
禁煙外来治療費助成対象者大  

詳細は上段をご参照ください。 

在宅人工呼吸器使用者へ 

の蓄電池の給付が実現  
停電等の緊急時に在宅人工呼吸器使用者

へ給付している自家発電装置は、騒音や排気

ガスに加え荒天 

時の屋外使用が 

難しい等の観点 

から、蓄電池も 

給付対象に加 

えるべきと R.3. 

9/28に質問  

通学路の安全対策  

（東麻布） 

肢体不自由などの重度障がい者は、障害

者総合支援法に基づき、入浴や家事等の介護

サービスを 24時間体制で受けられます。 

しかし、自宅や職場で働いている時は経済

活動とみなされ、介護サービスの利用は認め

られていない現状から、H31.2/28 重度障が

い者が経済活動を行う場合の介護支援を訴

え、その結果、令和４年度からの実施が決定  

障がい者の就労支援で超短時間雇用の促進 

や分身ロボットを 

活用した働き方 

の推進もレベル 

アップ予算が計 

上されました  

高齢者補聴器購入費助成  

詳細は上段をご参照ください。 
福祉のまちづくり整備費補助金 

助成対象者や対象工事が拡充  

H31.10/8 に事業の充実を訴え、R3.9/27 には助

成対象となる工事の追加などを訴えていました  

令和４年度から拡充されます  H31.10/2、デザイン性はあるものの壊れ

やすいインターロッキングブロックに代わり、同

様の模様を生み出せる型押しアスファルト舗装

を商店街に取り入れることを提案質問  

 六本木６丁目１７番先から元麻布３丁目１１番先 

まで(麻布十番店街) 

実現 （写真左の手前 

がこれまでの舗装） 

重度障害者に就労時の 

ヘルパー利用費を給付  

狸穴坂は抜

け道で、勢いよ

く下る車が多く、

児童が怖い思

いをしていると

のご相談から、

ガードレールを

延長  

設置後は、登

下校時の不安

が大分解消さ

れたと喜ばれて

います  

がん治療に伴う外見ケア助成 

事業の助成品目に帽子 

 (材料費等を含む）が追加  

ウィッグや補正下着の

他に、メニューの追加や予

算の増額を H30.9/27

に訴えていました  

     

