区議会公明党のコロナ関連要望が形に！
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産業振興

Ｎ９５同等マスクなど感染防御資材の区内
医療機関への配布

🐚 無利子特別融資あっせんの創設と申請書の
オンライン入手や郵送受付など非接触化

ＰＣＲ検査の保健所内体制の拡充と
唾液による抗原検査導入

🐚 社会保険労務士による雇用調整助成金の
申請無料相談室

区立公園トイレへの石鹸の配置

🐚 プレミアム率を最大３０％まで
引き上げた商品券 10 億円発行

出産・子育て
🦀 妊産婦へのマスク配布と妊娠届の郵送受付
🦀 ２万円分の商品券など妊婦育児
パッケージ配布

児童生徒 1 人 1 台の iPad 配布
によるＧＩＧＡスクール構想前倒し

🦀 予防接種スケジュール管理の
母子手帳アプリ導入

ソーシャルワーカー配置等による
児童生徒の心のケア

介護・福祉

全区立小中学校へのサーモグラフィ設置

🐚 在宅高齢者支援として、電話による健康相談、
介護予防運動のケーブルテレビでの放送、
蒸し暑い中のマスクに息苦しさを感じる
この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。
港区議会第２回定例会はウィズコロナ、
新しい生活様式での様々な施策について
質問致しました。

🐚 障がい福祉事業所支援として、事業所家賃の
助成や、障がい者就労支援（自主生産品の買取、
事業所 PR のパンフレット作成等）
🐚 医療的ケアを含む在宅重度障がい児・者への
マスク・消毒液等の配布

また、国や東京都、港区のコロナによる
各種支援事業のお手伝いも日々させて頂
いています。
皆様のホーム区議として、お役に立てる

🦀 ふるさと納税の新型コロナ
関連事業への寄付先追加
🦀 コロナで内定取り消し者等
へ区会計年度任用職員の緊急雇用
🦀 新型コロナに対応した避難所の感染症対策

も感染予防に徹底頂きたいと、
区民お二人から寄付のご相談
を受け、武井区長へ繋げさせて
次亜塩素酸水 200 リットル

青山生涯学習館前の
防護柵設置

生活関連等

R.2.5.1
感染率が高い港区で、何として

よう精進して参ります。

実績№182

教育

実績№183

学習館を出た子どもたちが、建物前の一方通行
をスピードを出して通った車にぶつかりそうにな
り、何とか安全対策を とのお声を頂き実現

頂きました

違法駐車による死角が
改善（芝公園）

感謝
実績№184

サージカルマスク 1 万枚

出会いがしら事故防止
の措置を実施（白金）

横断歩道と一時停
止線との間に違法
駐車が多く、写真
奥から手前に走る
車中から、写真左
から横断歩道を渡
る歩行者が見えず
大変危険 とのお
声を頂き、一時停
止線と横断歩道の

港区検診のお知らせに、
骨粗しょう症検査方法
DXA 法と MD 法のメリット・デメリット表記が実現

間に駐車できない
よう改善

実績№185

R.1.11.28 一般質問

加齢により大腿骨や腰椎を骨折される方が増えています
検査部位の確認をしてから予約申込されることをお勧めします
コロナ禍で受診期間はすべて例年より 1 か月遅れ、8/1 からとなります

皆様からのお声が形に！
実績№186

レジ袋削減に向けて啓発
が前進 R.2.3.10 予算委員会

7 月からのレジ袋有料化に伴い、院内処方でも
レジ袋の削減、薬剤師会への周知を質問
院外処方箋薬局のレジで、お知らせを発見
薬剤師会からお話があったそうです
港区ホームページでも紹介されています
コロナの影響でテイクアウト等プラスチック容器
やレジ袋の使用が多くなっていますが、できると
ころからマイバッグ持参するなど廃プラ削減を
心掛けて参りましょう

写真奥か ら手前
に一方通行で車
が進入するが、右
手側から出てくる
歩行者や自転車
とぶつかりそうに
なるので、カーブ
ミラーを とのご
要望を頂きました
が、先ずは道路が
あることを知らせ
る T 字線を引い
て様子をみます

＜6/25 代表質問＞

❽❿の質問は近藤が担当し、
区長より前向きな答弁を頂きました

区議会公明党代表・一般質問

新型コロナウイルス感染症関連❶～⓭
❶財政状況への影響と当面の財政運営
❷次期港区基本計画策定にあたっての姿勢
❸地方創生臨時交付金の活用について
❹行政手続のデジタル化の推進と対面による
行政サービスの重要性
❺この間の職員のテレワークを検証し、新たな
働き方として普及させるべき
❻新しい日常での避難所体制の充実を
❼人材交流の視点から全国連携の推進強化
❽今後の障がい者と障がい福祉事業所の支援
の在り方
❾医療提供体制強化と検査の拡充
❿飲食店への衛生管理の徹底を
⓫学校での感染症対策の充実
⓬今後のオンライン化での教育活動
⓭情報モラル教育と有害情報対策
⓮羽田新飛行経路固定化回避に向けた取組
⓯文化芸術活動への支援策
⓰東京都と連携し積極的なハクビシン対策を

＜6/26 一般質問＞
ウィズコロナ時代の新しい生活様式を踏まえ
❶児童虐待防止の支援体制強化を
❷中小事業者等へ SNS を活用した支援事業
の周知を
❸道路占用許可基準緩和による飲食店の路上
営業支援を
❹公園の空き状況を公表するなどし、遊具等の
制限を最小限にした活用を

