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港区議会公明党の実績
予約なしのワクチン接種ミッドナイト接種
新型コロナワクチン接種率が特に低い若者の接
種率向上のために、予約なしのワクチン接種などを、
区長に緊急要望
その結果、時間枠を拡大した金曜日の深夜０時迄
の「ミッドナイト接種」と２２時迄可能な「火曜・ナイト
エリア接種」が開始となり、時間帯によっては予約な
しでの接種も可能になりました
港区の全区民ワクチン接種率８５％の目標に大き
く貢献しています

港区電子図書館がオープン
平成 22 年から区立図書館の利用改善、推進
を図る観点からＷｅｂ図書館の導入を訴え、また
新型コロナの感染拡大の中でも、特に子どもの
読書権を保障するためにも、電子図書の導入や
図書館を閉館しないよう、区長に緊急要望等も
行って参りました
高齢者や障がい者、開館時間に図書館に行
けない方々から喜びの声が寄せられています

新型コロナウイルスが少し落ち着いたところ
で、芸術の秋、食欲の秋、スポーツの秋、読書の
秋など満喫したいところですが、皆様いかがお
過ごしでしょうか。
コロナ感染第６波を見据え、油断することなく、
引き続き感染対策を心がけてまいりましょう。
本号では、区議会の報告や実績とともに、
「福祉防災」について情報をお届け致します。

みなとワクチン安心相談ダイヤル
令和３年９月２１日～
副反応や健康被害への不安がワクチン接種を
躊躇させているとのアンケート調査結果を踏まえ、
看護師に気軽に相談できる電話
相談窓口の設置が実現しました
令和３年第３回定例会代表質問
で、接種率向上のためには、不安
等を解消する対策が必要であるこ
とを訴えていました

オンライン授業
区立小中学校で、令和３年度２学期開始時より

近藤まさ子の実績

登校しての対面授業・自宅でのオンライン授業を
選択的に履修できる「ハイブリッド授業」が実現
しました
区議会公明党は、区長への緊急要望や令和３
年度予算特別委員会において、感染拡大を見据

実績 №202

白金１丁目のＴ字路安全対策
一方通行の直線道路を走る車や自転車に
とて、右側道路からの自転車の飛び出しによ
るヒヤリハット

えたオンライン授業の整備や、
オンライン授業を出席扱いとする

そしてまた、その逆もあり

さらに、通学路でもあるため、安全対策に関
する要望を区の担当課に繋ぎ、写真矢印の所
にカーブミラーを設置して頂きました

実績 №203

よう求めて参りました
１０月に入り基本対面授業に戻り
ましたが、今後もオンライン学習の
有効性など検証し、さらなる充実に

新型コロナウイルス感染者の入院・自宅療養・宿泊療養者数を公表

新型コロナウイルス感染症について、陽性者数だけでなく、入院・自宅療養・宿泊療養のそれぞれ
の人数の公表が実現しました ９/２８決算特別委員会にて質問し、１か月後に実現しました
港区ホームページより抜粋

向け取り組んで参ります

❼若い世代への新型コロナワクチン接種率
向上への取組
➑港区シルバー人材センターの就業機会の
確保、そして、適正就業の推進を
❾「医療的ケア児及びその家族に対する支
援に関する法律」の施行を踏まえ、区の課
題とさらなる支援の充実を伺う
❿施設予約システムの登録手続の統一化と
利用要件の緩和を図るべき
⓫東京２０２０大会のレガシーの継承と施策

区議会公明党代表質問
＜9/9 代表質問＞
❶令和４年度予算編成
❷持続可能な財政運営への区の基本姿勢
❸防災対策

❹新型コロナウイルス陽性者の自宅療養者へ
の対応と医療提供体制の構築
❺コロナに感染した妊婦への対応
❻ＩＴの活用やマンパワーを増やし保健所機能
と体制の強化を図るべき

への活用を
⓬コロナ禍において学びを止めないための
取組を
⓭子どもや保護者の心のケアの取組を
⓮羽田新飛行経路固定化回避に向けて
➑❾については裏面をご覧ください⇒⇒⇒

