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世界的な新型コロナウイルスの感染拡大により、多くの命が瞬く間に奪われ、人々の日常

生活は一変しました。本来なら、２０２０年夏に開催され、港区も競技会場となっていた

はずの「東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会」も１年延期が決定、開催

できるかどうか未だ不明な状況です。 

 

未知のウイルスである新型コロナウイルスについては日々、情報が更新されており、人々

を不安に陥れ、社会を分断させています。これまでに、世界では２６６０万人以上が感

染、死亡者数は８７万人を超え、日本では７万人以上が感染、１０００人以上が死亡。港

区でも、１４００人以上が感染しています。「３密」を避け、マスクと手指消毒の徹底が

新しい常識となった「ウィズコロナ」の時代が到来しました。 

 

経済への影響も深刻で、２０２０年４−６月期の日本の GDP 成⾧率はー２７・８％と、

リーマンショック後の２００９年１−３月期の−１７・８％を超え、戦後最大の落ち込み

となりました。今後も、社会経済活動と感染拡大防止の両立に向けた試行錯誤が国内外で

行われる中、景気下振れリスクの大きい状況は当面続くと見られています。 

特に、観光業や飲食業は壊滅的な打撃を受けています。また、非正規雇用、低所得層にダ

メージが大きく、社会の格差が一層拡大したことが指摘されています。 

 

港区では、ここ１０年以上、大規模な再開発と人口増が続き、それに伴い税収も堅調に伸

び続けてきました。しかし、新型コロナウイルスの感染拡大による大学や企業のリモート

化を背景に、東京都への人口流入に急ブレーキがかかり、７年ぶりの転出超過となるな

ど、大きな構造変化が起きています。 
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港区も、今後の人口推計や財政状況の見通しについて、大幅な見直しを迫られています。

不透明感を増す未来に備えるため、今一度、不要な事業の洗い出しやスクラップアンドビ

ルドを進めていかなければなりません。 

一方で、この変化の時代を乗り切っていくため、投資しなければならない「未来」もあり

ます。DX の推進や、子育て・教育への投資は、逆に思い切って増やしていく必要があり

ます。 

また、コロナの影響を大きく受けた層に対しては、補助金給付による一時的な救済から、

新しい社会構造の中で自立していくための支援に切り替えていく必要があります。一層、

メリハリのある予算配分が求められます。 

 

世界が大きな分岐点に立つ中、子供たちにとって未来がより良いものであるように、今、

やらなければならない施策を、スピード感を持って実現していっていただきたいと切に願

い、予算要望させていただきます。 

１、歳入 

 

１）「新型コロナウイルス対策」の備えを 

 

令和元年度の基金残高は、２５１億円の積立てと５６億円の取り崩しを行なった結果、基金

残高が前年度比１９６億円増の１８００億円となり、過去最高額を更新しています。 

最も多いものは、令和４年度までに基金残高１０００億円の確保を目標としている「震災復

興基金」で、７６０億８５１６万円となっています。 

新型コロナウイルス感染拡大の影響で、税収の落ち込みがリーマンショックを凌ぐほど甚

大になることが予測される一方で、今後も、ウイルス感染拡大が続き、様々な社会の混乱、

生活の困窮に対し、自治体の支援が求められる場面が続くことが予想されます。 

東京都はすでに、新型コロナウイルス対策のため９３４５億円あった財政調整基金の９

５％を取り崩しており、今後は、区独自で支援策を講じなければならない局面も増えてくる

と思われます。「新型コロナウイルス対策」への万全の備えが必要です。 

将来世代への負担となる区債に頼ることなく、今ある潤沢な基金に優先順位をつけ、必要な

ところには積極的な活用を図ってください。特に、「震災復興基金」については、「新型コロ

ナウイルス」自体が未曾有の災害のようなものでもあるので、今ある危機にしっかり対応で

きるよう基金のあり方を整理してください。 
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２、総務費 

 

 

１）コロナ禍を経て、港区の将来予測と区⾧の施政方針を区民に示すとともに、区の組織

再編を 

  

民間企業の動向や人々の意識が変わることで、人口予測、税収予測等、区の将来予測に大

きな変更が見込まれます。政策創造研究所で新たな将来予測を行うとともに、区⾧の施政

方針を早期に示していただきたいです。あわせて支所と支援部のあり方や分掌事務の見直

しなど、区のスリム化と効率化を図るべきです。 

  

 

２）港区版「ふるさと納税」を“地域支え合い”の仕掛けに 

 

港区版「ふるさと納税」の寄付項目に、「新型コロナウイルス対策」や「給付型奨学金」が

加わることになりました。 

「新型コロナウイルス対策」については、多くの地元の企業などが、区内の保育園や高齢者

施設に対し、不足するマスクや消毒用品を寄付してくださり、地域を支え合おうという気持

ちに大変勇気づけられました。 

みなが大変な時だからこそ、こうした「寄付」の機運が高まり、それが地域のつながりを強

めていくような仕組みや仕掛けを拡充していっていただきたいです。 

 

