港区議会公明党は現場の声をしっかり受け
止め、これまでコロナ施策に対して５回にわ
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たり武井区長に緊急要望をおこない、様々な
事業が実現しています
4/22 緊急事態宣言の発令による感染再拡大に
備え、第４回目となる緊急対策要望書を提出
＊PCR 検査・変異株検査の充実
＊感染防止対策個別指導強化
＊「路上飲み」対策 ＊接種会場までの送迎支援
＊スムースなワクチン接種実現の為の体制整備
＊ワクチンの無駄が生じないよう柔軟な体制構築
＊移動自粛の呼びかけ ＊オンライン授業の備え
など 15 項目にわたって要望しました。

多くのコロナ対策が実現
①支所に対面の予約サポート窓口設置
②64 歳以下の接種時期を前倒し
③保育士・教員への優先接種の実施
④接種会場往復のタクシー代全額支援
（要支援・要介護者、障がい者）
➄障がい者等への付き添いの支援
⑥巡回接種に在宅訪問診療を加える
（同居人も含む）などです

特別融資あっせんの
申請期限が延長決定
コロナ禍にあって、区内中小企業事業者の
厳しい経営状況を支える港区特別融資あっせん
の申請期間が、令和 4 年 3 月末まで延長
さらに措置期間を延長するための資金借り
換えに係る信用保証料を区が全額負担するこ
とが決定しました

7/12～8/22 四度目の緊急事態宣言の
発出。区民の皆様から頂くご相談も多岐に
渡りますが、ホーム区議としてさらに力をつ

6/2 新型コロナウイルスワクチン接種に関し、
第５回目となる緊急要望書を提出

け、お役に立てるよう対応させて頂きます。
このニュースでは皆様のご要望を区政に
繋げ、形となったものを掲載しております。
ご意見ご要望等お待ちしております。

港区でのワクチン接種は 65 歳以上から始まりまし
たが、効率的かつ効果的な接種の推進を要望
＊これまでの課題を踏また対応 ＊次の対象者で
ある基礎疾患や障がいのある方、64 歳以下の接種
スケジュールの前倒し

＊保育士・学校教員への

接種
＊移動が困難な高齢者や障がい者への
巡回接種体制の検討など 14 項目です。

高齢者デジタル活用支援員の
設置が実現
令和２年第４回定例会で、行政のデジタル化
を進めていく上で、高齢者などデジタル機器に
不慣れな人に対する支援の重要性を訴え、「デ
ジタル・ミニマム」の視点を取り入れたサポート
体制を求めてまいりました。
その結果、本年６月より令和４年３/３１まで、
行政手続のデジタル申請や日常生活で利用す
るＳＮＳ等を活用できるよう支援するデジタル活
用支援員を各総合支所管内に１カ所配置
神明いきいきプラザ視察風景

「超短時間就労」など
精神障がい者の就労支援が拡充
精神障がい者の就職件数は増加している一方、
１年間の職場定着率は５割未満で、身体や知的障
がい者より割合が低くなっています。
平成２９年の予算委員会などで、１５分程度の

長引くコロナ禍において融資継続と返済措置
への柔軟な対応こそ区内事業者を守る大切な
防御策であることを
訴え実現（本年２月
定例会代表質問）

＜問い合わせ先＞
産業振興課専用コールセンター
電話：03-3578-2560・2561

女性の健康と生活を支援する
生理用品の配布が実現
生理用品を買うお金がない、また、利用でき
ない、利用しにくい環境にある所謂「生理の貧
困」は、発展途上国のみならず格差が広がって
いる先進国でも問題になっています。

労働でも賃金が得られる「超短時間就労」や、障
がい特性に応じたきめ細かな支援策を提案。

イギリスでは学校で生理用品が無償で提供
されていると報道されており、フランス、ニュー

その結果、令和３年度より、研究機関との連携に
よる「超短時間就労」の取組が始まり、令和３年６
月には、ショートステイや、生活体験から就労まで
一貫してサポートする区立精神障害者支援センタ

ジーランド、韓国なども同様の動きがあります。
港区での防災備蓄品を活用するなど早急
な対応を、令和３年３月予算委員会で要望。
その結果、3/29～下記 10 か所で生理用品

ー「あいはーと・みなと」が開設

が配布され、6/22 時点で 638 人に配布され
ました。無くなり次第終了となります。
さらに、区立小中学校各 1 校で、女子トイレ
での生理用品の無償配布が実現しました

★開設時間：午前９時から午後５時
★月曜・水曜・日曜
神明・南麻布の各いきいきプラザ、
台場区民センター
★火曜・木曜・土曜
青山・白金台の各いきいきプラザ、
芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ

＜配布施設＞
★神明・麻布・赤坂・赤坂青山館・高輪・
港南の各子ども中高生プラザ
★芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ
★港区立男女平等参画センター
★子ども家庭総合支援センター
★社会福祉法人港区社会福祉協議会