近藤まさ子の代表質問
コロナで、シルバーの
仕事が減っている
ように思うんだけど❓

この仕事の指揮命令は、今、働いている所なのか、
それとも、シルバー人材センターなのか❓

質問

➑コロナ禍で
の仕事量が 1 割弱減少しているが、今後の仕事
確保の取組は❓
また、
での勤務形態の多
様化が進む中、安心して高齢の区民が働くこと
ができる環境づくりに向けて、当センターを指導
する立場の港区としての適正就業の推進への
取組は❓

答弁

区の業務の発注だけでなく、
民間からの受注を増やせるようセンターの事業
を広報し、区の企業連携のパートナーである区
内企業に対して受注可能な業務の案内を行う
等、地域の協力を得ながら、高齢者の就業機会
のさらなる確保に努める。
人材センターの会員は、受託業務の拡大に伴
い、雇用の形態の異なる事業所に勤務する機会
も増えている。
区は、センターの会員が勤務する事業所によ
って不利益を被らないよう、業務内容の明確化
や勤務条件を丁寧に説明するとともに、適切な
労働環境について点検するために現場の巡回
を積極的に行うようセンターを指導している。

Point

仕事の発注者とセンターとの契約には、請負契約
と派遣契約があります
請負契約は発注者とセンターとで契約を交わします
センターと会員との間には雇用関係はなく、再請負の形
で仕事を提供し、会員はセンターから配分金を受け取りま
す。発注者から会員への仕事の指揮命令権はありません。
一方、派遣契約は、発注者と東京都シルバー人材センタ
ー連合である公益財団法人東京しごと財団とで派遣契約を
交わします
東京しごと財団と会員は労働契約を交わし、会員は東京
しごと財団から賃金を受け取ります。派遣労働者となるた
め、発注者は会員への仕事の指揮命令権があります

答弁

現在区は、医療的ケア児に関する
相談に対し、各地区総合支所において障がい
福祉、保育などの分野ごとにケースワーカーや
保健師が医療機関や福祉サービスを案内し、
個々の状況に応じた支援につなげている。
令和４年８月に各地区総合支所に福祉総合
窓口を開設し、包括的な相談体制を構築する。
この窓口開設後は、医療や教育も含め各分
野の横断的な連携により、医療的ケア児の相談
においてもさらにスムースに、より充実した支援
を行っていく。 また、各関係機関の情報共有を
さらに促進することで、相談体制の一層の強化
に取り組む。

困りごとが多くて、どこから手をつけていいのかもわからず、
日々のケアに追われて相談に行く時間も体力もない。
せめて一本化された窓口があれば助かるのですが・・・。

近藤まさ子の決算質問

医療的ケア児の親は、どこに相談
すればいいか、情報もないし、役所
に行っても窓口が多くて、タライ回し
されることもあって困っています。

＜産業経済費＞
電子商品券にエシカル消費の視点を取り入れ
ることについて

質問

❾「医療的ケア児支援法」施行を踏まえ、区の
課題は❓ またライフステージに応じた医療、保健、福祉、
教育、労働等に関する情報提供や助言、さらに関係機関
と連携できる医療的ケア相談窓口設置について見解は❓

答弁

医療的ケア児のケアは専門性が高く、対応する
職員の確保が難しいため民間の参入が進まず、選べる
サービスが少ない状況にある。
また、受入事業所が少なく、長時間預けられず、家族
が仕事を辞めざるを得ない状況もある。
福祉や教育などの関係機関が連携し、医療的ケア児
やその家族の実態を把握し、切れ目ない支援に取り組む
必要があると認識している。

エシカル消費とは倫理的消費とも言われ、消費
者それぞれが各自にとっての社会的課題の解決
を考慮し、そうした課題に取り組む事業者を応援し
ながら消費活動を行うことで、SDGs の№12「つくる
責任 つかう責任」に関連する取組で「持続可能な
生産・消費形態の確保」として掲げられています
令和４年２月に発行する電子商品券は、店舗に
とって換金の必要がなく手間がさほどかからないこ
とから、例えば、⁑人に配慮した具体例では、障が
い者支援に繋がる商品、⁑社会に配慮するものと
しては、開発途上国の生産者をサポートするフェア
トレード商品、⁑環境に配慮したものは、エコやリ
サイクル商品など、これらを扱っている店舗へ対象
を拡大することについて提案質問