 

３）デジタルトランスフォーメーションを推進し、カスタマーサービスデザインを強化す

るべき 

 

コロナ禍で、行政のデジタル化が一層求められています。行政の全業務を見直し、デジタ

ル化できるところは全てデジタルでも対応できるよう見直すべきです。 

また、例えば、AI チャットや LINE でのプッシュ型情報発信が行われた場合、ごみの分別

アプリは必要でしょうか？ カスタマーとしての区民の立場に立って、縦割りのサービス

を統合し、一つの手段であらゆる情報を得ることができ、また手続きできる手段を確立す

るべきです。 

 

 

４）テレワークを全ての職場で導入し、定着を 
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働き方改革推進のために進められてきたテレワークですが、コロナによる外出自粛要請の

際には、全庁をあげてのテレワーク導入が進められ実現しました。課題の抽出や検証も大

きく進んだものと思われます。 

これを生かし、テレワーク本来の目的である、「効率的で柔軟な働き方を可能とし、育児

や介護との両立支援など、勤務時間に制約のある職員の能力活用やワークライフバランス

の確保」に向けて、日頃の勤務体系の中でも「テレワーク」が定着し、日常化するよう、

一歩進めていってほしいです。 

多くの先進企業が、今回のコロナの経験から、オフィスを撤廃し、「テレワーク」を日常

とする動きを進める中、役所も同様に進めていくことで、新たな社会ニーズへの気づきが

あると思います。 

 

 

５）コロナ対策を加味した避難所運営訓練の実施を 

 

コロナ渦でも、地震等の災害は起こりえます。その際の避難所運営には、密を避けるなどの

コロナ対策が必要です。港区において、コロナ渦での災害避難所運営マニュアルの作成をお

願い致します。 

また、コロナ対策を反映した訓練を各地で早急に実施するべきです。 

現在港区では、避難所運営訓練が避難所ごとに行われていますが、図上訓練等、簡単なシミ

ュレーションにとどまっている所が多いです。災害時に港区で混乱が発生し、災害関連死の

方を少しでも減らすためにも、区でも宿泊型の訓練をより積極的に行うべきです。 

災害関連死を減らし、快適に暮らせる避難所を整備するために、「スフィア基準」を避難所

の基本として指導してください。 

 

 

６）オンライン防災訓練のさらなる実施を 

 

コロナ渦で、総合防災訓練が中止となっています。コロナ災害と地震等災害が重なる事も懸

念されています。港区は先日、防災課主催で防災士、関係者向けにオンラインで「防災研修」

を開催しました。防災士の方から、「集合しなくても考えられえる事は沢山ある、非常に勉

強になった」と、企画して下さった防災課に対して感謝の声があがっていました。 

今後もコロナ渦の中でも、地域の方々も一緒に参加できるオンラインの防災訓練の企画を

お願い致します。 
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７）ブラックアウト対策の充実を （継続） 

 

災害応急対策の拠点となる本庁舎や各地区総合支所では、必要な電力を 72 時間以上供給す

ることができる非常用電源装置を備えているとのことですが、少しでも⾧時間対応が可能

となるよう非常用電源装置の分散備蓄と民間でも備蓄が進むよう対策をお願いします。 

 

 

８）防災士の活用を （継続） 

 

１０００人を目指し資格取得を支援しており、現在９００人近くの防災士が区内にいます。

一人当たり６万円近くのコストがかかっており、それだけの経費をかけるからには取得後

の活躍とセットで行うべきです。防災士の活用について明確な方策を早急に示してくださ

い。 

 

 

９）消防団の訓練場所の確保を （継続） 

 

今後、開発等が行われる場合には、ぜひ消防団の意見を聞き、計画の中に予め訓練場所の確

保を入れていただきたいです。開発の際には、例えば訓練場所の確保を地域のまちづくりに

貢献する要件の一つに入れて誘導すること、また、公共施設の建設の際には、訓練できる場

所や夜間照明の設置をあらかじめ設計に織り込んで欲しいと思います。 

 

 

１０）ボランティア保険保険料負担制度の厳格化を（継続） 

 