＜6/25 代表質問＞
❶ 新型コロナウイルス対策
(1)円滑なワクチン接種体制の構築を
(2)変異株の対策について
ア．区民の不安払拭のために、区で行ってい
る感染防止対策と陽性者発生時の対応に
ついて周知すべき
イ．区立施設で陽性者が発生した場合、その
施設の関係者が必要以上に不安にならな
いような情報提供をすべき
(3)コロナ禍で増加している自律神経の乱れ
による起立性調節障害に対応できる環境整
備を
❷ 行政のデジタル化への取組とサポート体制
❸ 防災対策
(1)マンション浸水対策に共同住宅防災アドバ
イザー派遣事業を活用できるようにすべき
(2)地域防災力向上に防災士が果たす役割に
ついての認識と今後の取組
❹ 外濠等における水環境改善の対策を
❺ 障がい者施設でのデジタル・トランスフォー
メーション（DX）の充実を
❻ 子どもの孤立防止にむけ子ども食堂支援を
❼ 障がいのある兄弟姉妹、所謂「きょうだい
児」の認識
❽ 区内中小事業者へのさらなるキャッシュレス
決済の普及を
❾ マンション管理組合間の交流の支援を
❿ 公職選挙法違反である候補者等のたすき
着用の政治活動への対応

区議会公明党代表質問
＜区長答弁抜粋＞
➊(2)変異株対策について
ア．家庭内では濃厚接触者等に対しては、不織布
マスクの着用、寝食の分離、タオルの共用回避等
の指導を徹底している。
また、流行期における施設の児童や職員等の
健康を守るため、接触者の範囲を拡大したＰＣＲ
検査を実施するなど、対策を強化している。
さらに、区ホームページやリーフレット等を活用
し、陽性になった場合の対応など、区民の不安を
解消する情報を積極的に周知していく。
イ．区は、区有施設等において陽性者が発生した
場合に、個人が特定されないよう人権及び個人情
報の保護に最大限配慮した上で、区民の不安を
払拭するため、濃厚接触者の有無や施設の消毒
など、正確で必要な情報を広く公表している。
今後は、利用者に対して検査の実施状況や結
果を周知するとともに、確認できた感染ルートなど
をお知らせしていく。
Point‼

❺ 障がい者施設での DX の充実を
デジタル・トランスフォーメーションを、積極的に
推進することにより、施設間でのオンラインによる
連携や、支援員がタブレットを携帯して支援内容
をその場で入力するリアルタイムの情報共有など、
職員の負担軽減だけでなく、スキルや支援の質の
向上にも大きな力を発揮するものと考えている。

望まない妊娠がコロナ禍で増加していることも
あり、緊急避妊薬（アフターピル）に関する相談
体制の充実を本年３月の予算特別委員会で質
問しましたが、早くも保健所主催による保健師

実績№201

学校内で陽性者が複数出ているのに
濃厚接触者は本当にいないのですか
❓全員 PCR 検査をすべきです
変異株が増えている状況で納得でき
る説明をしてほしいです
自主的に
休んでも出席扱いにすると言われても
感染者と思われるので休めません
何故学級閉鎖にしないのですか❓

障がい者施設内で陽性者が発生した
場合、学校や保育園等と同様に施設
利用者全員にお知らせ頂きたい

わかりやすい「濃厚接触者」の考え方
港区ホームページ／濃厚接触者について
(city.minato.tokyo.jp)
★感染しそうな時期（「発症の 2 日前」から「発症し
て約 7 日」）に、一緒に食事や喫煙の際にマスク
をしないで（顎にずらして）会話をした人です。
★濃厚接触の目安は、「対面で話す」場面で距離
は「1 メートル」、時間は「15 分」と考えて下さい。
★このほか、「咳やくしゃみをしていた」「換気が悪
かった」「大きな声を出した」場合は、感染リスク
がより高くなります。
★マスクをはずしてすごす同居者（家族）は濃厚接
触者に当てはまる人が多い。

ワクチン接種後の副反応や健康被害は

皆様のお声が形となりました❣
みなと保健所主催の
緊急避妊勉強会開催

➊(2)、❺の質問は、皆様のお声
から近藤が担当し、区長より前向
きな答弁を頂きました

保育園周辺道路の安全対策

「保育園玄関前からバス通りまで歩道がなくて危
険なんです 」とのお声に、担当課に対策をお願
いし、警察とも検討して頂き、保育園周辺の道路に
路側帯を設置して頂きました

や助産師を対象とした緊急避妊勉強会が開催
されました

港区ホームページ／新型コロナウイルスワク
チンの健康被害救済制度
(city.minato.tokyo.jp)
★相談先・・・「東京都新型コロナウイルス
ワクチン副反応相談センター」
☎ ０３－６２５８－５８０２
★重大な副反応により健康被害が生じた疑い
があり、健康被害救済制度を利用する場合
は、住民票のある自治体に申請します。
最終的には国が疾病・障害認定審査会で
内容を審査しますが、4～12 か月程度の期間
を要します。
★給付内容・・・医療費、医療手当、障害年金、
死亡した場合の補償等
★申請先・・・「みなと保健所保健予防課
新型コロナウイルスワクチン接種担当」

保育園入り口

経済的に生活が厳しい世帯にむけて
★相談先・・・港区社会福祉協議会生活支援係
☎ ０３-６２３０-０２８２
★緊急小口資金、総合支援資金(無利子無担保
の特例貸付、申請は８月末まで)
★生活困窮者自立支援金（最長３か月間支給）

日々の活動や議会報告、
実績やご相談対応等ブログ
に記しています
是非ご覧ください

