区議会公明党実績！
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港区立の児童相談所・
母子生活支援施設が開設
区議会公明党は 10 年以上前から児童相談所の
区への移管設置を求め、さらに平成 28 年第 4 回定
例会では、区内から無くなってしまった母子生活支援
施設の公営での設置の必要性を訴えていました。
その結果、本年 4 月より、南青山に「子ども家庭支
援センター」「児童相談所」「母子生活支援施設」の
3 施設が一つの建物内で連携して相談者を支援する
「港区子ども家庭総合支援センター」が開設します

「コンテナ型屋外指定喫煙所」予算化
煙が漏れない「コンテナ型」などの密閉型喫煙
所の導入を提案（令和２年度予算特別委員会）。
その結果、令和３年度
予算に反映され、現在の
パーテーション型から可
能なものからコンテナ型
に転換されます

コロナ禍の文化芸術団体への支援拡充
文化芸術関連団体の要請を受け、昨年 10 月
港区長にコロナ禍においても芸術の灯を消さぬ
よう支援を要望。
その結果、令和 3 年度予算では、100 団体、
最大 30 万円の活動継続支援助成が実現

オンラインでの介護予防支援事業が実現
コロナ禍で外出を控えている高齢者への介護
予防対策として動画配信を要望。
その結果、本年１０月から、自宅でも運動指導
や健康管理の助言をオンライン

新型コロナ第４波が懸念されておりますが、
皆様いかがお過ごしでしょうか。
緊急事態宣言は解除されましたが、引き続
き３密回避、飲食時もご友人との対話の際は
マスク着用を心がけてまいりましょう。
さて、令和３年第１回港区議会定例会
（2/17～3/16）では日々寄せられる
ご相談や、コロナ禍での課題
について質問致しました。
ご一読の上、ご意見ご要望等
頂けますと
幸いです。

で受けられる介護予防事業が
始まります 事前にオンラインを
利用するための講習会も実施。

共同住宅防犯対策助成事業で
防犯カメラ等の再度助成が可能に
これまで１対象者１回までとなっていた助成ですが、
経年劣化で防犯上支障をきたすことが危惧されてい
たことから、再度助成を利用できるよう制度の見直し

これまで不燃ごみとして埋立て処分していた
陶磁器・ガラスの資源
回収を訴え（令和２年

について３年前から議会で訴えてまいりました。
その結果、令和３年度から再度の助成が
受けられるようになります

度予算特別委員会）、
その結果、本年４月

「狐坂」坂名標識
設置（元麻布）

実績№193

一時停止を促す
停止線を引きま
した(南麻布)

陶磁器・ガラスのリサイクル開始

から開始されます
実績№197

実績№195

医療的ケアを必要とする
児童・生徒への支援

東京都の会計年度職員の医療的ケアを行う

写真手前側からの

看護師の報酬に比べて、港区の低さを指摘し、
今後の人材の流出や、新たな需要に対する確
保が懸念されることから対策を迫りました

自転車等と写真奥
からの車のヒヤリ

（令和２年３月質問） ⇒本年４月からは経験
豊富な看護師たちの事業所への業務委託が

ハット接触があり、

実現し、医療的ケア児の学びを保障し、安心し

安全対策の要望
が実現

て学校生活を送ることができるよう安定的な
質の高い看護師の配置が可能となます

実績№194

区内にある多くの坂道は、その由来も含め観光ＰＲ
にもなります

地域一帯の地盤沈下に
よる路面と建物の隙間
を埋めました（東麻布）

「狸坂」の隣の坂道の通称「狐坂」の坂名標識を
設置して頂きたいとのご要望があり、担当課に依頼
したところ４か月余でスピード設置して頂きました
実績№196

障がい者入所施設で
オンライン面会が実現

コロナ第 2 波、第 3 波を見据え、新しい生活様式と
して、障がい者入所施設の Wi-Fi 環境を整え、オン
ラインやロボットを活用してのオンライン面会交流を
検討し、実施すべきと質問