大きな災害が発生した際に、被災地をボランティア支援する区民を応援する制度として社

協のボランティア保険を区民が無料で入れるようになっています。それ自体はありがたい

制度なのですが、社協の窓口で名前、住所、電話番号を書くだけで、証明書の提示が必要な

く、代理人申請も OK で、また本当に区民かどうかの確認もなく、本当にボランティアに行

くのかの確認もなく、無料で最大１４００円の保険に入れます。制度の趣旨はいいのです

が、税金を使う制度としてはあまりにもチェックが甘いのではないでしょうか。 

また今の制度では代理の人による申請も可能なものの、社協の窓口に平日行ける人でなけ

れば申し込みできず、平日仕事をしている方の利便性を考えるなら、オンライン申し込みで

きる全国社協のボランティア保険も助成対象にするべきです。制度の厳格化と利便性の向

上をお願いします。 
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１１）防犯カメラ設置への支援拡充を （継続） 

 

区では地域団体の行う防犯カメラの設置と維持管理に助成をしてくれています。今後東京

都からの助成も加わり、助成額の向上が見込まれています。しかし繁華街も多く来街者の多

い港区では、警察から度々犯罪捜査にカメラ映像が活用されるなど、防犯カメラは設置者に

限定したメリットよりも公益的側面が大きく、助成額の拡充や申請から設置までの期間の

短縮など、費用と利便性において支援の充実をお願いします。 

 

 

１２）文化芸術活動に対しての助成を 

 

文化芸術事業（演劇、ダンスチーム等）の活動をしている団体は、ようやく区民センター等

でも活動が出来る体制が整ってきたと感謝しております。しかし、コロナ渦の中では区民セ

ンターでの講演が中止されて、本来のチケットの収入がなくなり赤字の状態となっている

のが現状です。今後挽回したい所ですが、赤字を抱えながら活動を増やす事は困難です。   

港区では、これまで区内の文化芸術活動の支援を地道に行い、大切に育んできました。今回

のコロナの影響でその根が絶たれることのないよう、活動助成金の給付をはじめ、支援をお

願いいたします。 

また、活動支援の際には、区内に利用できるホールが不足している現状を踏まえ、活動場所

を区内に制限する条件を外すなどの措置を講じていただくようお願いいたします。 

 

 

１３）公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団への予算の見直しを 

 

２０１９年度予算では区委託料は３億９２３万円、区補助金は５億６６１０万円となり、

全体の収入において区委託料比率が 33.8％、区補助金比率が 62.0％と、自主財源の確保が

ほぼできていません。 

また２０１６年度の決算額と比べ、４年間で補助金が１億６７２３万円も増加していま

す。 

必要な事業を継続することは大切ですが、公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財

団への補助金について、抜本的な予算の見直しを求めます。 

 

 

１４）犯罪被害者支援制度の充実を （継続） 
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精神的、社会的、経済的に傷ついた犯罪被害者が、再び社会生活を送っていくために必要な

サービスは、市区町村にあり、そうした被害者を支援につなげるための「総合窓口」が必要

です。犯罪被害者が民事訴訟等を通じて迅速かつ確実に損害の賠償をうけられるための被

害回復の支援や賠償金支払いが滞った場合の立て替え給付金の支援など、様々な面できめ

細かくサポートできる体制をきちんと整備するべきです。必要なサービスを自治体が提供

しないことは、重大な二次被害となりえます。区の体制を見直して欲しいです。すべての区

民が誰でも被害者になりうるので、必要な時に必要な支援がえられる安心感は生活してい

く上で欠かせない公的インフラです。 

 

 

１５）消費者相談体制の拡充を  

 

急増する消費者相談（特に高齢者の特殊詐欺被害など）に対応するべく、消費者相談体制を

さらに充実すべきです。 

また、オンライン決済や QR コード決済の社会的広がりや、支払い手段の多様化に備える

ために、義務教育段階だけでなく、社会のあらゆる層に向けての、消費者教育の一層の充実

も必要です。 

 

 

１６）広報みなとや選挙公報の戸別配布を 

 

 いずれも新聞折込がメインとなっていますが、新聞購読世帯が減っており、より多くの人

に届けるには戸別配布の方が適しています。戸別配布を行っている自治体も多くありま

す。港区ではセキュリティの高いマンションに対する課題が挙げられますが、個別に管理

組合に依頼し、公益性の高い配布物として全戸配布もしくはマンションの共用部に一定数

置かせていただくことで、折込以上に多くの方に届けることが可能になります。シルバー

人材センターへ発注することも含め、広報みなとや選挙公報の戸別配布の検討をお願いし

ます。 

 

 

１７）ホームページの利便性向上を （継続） 

 

現在、委託事業者のプロポーザル選考結果の HP 上の掲載は一年間だけとなっています。

一方、指定管理者の選定結果は指定管理期間終了まで掲載されています。委託事業者に関

しても委託終了まで掲載していただくようお願いします。 

検索に関しては、一字一句同じでなくとも検索結果が表示されるようにしてほしいです。 
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１８）式典で AI を活用し音声をテキストし投影する仕組みの導入を （継続） 

 