ゲリラ豪雨時の浸水対策  

（南麻布）  写真両側が坂道で 

谷の地域です。ゲリラ豪雨時に、さらに奥へ下ると左

へ入る数本の道に、水が流れ込み浸水被害が多発   

地域より 

    対策の 

要望が 

あり、 

雨水桝を 

設置頂き 

ました  
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禁煙外来治療費助成対象者が拡大  

 みなと保健所に登録の上、禁煙外来で治療を行い、

上限１万円の補助が受けられる事業です  

 子ども及び妊婦の受動喫煙を防止するため平成３０

年６月から 18 歳未満の子ども又は妊婦と同居してい

る方及び妊婦本人を対象として開始されました。 

開始の翌年度、実績が上がらない 

ことや健康上の観点、出火原因で 

多いという防火の観点から、一般 

喫煙者に対象を広げるべきと質問  

本年４月から２０歳以上の区民に対象拡大されます  

区議会公明党実績！ 

新型コロナウイルス感染症は減少傾向にあ

りますが、都内は４/24迄リバウンド警戒期間と

して混雑している場所や時間を避けて行動する

よう協力依頼が出ています。 

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 4年第１回港区議会定例会 

（2/16～3/15）と実績の報告です。 

ご一読の上、ご意見ご要望等 

頂けますと幸いです。 

高齢者補聴器購入費助成が実現  
平成 25 年第 3 回定例会で高齢者の日常生活用品

として補聴器の支援の必要性を訴えて以来、購入費

用助成を求めてまいりました  

区有施設への再生可能エネルギー１００％ 

導入など脱炭素の取組が重点政策に  
令和２年第 4回定例会で、港区としてゼロカーボン

シティ宣言をすべき、と区議会会派で初めて訴え、令和

3年 3月、２３区で 5番目に宣言を実現 その後も、

区有施設の再生可能エネルギー 

１００％導入や脱炭素の取組を区 

の重点政策にと訴え続け実現  

自転車損害賠償保険加入と 

ヘルメットの購入促進の助成  
コロナ禍、電動アシスト付やスポーツ車等の自

転車の使用が増え、重量や加速性が増しマナー

の低下も相まって自転車事故が増加しています。 

平成 30 年度決算特別委員会などで、子どもの

ヘルメット未装着で親が責任を負う場合があり、

自転車損害賠償保険の加入促進について対策

を求めてまいりました。 

この度、子どもの自転車用ヘルメットを購入

（令和 4年 1/1以降）し、自転車損害賠償保険  

  等に加入した13歳未満の子 

の保護者の申し込みにより 

区内共通商品券（スマイル商 

品券）2,000円分をお渡し 

できることになりました   

街の安心・安全を向上させる取組が前進   

ブロック塀等除却・設置工事支援事業に、「アド

バイザー派遣制度の導入」と「除却・設置工事費

助成対象の拡大」が実現  

また、スマホアプリを活用して 

道路の損傷を投稿できる 

「道路通報 

システム」と 

車両に搭載 

したドライブ 

レコーダー 

で AIが損傷 

部分を自動検出する「道路損傷検出システム」の

本格運用が実現  

実績№207

７ 

実績№210 

  

 

 

  

実績№208 

実績№209 

実績№214 

実績№215 麻布十番商店街の 

型押しアスファルト舗装  

令和４年度から６0 歳以上の区民

が補聴器を購入する際の費用 1/2

（上限６８，５００円、住民税非課税の

方は１３７，０００円）を助成  

実績№211 

実績№212 

実績№213 

皆様のお声が形となりました！ 
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＜産業経済費＞ 

➊ プレミアム付き電子商品券について 

➋ みな得レシートキャンペーンの課題を踏ま

え、さらなる商店街の消費喚起の取組を  

 

＜土木費＞ 

➊ 降雪による路面凍結予防対策の現状を伺

う。  また、希望する町会・自治会や商店街に

融雪剤の配布を  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

＜総括質問＞ 

自己情報開示等請求制度は区が保有して

いる個人情報について、適正に取り扱われて

いるか、正確なものとなっているかなどを確認

するため個人情報の開示、訂正、削除などを 

本人や法定代理人が請求できるもの。しかし、 

認知症の入所者の子供や、入所中の障がい

者の親が法定代理人となっていなければ事故

報告書についての開示請求もできないことか

ら、任意代理人の請求を認めることなど個人

情報保護制度の運用について質問  

＜2/17代表質問＞ 

➊ 将来世代にも誇れる都市を残していくため、

シビックプライドの醸成をさらに推進すべき 

➋ 若者の投票率向上に向けた取組として投票

立会人の若者起用促進を 

➌ ハトへの過剰な餌やりを禁止する条例の制

定を検討すべき 

❹ 介護職員の処遇改善の取組について 

❺ 子ども中心の社会づくりを目指し、子ども政

策に関する横断的かつ総合的な部署を配置

することの検討を 

❻ 高校生医療費無償化について 

❼ 低視覚（ロービジョン）への対応機器を活用

した弱視対策について 

➑ ※東京都の子供手帳モデル活用支援事業

を活用して母子健康手帳の内容の充実を 

❾ ５歳から１１歳への新型コロナウイルスワク

チン接種について  

❿ 成人年齢の１８歳引下げを踏まえた消費者

教育について  

⓫  「ちぃばす」のバスロケーションシステムや

スマートフォン専用アプリの普及啓発をはかり

利便性向上の取組を 

⓬ パラリンピック教育のレガシー継承について  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

＜衛生費＞ 

➊ 禁煙外来治療費助成（表面実績参照）を一般

区民に対象を拡大したが、現在、主要な禁煙治療

薬の入手が困難となっています。事業の情報周知

と成功例など体験談も含めた区民への周知を  

 

 

 

 

 
 

➋ 在宅人工呼吸器使用者自家発電装置給付事

業（表面実績№２０７参照）に蓄電池も追加されま

した。申し込み状況と事業の詳細について伺う  

❺ 障害者施設・事業所での事故報告について 

介護保険サービスの提供中に事故が発生した

場合には、「港区介護保険事業者における事故発

生時の報告取扱要領」に従い事業者は港区長宛

に事故報告書を提出することになっています。 

障害者施設・事業所には、東京都が事故報告

書の提出を促す通知を出しています。 

 

 

 

 

 
 

区は、事故報告の対象となる重大な事故だけで

なく、所謂ヒヤリハットについてもきちんと把握し、

利用者の不安を受け止め、事業者が適切な改善

を図りサービスの向上を図るよう促すべき  

区議会公明党代表質問 

 