（令和２年６月）

⇒令和３年２月から実施されました

実績№198

新たな障がい者就労の
かたちが創出されます

障害者福祉推進基金を活用して遠隔操作で
ロボットを使うなどの思い切った就労支援や、
短時間就労について質問 （平成３１年２月から）
⇒重度身体障がい者が自宅から分身ロボット
を操作し、区役所１階福祉売店「はなみずき」
での商品案内等の実証実験を７月から開始
障がい特性により長時間働くことが難しい方
のための短時間就労も促進されます

コロナ禍に
入所したこと
から面会が
できず、保護
者の皆様か
らご要望を頂
きました

皆様からのお声が形になりました！

実績№199

「生理の貧困」対策として
生理用品の配布が実現

令和３年３月２９日（月）から配布開始

（裏面参照）

区議会公明党代表質問
＜2/18 代表質問＞
新型コロナ関連の代表質問❶～➑
❶新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨
時交付金で十分な財政措置が講じられるよ
う国に働きかけていくべき
❷歳入・歳出状況を踏まえ今後の財政見通し
❸コロナ禍の区有施設等の利用料減収への補填
を（指定管理料、「ちぃばす」運行料、職員食堂）
❹区民の命と健康を守るための東京都や医師
会など関係機関との連携や保健所体制整備
❺新型コロナウイルスワクチン接種の取組
❻コロナ長期化による生活困窮者の自立支援
❼ポストコロナを見据えた中小企業振興策
➑コロナ禍での観光応援事業
❾東京都の 2030 年までに温室効果ガスを削減
する目標を受けた脱炭素の取組を
❿日本語教育の課題と今後の取組
⓫白金、白金台地域の交通不便地域の解消に
向けた取組
⓬少人数学級へ計画的な体制整備を
新型コロナ関連の一般質問❶～❹
➊ 港地域産業保健センターと連携し、５０人未満
の区内事業者への健康保持増進の取組を
会社でコロナ対策をきちんとするよう、
保健所で指導してもらえませんか❓
消毒液購入費用の助成とか区では
行って無いですか❓

区議会公明党一般質問
第１回港区議会
定例会にあたり、
公明党議員団の
一員として武井
区長並びに浦田
教育長に質問い
たします

➋ コロナ禍に開設した公設民営福祉施設の利用
者（障害者支援ホーム南麻布、元麻布保育園障
がい児クラス）の声を把握し、課題に対応すべき
重度の障がいがあっても保育園に入園はでき
たけど、コロナで保護者会もないから、療育や
送迎カーなどについて、お母さんたちの声を集
めて相談することもできないんです。。。
コロナ禍の中、障がいの子どもが入所。
親は施設に入って様子を見ながら支援の仕
方を伝達することもできず、ヒヤリハット事故や
機能低下が気になります。。。

➊本来、会社は、労働者が安全に働けるように安全
配慮義務があること、50 人以上の事業所は産業医、
未満の事業所は地域産業保健センター（港区医師会
内）が事業主の求めに応じ健康相談等を行っているこ
となどをお知らせしています

うちの会社、ちっともコロナ対策してくれなくて
心配なんですけど、どうしたらいいでしょうか❓

副委員長を務めたため質問は会派議員に託しました

＜総務費＞
性暴力、性被害防止
の取組として性教育
講座の実施を
＜衛生費＞
＜教育費＞
望まない妊娠を防ぐ
ため、緊急避妊薬に
関する相談体制の
充実を
緊急避妊薬は、
「アフターピル」とも
呼ばれ性交渉の後
72 時間以内に服
用することで、妊娠
を高い確率で回避
します。
先進国では緊急
避妊薬について
知らないのは愚か
知らせないのは罪
とまで言われ欧米
やアジア諸国 90 カ
国以上で、すでに
市販薬として販売
されています

＜衛生費＞
港区ホームページ
「こころの健康」
サイトの改善を

＜衛生費＞＜
教育費＞

近藤まさ子の予算質問
昨年 8 月に公表された
子育て世帯家庭への性
教育に関するアンケート
調査によると、約 8 割の
家庭で性教育 を実 施し
ておらず、その理由のほ
とんどが「どう教えていい
かわからない」というもの
で、その内の約半数が
必要性を感じているが実
践できないとなっており、
男女平等参画センター
リ ーブ ラでの 年齢 別の
親子向け講座を提案
今、日本では約 3 分に一人
の女性が、人工妊娠中絶
を行わざるを得ない状況に
あり、2018 年のデータです
が、15 歳未満である小・中
学生の中絶は 190 人です。
日本でもようやく 2021 年度
から 5 年間の第 5 次男女
共同参画基本計画の中
で、緊急避妊薬を処方箋
なしで購入できるよう検討
することなども盛り込まれ
閣議決定されました