港区では式典などの際に手話通訳を行っていますが、区が支所の窓口や役所内の議事録作

成でも利用している音声のテキスト化するための AI を活用し、式典において講演者の音

声をテキスト化しスクリーンに投影すべきです。この仕組みであれば、ろうあ者にかぎら

ず耳が聞こえずらくなった高齢者、席が遠く聞こえにくい人など誰にとっても情報を届け

ることができます。世の中では新しい音声のテキスト化システムが生まれています。まず

は実証実験を行い、一刻も早く実現できるよう予算を求めます。 

 

 

１９）区民協働スペースの有効活用を （継続） 

  

平成２６年に「港区区民協働ガイドライン」をまとめ、「他の活動主体とつながるきっか

けがつかめず、既存の連携を超えた新たな協働ができない状況にあるなど、各活動主体間

の協働をコーディネートし、サポートしていく中間支援機能が必要」としています。広報

みなとや HP などで「区民協働スペース」についてわかりやすく周知を図り、利用対象を

広げ、協働したい人たちに使いやすい施設にすること。その際、どういう NPO が区内に

存在するかなど、情報共有できるサイトなどを構築すべきです。また、インターネットで

簡単に区民協働スペースの利用予約ができるシステムを構築すべきです。 

 

 

２０）期日前投票所の拡大と共通投票所の導入を （継続） 

 

改正公職選挙法により国政選挙や地方選挙の投票日に、駅や商業施設などに設けた「共通

投票所」で投票できるようになりました。導入は自治体の裁量に任されています。利便性

の高い場所に投票所を設けることで、啓発効果、投票率向上、利便性向上が期待できると

考えますので、都市部の自治体の例を調査研究し、港区でも早急に実現していただきたい

です。 

 

 

２１）運河、海の水質改善を （継続） 
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東京 2020 大会だけに限らず、港区は運河と海が生活に直結をしていることからも、区は

責任を持って水質改善に当たるべきです。水中スクリーンを運河で実証実験するなど新た

な実効性のある水質改善のために予算を求めます。 

 

３、環境清掃費 

 

１）「羽田空港新飛行ルート」の撤回を求め、国へ働きかけを 

 

羽田空港新飛行ルートは、令和２年１月３０日から令和２年２月１２日に試験飛行を、令和

２年３月２９日から本格飛行を開始しました。新型コロナウイルスの感染拡大及び２０２

０東京大会の開催延期等で、航空機は減便状態が続いているにもかかわらず、運用が継続さ

れています。 

実際に飛行してみて、騒音は国の想定を超えていることも明らかになり、また実際に体験し

たルート下の区民からは、コロナにより家の換気を行うために窓を開けるようになったこ

とも影響し、「耐えがたい騒音」という声が圧倒的です。 

国土交通大臣は、新飛行経路の固定化を回避するための方策を早急に検討するための有識

者及び専門家による検討会を設置しました。 

港区の新飛行経路下の住民がどのような状況に置かれているか、港区でも詳しく調査分析

をし、国土交通省に報告していただきたいです。 

また、新飛行経路の運用が固定化されることがないよう、撤回を国に求めてください。 

 

 

２）区内の喫煙所を密閉型へ  

 

東京都受動喫煙防止条例の本格施行に伴い、店内での喫煙ができなくなった多くの喫煙者

が区内の指定喫煙場所に集まっています。指定喫煙場所の近くを通る方には更なる負担を

強いることになります。 

また、最近では、コロナ対策のために家の窓を開けるようになったため、煙が家の中に上

がってくるという苦情も増えています。 

吸う人と吸わない人との共存を目指すため、区内の指定喫煙場所をすべて密閉型のものに

切り替えてください。また、民間事業者の喫煙場所についても、煙が外に漏れ出ない装置

を設置するための補助金制度などを創設し、「みなとタバコルール」に解決力を持たせて

ください。 
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３）障害者就労支援と連携したリサイクル事業の拡大を （継続） 

 

区は不燃ごみや粗大ごみから回収した電化製品のコードやケーブルを、銅線とビニールに

仕分ける作業を障害者就労支援施設に委託し、障害者の就労支援と効率的なリサイクルを両

立させる取組を進め、実績については年々増加傾向にあります。しかし、障害者の就労はま

だ不足しています。事業の更なる強化、拡大をお願い致します。 

 

 

４）ごみの戸別収集の検討を （継続） 

 

区の外郭団体を減らすなどして、浮いた人件費を清掃の戸別収集化のために当ててほしい

です。高齢化が進む中、ごみの集団収集はいずれ限界がきます。 

 

 

５）ポイ捨てによるごみの量の把握と効果検証を （継続） 

 