❽今後の障がい者と障がい福祉事業所の
支援のあり方について
緊急事態宣言後、日々通所していた障がい者は
自粛を余儀なくされ在宅に。本人のストレスも高まり
親の介護の負担も増えました
また、入所した障がいの我が子と、親でさえ面会
ができなくなりました。心身の状態を把握できず、親
から支援員には、的確な支援の方法も伝えられず、
不安が募りました
第 2 波、第 3 波を見据え、新しい生活様式として、
障がい者施設の Wi-Fi 環境を整えオンライン利用
やロボットを活用したオンライン面会交流を検討し、
実施すべき
親御さんたちからの要望も受け質問しました
そうすることで・・・
在宅障がい者支援として事業所は報酬を得られ、
在宅障がい者も生活にメリハリが生まれストレス
解消もできます
入所障がい者と家族とのオンライン面会は、互い
の不安を取り除くことができ、二次障がい防止に
役立ちます
入所者の家族はアバターロボット
を介しお子さんの様子を見ながら
声掛けができます
障がいのお子さんは家族の顔を見
て声を聴いて安心できます

ウィズコロナの時代は、人と人との接触を極力
避ける生活が求められ、その取組の一つとして
DX「デジタルトランスフォーメーション」が、今、
注目されています
DX とは、「人々の生活のあらゆる面でＩＣＴを
活用、浸透させることで、より良い方向に生活を
進化・変化（トランスフォーメーション）させていく」
ことを意味しています
例えば、働き方ではテレワーク、医療分野では
オンライン診療、教育では GIGA(ギガ)スクール
構想でのオンライン授業、そして介護福祉分野
ではロボットの導入などがあります
障がい福祉分野の DX についての質問です

在宅障がい者はアバターロボットを
介し施設の日中活動に参加可能
動き回って話をしたい人のそばに行
き、会話することもできます

障がい者や家族、そして、施設事業者が、
共にウインウインとなる施策です

感染拡大防止のため、障がい者施設だけ
でなく、高齢者施設や病院でも、家族でさえ
面会のできない状況が続きました。。。
アバターロボットのように動かなくても、せめ
て多くの施設でオンライン面会が実現できるよ
う力を尽くして参ります

❿飲食店への衛生管理の徹底を

近藤まさ子の活動から
コロナ禍において、区民、事業者の皆様から
沢山のご相談を頂き、現場の声を都政、国政に
繋げ、融資、貸付、支援金、補助金、給付金等、
様々な申請のお手伝いをさせて頂きました

港区内の令和元年度の食品衛生法に
規定する営業施設件数は 22,509 件で、
都内最多です
新型コロナウイルス感染症拡大を回避する
ための飲食店への新しい生活様式を踏まえた
営業スタイルにおける環境衛生管理とハサップ
（ＨＡＣＣＰ）義務化へ向けての食品衛生管理に
ついて、事業者へどのように協力を要請してい
くのか質問
感染防止対策に努める
店舗に対して、東京都は
感染防止徹底宣言ステッ
カー事業を開始し、港区
でも同様の事業を開始
また、コロナ対策の暫定的な営業を認める緊
急措置として本年 11/30 迄の予定で、沿道店
舗前の道路にテイクアウト販売やテラス席など
の仮設の施設を設置可能としました
（国道 6/5、都道 6/17 発表）

これまでは完成した食品のみの品質チェック
でしたが、ハサップは食品の製造から販売までの
工程を継続的に管理する食品衛生管理の国
際基準です ハサップを義務付ける改正食品
衛生法は本年 6 月施行、翌 2021 年 6 月義務
化され、違反者は罰せられます
東京オリンピック・パラリンピックを契機に、国
内外に日本の徹底した衛生管理を示すことを目
的としていますが、海外からの来街者も含めて
区内の店を訪れる方々が、感染症に対しても
食品衛生に関しても安心して飲食できる環境を
整えるべきとの思いから質問しました

様々な形態で営業を行う飲食店に対して、都道
管理者や国道管理者との連携等、衛生面での
対応や指導も必要と訴えました

その一部を紹介させて頂きます たとえば・・・
持続化給付金の対象にならなくて困る
★今年創業の方
★給与所得としているフリーランスの方

上記の方々にも対象が拡大されました

仕事関係でコロナに感染したのだが
★休業手当がもらえない
★都の休業協力をして店が休みなので
健康保険の傷病手当金ももらえない

被雇用者の休業支援金の申請が可能に
しかし、雇用主が労働保険に未加入のため
申請できない方もいらっしゃいました

か
◎交通量が多い場所は 3.5ｍ以上、その他は 2m 以上の
歩行空間を確保すること
◎新型コロナウイルス感染症対策のための暫定的な営業
◎「３密」回避や「新しい生活様式」の定着に対応する
◎テイクアウト、テラス営業等、仮設施設の設置であること
◎施設付近の清掃等に協力すること
上記が守られれば道路占用料免除

東京都の休業要請でずっと店を休んで
いるのに、感染拡大防止協力金 50 万
円だけじゃ店は再開できないよ

感染拡大防止協力金第 2 回が実現
上記のようなご相談対応や
活動は、日々のブログに
記しています
皆様、是非ご覧ください

