設に委託します   

平成 25年 3/5予算特別委員会での提案質問が実現  

港区がジンバブエ共和国のホストタウンに  
 ホストタウンは東京 2020大会から導入された制度で、日本の自治体 

 と大会参加国の住民等が、スポーツ、文化、経済等の多様な分野で 

 交流し、地域の活性化等に生かしていきます  

 令和元年 9/26決算特別委員会で、東京２０２０大会出場国のいまだ 

 に決まっていない 55カ国のホストタウンのうち 17か国の大使館が 

 港区にあることから、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することを提案し実現します 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だけでなく、福 

 祉の現状、多様性の尊重などを知るとても良い機会にもなります    

スマートフォン向けアプリを活用した情報発信   
区民が必要とする情報を即時的、直接的に届ける為、スマートフォン

向けアプリ LINE を活用した情報発信する仕組みを整備します  

平成３０年 11/29観光情報やイベント情報、区のお知らせ等をＬＩＮＥ

アカウントを活用して配信すべきとの提案質問が実現  

糖尿病等重症化予防事業  
健康寿命の延伸と医療費を抑制するため、医師会や地域 

の専門医と連携し、糖尿病性腎症の重症化予防に取り組 

みます  

平成３０年 1/26 保健福祉常任委員会での糖尿病性腎症

を早期発見するための微量アルブミン尿検査を特定健診

の検査項目に入れる提案が実現  

実績 174  実績 175 

実績 179 

実績 178 

ちぃばす「麻布十番公共駐車場前停留所」の屋根の雨樋補修  

雨樋が不完全だったため、屋根の下にいても傘が必要でした。竪樋にしっかりと繋ぎ修復が完成  

 

就労支援事業所での 

マスク作成と販路拡大   

実績 173 

実績 177 

港区男女平等参画条例改正で 

「みなとマリアージュ制度」が開始  

「性別」を「性別等」とし、その意義に「性的指向

と性自認」を明記  

そして、性別表現に起因する偏見、嘲笑、いじ

め、嫌がらせその他の人権侵害の根絶を図り、

すべての人の尊厳を守るための施策と明記

さらに、誰もが人生を共にしたい人と家族として

暮らすことを尊重する施策として「みなとマリア

ージュ制度」を創設  

平成２９年 6/7代表質問で性的少数者の人権

尊重の観点から「性的指向・性自認」の条例で

の明記を、平成３０年 6/14一般質問では、 

愛する人と家族として生きていくことを認める

「パートナーシップ制度」導入をすべきと質問  

実績 181 

実績 180 

 

令和２年度予算に反映された近藤まさ子の実績（№174～178）等！ 

 

 

特別支援教育の推進  
キャリア教育を推進するため保護者向けの講演会等を 

実施するとともに、特別支援学級の職場体験を、企業と 

の連携により複数の業種にて実施します  

令和元年 11/28の一般質問で、発達障がいやその他の

障がい特性を踏まえつつ、個々の特性を生かした就労な

どの社会的自立、社会参加を見据えたキャリア教育の取

り組みを開始すべきとの質問が実現  

実績 176 

港区は国や都に比べ、がんと糖尿病の

死因割合が高く、一人当たりの医療費

が最も高いのが腎不全です  

平成２８年の人工透析患者数は全国

で約３３万人で、その原因の第一位が

糖尿病性腎症で約４３%を占めている

ことから、自覚症状がおこる前に発見

し予防することが大切です  

新型コロナウイルスの影響で減収と 

なった障がい者就労事業所へマスク 

製作を提案し、工賃アップに向けて、

区での買取、福祉売店「はなみずき」

での販売、さらに販路拡大も実現     

令和２年度予算特別委員会（3/16）

での提案質問が実現  

 