地域ごとの散乱ごみの傾向、そして各施策の有効性を調査してデータ化することで、既存の

ごみのポイ捨て防止施策の改善を図ることができます。港区においても既存のアプリや測

定システムを活用し、区内のごみの量を測定するべきです。具体的な数値や推移を出すこと

で、問題の「見える化」につながり、今後の指標も立てやすくなります。また、区などが実

施する施策の前後に調査を実施すれば、その効果測定も行うことができます。さらに、地域

に暮らす人々にとっては、自主的に清掃活動を行うモチベーションの向上にもつながりま

す。加えて、街の美化活動につながるアイデアソンなどを実施し、行政と区民が一体となっ

て街の美化活動に関するアイディアを考え、実施するのが理想です。 

 

 

６）市民農園の整備を 

 

屋上緑化に対する助成を行っている現状から一歩進め、技術的な課題を解消した上で、公

共施設やビルの屋上を菜園にする取り組みを行ってほしいです。 
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４、 民生費 

 

１）地域の力を活用した「港区子ども家庭総合支援センター」に 

 

令和３年４月に開設予定の「港区子ども家庭総合支援センター」に対しては、大変な思いを

している母子に対し、支援させて欲しいという地域の申し出を多々いただいています。 

例えば、自殺や病気により親を亡くした子どもたちは、幼少期で自分の気持ちが理解できな

かったり、思春期の不安定な時期や、成⾧過程の中で、さまざまな問題を抱える場合が多い

とされています。生活する中で怒りっぽくなり、物や人に八つ当たりしたり、勉強に集中で

きない、眠れないなどの困難を抱えてしまう子どもたちに寄り添う事は重要であり、グリー

フを抱えた子どもたちを救うためにも、区の児童相談所と、グリーフケアの専門員がいる

NPO 等との連携等、検討をお願い致します。 

他にも、ヘアカットのボランティアをしたい、アートや音楽のイベントを提供したい、など

様々な声があります。地域の子供達を地域で見守る、という本来の設立の意義が生かされる

よう、ぜひ、多くの力を活用して、地域に愛される施設を作り上げて欲しいです。 

 

 

２）一時預かりの予約システム導入など、保育現場に一層の ICT 導入を 

 

一時預かりにおいて、区内全域的に共通の予約システムが導入されていれば、利用者にとっ

ては、まずどこの施設が空いているかが瞬時にわかり、そこにネットで２４時間予約や、キ

ャンセルができるようになります。病児保育では、速やかに統一した予約システムが導入さ

れ、利便性が向上しました。一時預かりについても同様にお願いします。 

また、保育園に導入されている「コドモン」を活用し、園と保護者のやりとりがオンライン

で可能になるよう改善してください。 

  

 

３）保育園のお昼寝の廃止を （継続） 

 

保育園の３歳児以上のお昼寝の強制をやめてほしいという陳情を、たくさん受けていま

す。多くの保育園では 1～2 時間ほどの昼寝が日課に組み込まれ、保育園での昼寝は「当

たり前」とされていますが、足立区では 2011 年 4 月から区立保育園の年⾧（5 歳児）ク

ラスの昼寝を廃止し、その後、年中クラスでも一斉寝かしつけをやめました。研究によ
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ると、元保育園児は昼寝をしなかった元幼稚園児と比べて夜更かし習慣が小学 3、4 年生

まで残り、5、6 年生で就寝時刻は差がなくなるが、朝の行き渋りの頻度は元保育園児の

ほうが高いと言います。足立区では、夜の寝つきが「とても良い」が 2 倍以上になり、

寝かしつけずに自分で寝る子も増えたという調査結果も出ていて、足立区就学前教育推

進担当係⾧は「小学校の先生から、授業中にうとうとする子が減ったという声も聞きま

した。保育園の昼寝を見直し、早寝の習慣をつけることは、学校生活へのスムーズな移

行にもつながります」と言っています。お昼寝の時間を連絡帳の記入や休憩に充ててい

たため、廃止にあたっては、足立区では、1 日 4 時間の非常勤職員を新たに配置して対

応したそうです。 

こうした調査結果が出て、全国的にもこの動きは広がってきているようで、港区は遅れ

ていると言われたりもします。多くの保護者からの要望もあるので、実証実験的にでも

導入し、検討を進めてほしいと思います。 

現在、港区では各園でのクラス運営の中で判断している状況ですが、未だにこうした要

望が続いている現状を踏まえ、ぜひ前向きに検討していただきたいです。 

 

 

４）こども園の拡大を 

 

今年度、港区では、区内の各地区にこども園を拡大していくことを発表され、大変ありがた

く思っています。 

共働き世帯が当たり前となり、乳幼児教育の重要性がますます高まる中で、こども園の拡大

は当然の時代のニーズであり、港区でも着実に計画を実施していっていただきたいです。 

 

 

５） 障害児保育の入園基準の見直しを （継続） 

 