日々の相談対応や活動

をブログに記しています  

皆様、是非ご覧ください  

東京都の子供手帳モデル活用支援事業とは？ 

東京都では低体重出生児の増加や、核家族化

など子育て環境の変化等により妊娠・出産・子育

てに関し不安を抱える妊産婦や保護者が増加し

ていることを踏まえ、母子健康手帳の任意様式の

充実等について検討会を実施し「子供手帳モデ

ル」を策定しました  

そして、各市区町村がこの子供手帳モデルを

活用して母子健康手帳を充実する場合に、都は

平成３０年度から事業費の 1/2を補助しています  

この補助事業を活用して、体重 1，500g未満の

極低出生体重児を対象とした発育曲線などや、 

７歳から１８歳までの成長・健康の記録欄、その

他、妊娠や育児不安解消に資する情報や父親の

育児参画の促進に資する情報を追加充実、さら

には「ふたご手帖」や疾病ごとの「しんぞう手帳」

など子供の特性に応じた手帳を併用することに

ついて質問  

区長より前向きな答弁を頂きました  

国で規定している省令様式の内容は、妊娠中の経

過、妊婦自身の記録、出産の状態、出産後の母体の

経過、乳幼児期の健康診査、保護者の記録、乳幼児

期０～６歳の身体発育曲線、予防接種の記録などが

あります。 

また、区市町村独自に変更できる任意様式には、

妊産婦の健康管理のために、そして、新生児・乳幼

児の養育のために必要な情報、さらに、予防接種に

関する情報や母子保健の向上に資する情報などが

あります。 

近藤まさ子の予算質問 

すべて前向きな答弁を頂きました  

＜民生費＞ 

➊ 高齢者福祉理美容 

サービスは、要介護３ 

以上の寝たきり状態な 

どで外出が難しい方を 

対象に自宅を訪問 

して自己負担５００円 

の理美容サービス。 

 介護事業所や 

要介護３以上の 

方に周知を  

 

➋ 高齢者民間賃貸住宅入居支援事業は高齢

者の転居を支援するために、民間賃貸住宅や、

債務保証会社の紹介、そして保証会社への保証

委託料や入居費用の一部助成を行います。 

 高齢者本人はこの事業を知らず、不動産会社

は事業内容を正確に把握していない現状を指

摘し、周知徹底を要望  

 

 

 

 

 

➌ 本年８月各地区総合支所に開設される福祉

総合窓口は福祉に関する悩みや家族の問題を

ワンストップで丸ごと受け止め支える相談窓口。 

 高齢者の転居相談など区役所になんでも相談

できることなど、しっかりとわかり易い周知を  

 

❹ 福祉総合窓口ではリモート相談も可能。 

窓口に行けない医療的ケア児家族には、先輩の

親御さんやオンライン懇談会を行っている医療

的ケア児のグループを紹介するなどの工夫を  

【融雪剤】（塩化カルシウム）凝固点を-50度程度ま

で引き下げるので、どのような極寒の地でも一度に

多くの雪を解かすことができ、即効性があります  

【凍結防止剤】（塩化ナトリウム）凝固点は-20度程

度、特筆すべきは効果の持続力。持続力を長く保て

るので降雪に備えることに適しています  

ご自宅を訪問して整髪させ

て頂くと、ご本人もご家族も

本当に喜んで下さいます  

でも、このサービスを知らな

い方が多いんです  

開発で立ち退かなくてはなら

ないが、保証人はいないし、

アパートも見つからない  

ちゃんと自炊もできるのに  

背景にあるのは、毎年のように発生している食事中

や行事中の誤嚥による死亡事故、転倒・骨折などによ

り入院等が必要となった事故、服薬介助時の確認不十

分による誤薬事故、利用者が行方不明となる事故、利

用者の預り金に係る事故や個人情報の紛失等の事故

などがあります  

治療終了者への半年後アンケートでは、再喫煙者が

約２割  また、禁煙成功者は複数回チャレンジされ

た方が少なくないことなど、粘り強く取り組むことが重要

であることが分かりました  

受付開始から１か月で６割の方が

申し込む現状は、本当に皆さんが

待ち望んでいたことがわかります  

こんなに早く実現するとは、区議会と

都議会のネットワークに感謝です  

蓄電池の耐用年数は自家発電装置と同様に６年。

耐用年数を超え、かつ、蓄電池が破損等した場合には

再度本事業による給付を受けることが可能です  

大雪の後の路面凍結が心配  

特に坂道も多い通学路は、凍結防止

対策の徹底をお願いしたいのです  

どんなに小さく生まれても、疾患や障がい

があっても、必ずその子なりの成長をしてい

きます  標準的な成長でなくても、親御さ

んにとっては一つ一つの成長を記録できるこ

とが何よりも喜びとなり子育ての励みとなると

思うのです  