答弁
＜総務費＞
１．福祉防災
①福祉避難所の対象者の特定とそれを踏ま
えた個別避難計画の見直し
②個別避難計画の内容更新にマイナンバー
を活用することについて
②避難の支援者に対する補償を含めた負担
軽減について
福祉防災
要介護高齢者や障がい者などの避難行動要
支援者に対する避難支援をさらに実効性のある
ものとするために国は取組指針を示しました
その指針に沿って港区の対応を質問
従前の避難所は、全員が先ず地域の小学校
などの一時避難所へ避難し、より適切な配慮が
必要な場合に二次避難所（福祉避難所）である
特別養護老人ホームや障害保健福祉センター
などへ移動していました。
⇒警戒レベル３の高齢者等避難で直ちに福祉
避難所に避難できるように、一次と二次の避難
所を同時期に開設することになり、その際、適切
な支援が期待できる避難所に避難できる対象者
をあらかじめ特定できるようにもなりました

２．DV 等の被害者支援に係る住民基本台帳
事務処理における虚偽 DV への対応について
＜民生費＞
１．福祉のまちづくり
①バリアフリーマップに保養所（大平台みなと
荘等）の区外施設の情報も掲載すべき
②バリアフリーのための施設整備費補助金の
活用実績が少ないことから、対象品目の見
直し等を
２．福祉機器のリサイクルを
３．入所施設での口腔ケアの充実を

＜衛生費＞
１．在宅人工呼吸器使用者の災害時の対応
①どこで被災するかわからないため個別支援計画は
自宅だけでなく就業中、生活介護中、在学中も含め
更新すべき
②停電時等の安全確保のための自家発電装置給
付事業を実効性あるものにすべき
在宅人工呼吸器使用者の災害時における停電時等の
安全確保のためにある自家発電装置給付事業では、カ
セットボンベタイプの自家発電装置を１５万円まで補助し
ている。しかし、騒音は 80dB 以上、カセットボンベ２本で
連続運転時間が約 2 時間という短さ、しかも、排ガス(一
酸化炭素)はかなりの臭い。都会の共同住宅では暴風雨
の最中にはベランダでの使用は不可。
そこで、現在はリチウムイオンバッテリーで２４時間以
上使え、しかもソーラー充電が可能なものもあることか
ら、カセットボンベタイプ自家発電装置に限らず、ポータブ
ル電源として蓄電池なども対象にすべきと様々な角度か
ら質問
コロナの療養状況を
認識できた方が皆が
感染予防にしっかり
取り組めるんだが・・・
高齢者入所施設では
毎月３～４回程度、歯科
医師や歯科衛生士が施
設を訪問し、入所者の
口腔ケア指導 障害福
祉サービス等報酬の改
定で月に２回の歯科衛
生士の派遣が可能とな
ったことから口腔ケアを
充実すべきと質問

２ ． コ ロ ナ 感染 者
の自宅療養者数
と宿泊療養者数、
入院者数のホーム
ページでの公表を

この車椅子まだ
新しいんだけど、
誰かにお譲りでき
ないかしら・・・

商店街の
街路灯が
犬の放尿で
劣化しそう
です・・・

区は目視やテスト
ハンマーでの打音
により安全を確認
し、錆などの程度に
より、補修や建替を
するなどして安全を
確保している。

＜土木費＞
１．犬の放尿による電柱等の被害について
２．天現寺橋交差点のバリアフリーついて

天現寺橋交差点のバリアフリー進みます
平成 14 年に港区長宛、平成 18 年に東京都知
事宛、平成 22 年に渋谷区長宛、そして令和２年
にも要望書を提出、全てに係らせて頂きました
港区は白金高輪駅周辺重点整備地区の範囲
を渋谷区まで拡大し、道路管理者及び交通管理
者が優先的にバリアフリーの整備計画を立案し
やすい環境を整えました
これにより、現在、道路測量を実施し、天現寺
橋交差点から、①北側は外苑西通り広尾橋交差
点との間、②南側は外苑西通り恵比寿三丁目交
差点との間、③東側は明治通りの南麻布四丁目
の信号との間、この３箇所への横断歩道の設置
について、渋谷警察署及び麻布警察署と協議を
進めています

＜教育費＞
障がい者スポーツの
普及啓発をアウトリー
チで行うことについて

介護度が重くなるなどで使えなくなる福祉
機器もあり、これまで一般的な車椅子、オー
ダーメイド車椅子、シャワーチェアー、介護
用電動リフト等必要とする方に繋げて欲しい
との依頼を多く頂いたことから質問