医療的ケア児や重度障害児の受け入れができる２３区初の保育園が元麻布にオープンしま

した。しかし、元麻布保育園の医療的ケア児の受け入れが、２歳児からというのが、根拠が

よくわかりません。２歳児からの入園では、仕事の継続や経済的な事情といった面ではもち

ろん意味がないですし、子供の発達を促したい、一人きりで２４時間の見守りが母親にとっ

て精神的にきつすぎる、と言う声に応えることもできません。 

多くの保護者や専門家の話を聞いても、元麻布保育園の「重度障害児」は０歳児から、「医

療的ケア児」は２歳児からの受け入れ、としている点の根拠がよくわからないと言います

し、「重度障害児」と「医療的ケア児」と言う風に分類するのではなく、それぞれの障害の

状況を見て、受け入れを検討するべきで、最初から年齢で制限するべきではないと思いま

す。入園の基準の見直しを強く要望します。 
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６）介護保険法内の施設建設に「民設民営」手法は、妥当かどうか再検討すべき（継続） 

 

南麻布のありすの杜の中に、「地域交流スペース」があり、民設民営で、土地の５０年の賃

貸借契約で建てられていて、契約協定時に「地域に開放する地域交流スペース」として取り

決められています。数年前に、委託事業者が、施設内のレストラン運営をしている別事業者

に「地域交流スペース」の運営を再委託したことから、多くの区民から、「利用料が桁違い

に高くなった」「ものすごく態度が悪くなった」「いつ空いているのかもよくわからない」な

ど苦情を受けるようになりました。区に対して改善要望をずっと出していますが、「誰も指

導できない」というような話ばかりで、一向に何年も改善される気配がありません。契約時

には、約束されていた地域のための「地域交流スペース」のあり方と大きくずれていると思

います。いくら区が事業者を指導すると言っても、どこまでそれが担保されるのか。指導に

従わない場合、契約解除は現実的に可能な話とは思えませんし、そもそも、指定管理以上に、

区の指導権限が届かない「民設民営」の手法で、区民の貴重な財産である高額な港区の土地

を５０年もに渡って格安で貸し付けなどするべきでないと考えます。一度、きちんと区とし

て手法について検証し直すべきと思います。 

 

 

７）元気な高齢者への支援の充実を （継続） 

 

介護認定を受けていない比較的元気な高齢者への支援の充実をお願いします。例えば一定

以上の年齢になると元気でも夜間だけおむつを使用する人もいます。介護認定を受けてい

ればおむつ支給サービスがあります。では介護認定を取ればいいかというと要介護だと参

加できない運動教室もありますし、介護認定を取らずに頑張りたいという高齢者のプライ

ドもあったりします。介護認定を受けていなくても実情に合わせた支援が受けれたり、介護

認定を受けずに元気で頑張っている高齢者が良かったと思えるサービスの充実をお願いし

ます。 

 

 

８）障害者介護に従事する方への支援充実を （継続） 

 

介護の仕事に従事する人への支援策として、初任者研修、実務者研修の受講費用や介護福祉

士資格の取得を助成していますが、対象は高齢者向け事業所のみです。同じ資格が必要でも

障害者自立支援法に基づく介護サービスだけを提供している訪問介護事業所は外されてい

ます。障害者介護に従事する方へも高齢者介護と同様に助成をお願いします。 
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９）港区として、「認知症フレンドリーシティ」を宣言するべき （継続） 

 

福岡市や町田市などのように、「認知症フレンドリーシティ」と宣言した上で、さらに一歩

踏み込んだ認知症関連の施策づくりをするべきです。具体的には、街の組織や企業などに向

けたガイドラインの作成や、民間と協力した認知症やその家族の方が集まりやすいカフェ

の設置拡大などが考えられます。 

 

 

１０）障がい者の就労支援の強化を （継続） 

 

知的障害や精神障害者など、コミュニケーションや働き方への配慮が重要な人達がやりが

いを持って働ける環境をつくるためには、雇う側が、時間と努力の積み重ねによって、他の

従業員を巻き込んで職場の環境を作っていく事が重要だと考えられます。 

障害の特性や度合いを理解し、職場で一緒に働く時の注意点を理解した上で、さらに職場で

障害者が⾧く働き続けられるようにフォローする、専門のジョブコーチの重要性も痛感し

ます。区の障がい者の就労の定着に重要なジョブコーチの設置の増員をお願いいたします。 

また、「みなと障害者福祉事業団」の支援強化も引き続き、お願いいたします。 

 

 

１１）ひとり暮らし高齢者の見守り強化を （継続） 

 