コロナ禍で人との関わり方
が大きく変わり、心のバラン
スを崩す方、コロナ後遺症
で精神的に苦しんでいる方
が多いことから質問

区長、教育長より前向きな答弁を頂きました
➌ オンラインによる認知症予防の取組を
➌新しい生活様式の中で、オンラインによる認知機能
チェックと生活習慣改善の取組を連動させた認知症予
防を推進することについて先進事例を挙げて提案質
問しました

➋本来、保育園も障がい者施設も入って間もなく保護
者会が開催され、家族会が発足されることが多いので
すが、コロナ禍で未だに一堂に会することができませ
ん。両施設とも多くの親御さんたちから要望等お寄せ
いただき、具体的に課題を挙げ質問しました

❹ 性教育について
❺ 虚偽ＤV に対する児童相談所と教育現場での
対応について
❹警察庁は、昨年の刑法犯認知件数は戦後最小を
更新したものの、児童虐待の疑いで警察が児童相談
所に通告した 18 歳未満の子供は 2004 年からの統計
史上初めて 10 万件を超え過去最多で、多い順に心
理的虐待、身体的虐待、ネグレクト、性的虐待となって
います。
特筆すべきはコロナ禍で外出自粛となり、交際相手
を探せるマッチングアプリや SNS などの利用が増えた
ことで、性暴力被害、性的虐待が増加していることか
ら、自分の体の大切な部分（プライベートゾーン）は人
に見せない触らせない！人のも見ない触らない！と、
子どもたちが自分の体を守り人の体も大切にできる性
教育の充実を訴えました
❺虚偽ＤＶとは、片方の親が実際にはない児童虐待
を申告し、もう一方の親が子供と接触できないように
し、連れ去ることを正当化し、別居や離婚の口実、さら
には慰謝料の増額に悪用できるものです。
４月に開設される児童相談所と、学校での対応につ
いて、子どもの権利を守ることを中心に据え、各関係
機関と連携した適切な対応をすべきと質問しました

＜総括質問＞
新型コロナウイルス
感染症予防接種を
行うにあたり、配慮
を要とする高齢者、
障がい者、外国人
への合理的配慮の
提供を早急に検討
すべき

例えば、視覚が不自
由な方に音声コード、
知的の方に絵カード、
聴覚の方に筆談や遠
隔手話サービスまた、
同行援護 行動援護
移動支援などの配慮
をすべきと質問

所謂 「生理の貧困」を解消するため生理用品
の配布を

２週間にわたる全ての予算審議が終了し、区長、副区長、
教育長と共に
R.3.3.12

＜民生費＞
区内の子育て中の二人の母
児童相談所や警察
親から、子どもを虐待していな
への虐待通報に
いのに近隣の方に通報され、
は、各関係機関と
児童相談所の人の訪問があ
連携し、港区として
って大変な思いをしたと伺って
的確で丁寧な対応
の質問です
をすべき
＜環境清掃費＞
ここ数年、地球温暖化対策助成制度の事業実績よ
り予算額を少なくしている理由は❓また、地球温暖化
対策を進めるため、住宅の壁部分の高反射率塗装や
改修工事の助成を充実させるべき

日々のご相談対応や活動
は、ブログに記しています
皆様、是非ご覧ください

「＃みんなの生理」が行ったオンラインアンケート
調査では、5 人に 1 人の若者が金銭的な理由で生
理用品を買うのに苦労した、他の物で代用している
等との結果が出ています。
「生理の貧困」解消のために、例えばイギリスでは
全国の小・中・高校で生理用品が無償で提供されて
いるとの報道があり、また、フランス、ニュージーラ
ンド、韓国なども同様の動きがあります
3/29～子ども中高生
プラザで、このカード
を指し示す、または、
提示すれば、受け取
ることができます