高齢者のひとり暮らしの方は、もしもの事があった時、孤独死につながる危険があります。

ひとり暮らしでも、安心の備えとして、自治体による支援、サービスは非常に重要であると

考えます。区では緊急通報システムの設置等で、取組を強化しています。さらなる、ひとり

暮らし高齢者の見守り強化をお願い致します。 

 

 

１２）車椅子の常用ユーザーの住宅確保支援策を （継続） 

 

民間賃貸住居だと入居時の改修と退去時の原状回復に費用がかかり、また、オーナーの理解

が得にくい現状があるため、バリアフリー改修の補助制度はほとんど使えない現状があり

ます。区が費用助成と情報提供窓口の整備をすべきです。 

また、区営住宅に「車椅子専用住宅」を設置するべきです。 
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１３）障害者就労支援と連携したリサイクル事業の拡大と作業所の環境改善を 

 

区は、不燃ごみや粗大ごみから回収した電化製品のコードやケーブルを、銅線とビニールに

仕分ける作業を障害者就労支援施設に委託し、障害者の就労支援と効果的なリサイクルを

両立させる仕組みを進め、実績を年々増加させています。定着してきた電線剥離事業のさら

なる拡大をお願いいたします。 

また、現在、電線剥離事業の作業場所はヒューマンプラザの地下１階でみなと工房が作業し

ていますが、以前ごみの集積所だった事もあり、狭くて換気の状況も悪い状況です。人数の

拡大もはかりたいと要望もあり、作業所も広くて換気の良い場所へ移動するようお願いい

たします。 

 

 

１４）障害者就労支援施設の拡大と家賃助成を 

 

精神障害者就労施設のみなと工房は現在２０名体制で就労支援を行っています。 

しかし、現在４６名の就労希望の登録者がおり、本来は作業所の拡大が必要です。 

また、障害者就労支援施設の家賃助成をお願いいたします。 

 

 

１５）移動支援の拡充を 

 

女性が働きながら子育てをするのが当たり前の時代となり、それは子供に障害があっても

同様です。特に、子供に障害がある場合、子育てに一層のお金がかかることや、母親の自

尊心が下がらないようにサポートし、孤独な子育てに陥らないようにしていく意味でも、

働き続けることをサポートすることは非常に重要です。 

これだけ時代が変わってにもかかわらず、障害児支援の部門では、母親が働き続けること

をサポートする意識が全くと言っていいほどなく、ほとんどの保護者が、支援の制度が現

実に合わないこと、また、窓口の対応がひどいことに傷つけられ、打ちのめされていま

す。早急に意識を変えていただきたいです。 
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特に、母親が仕事を続けながら、子供に「療育」を受けさせる権利を守るために、移動支

援の拡充が必要ですが、人員が足りないなどの理由から、必要分を全く供給できていませ

ん。学生の力を借りたり、何かしらの工夫をすることで、「移動支援」の拡充を行ってい

ただきたく要望します。 

 

 

５、 衛生費 

 

１）新型コロナウイルス感染症に関する広報の拡充を 

 

港区独自の感染症対策の専門官を誘致し、感染症対策についての専門的なアドバイスをも

らったり、広報したりするなど、区民に対してわかりやすい広報を務めていただき、高く

評価しています。引き続き、区民の不安や心配に寄り添いながら、知りたい情報をデータ

や科学的根拠をもとにした情報発信に務めていっていただきたいです。その点に一層力を

入れて、予算を拡充して欲しいです。 

 

 

２）宿泊型産後ケア事業の拡充を 
 

度重なる要望の結果、宿泊型産後ケア事業を 4 月から開始していただきましたことに感謝

いたします。 

ですが、実績はまだ少なく認知も広がっていません。 

新型コロナウイルスの影響で、母親学級や産後のサロン活動も中止されており、より孤独

な子育てを強いられています。多くのお母さんたちに利用されるように周知の拡大に対す

る予算を要望します。 

 

３）地域猫活動の定義の徹底と動物愛護管理職員の設置を （継続） 

 

地域において猫に餌をあげる事に対して、残飯によって汚れる等、住民からの苦情もあり、

愛護派と反対派の意見が分かれている所です。地域猫活動の定義が周知されていないため、

猫の餌をあげる事、去勢手術等内容を区民が理解する事で、近隣とのトラブルも防げるので
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はないか、と考えます。 

今後、猫のエサやりについての誤解がないように、地域猫活動の定義の区民への周知の徹底

を宜しくお願い致します。 

また、改正愛護法三十七条三では、動物愛護管理職員について、都道府県では義務規定、特

別区を含む自治体には設置努力となっており、自治体の職員かつ獣医師である事になって

います。専門の職員が必要と要望があがっています。みなと保健所に動物愛護管理職員の設

置を要望します。 

 

 

４）健康ビックデータの取得と活用を 

 

横須賀市などでは、市民の健康をビックデータで把握し、それを予防にあてる取り組みが

医療費の削減等にも大きく貢献しています。健診・医療・介護に係る、個人を特定しない

客観的なデータに基づく全区的な疾病予防や健康づくり等を推進し、健康寿命の延伸、医

療費の抑制等を図るべきです。 

 

 

６、 産業経済費 

 

１）区内中小企業の、業態転換や廃業支援も含めたやり直し型の支援策の充実を 

 

窓口相談や、中小企業診断士や税理士や弁護士の専門相談の充実(紹介含めて)など、コロ

ナの影響で、事業継続の見込みがたたない個人事業者や、債務負担に喘ぐ中小企業に対

し、早期の廃業や事業縮小や清算も促し、破産の手前で対処出来るよう、やり直しのため

の相談体制を整えて欲しいです。 

例えば、納税猶予や社保の減免などの案内も行いながら、各種専門家団体と連携する事

で、ワンストップ型の経営相談が可能だと思われます。 

 

 

２）港区版「起業ファンド」の創設を （継続） 

 

区内の起業を支援するための、起業ファンドを創設することを要望します。そのための、調

査研究費用を予算化していただくよう要望します。 
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３）スタートアップ拠点の整備を 

 

各地でスタートアップの拠点を整備する動きが活発化しており、港区から隣の渋谷区に事

業者が流れるケースも増えています。渋谷区や福岡市等にならい、総合的な支援策やビジ

ョンを早急に発表し、国際都市を核としたスタートアップエコシステムをつくるべきで

す。 

 

 

７、 土木費 

 

１）バリアフリーなまちづくりを （継続） 

 

歩道と車道の段差を、国道や他区で採用されている緩やかなスロープにすることを検討

し、高齢者、障がい者、ベビーカーユーザーなど誰にとっても歩行しやすいバリアフリー

なまちづくりをしてほしいです。また、私たちの会派が⾧年要望している「ちばレポ」の

ような（最近ではラインを活用したシステムも開発されています）、ICT を活用した参加

型の情報提供、問題解決システムを導入することで、バリアフリーは一層進み、誰もが住

みやすいまちづくりを進めていけると考えます。 

 

２）Park-PFI 導入を （継続） 

2017 年の都市公園法改正において、Park-PFI という飲食店、売店等を設置し、その収益

を活用し、公園内の園路、広場等の整備・改修等を行う事業者を公募により選定する制度

が新設されました。行政側には民間資金を公園整備に活用できるほか、民間のアイデアで

にぎわい創出にもつなげられるメリットがある一方、事業者側にも公園利用者を独占でき

るなどの利点があります。この Park-PFI の導入を前向きに検討するとともに、導入に向

けて、まずは民間事業者との対話を通じて市場価値やアイデアなどを把握する、サウンデ

ィング調査を実施していただきたいです。 
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３）ベンチのあるまちづくりの推進を （継続） 

公共のものだけでなく民間敷地内のベンチも含め、街なかにちょっと腰掛けられるベンチ

等をまんべんなく配置していただきたいです。まずは、今現在の腰掛けられる場所を地図に

落としていただき、空白地域を埋めていっていただきたいです。民間の協力も得ながら計画

的に進めていってください。 

 

 

４）ブロック塀等除却・設置工事支援事業の拡充を （継続） 

 

ブロック塀の所有者が誰であれ、地震などが起きた際に実際に被害を被るのはそこに住む

住人です。区は、区も危険を認識している場所に対しては、広く法人に工事を実行する努力

をしてもらうべく、ブロック塀等除却・設置工事支援事業の対象を宗教法人等にも拡大し、

さらに補助額の拡充をするべきだと考えます。 

 

 

５）ちいばすの新ルート整備を （継続） 

 

高輪ルートを「赤羽橋」経由に延⾧してほしいという高齢利用者を中心とする利用者ニーズ

の調査とルート整備をお願いします。 

 

 

６）3 人目以降の子どものコミュニティバス無料化 （継続） 

 

現在は都バスなどにならい、子ども料金は 2 人目までは無料、3 人目以降は乗車料金がか

かります。しかし、それは多子世帯への負担を重くしていることで、区の子育て施策とは

反します。まずはバス運航事業者へ打診を行い、事業者での負担が難しいようであれば区

が負担するべきです。事業者へ打診をすること、また区が負担することも含め必要な予算

を求めます。 

 

７）特公賃住宅の早急な政策転換を （継続） 

 

大阪市では車椅子住宅が整備されているとのことです。都営住宅でも、よく設計を利用者目

線で考えられた車椅子住宅が整備されているとのことです。港区にはありません。 

港区でも、住宅を車椅子用に転用を広げるべきだと思います。 
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特公賃シティハイツ港南の高齢型転用を進めてきていますが、今後は高齢型を検証した上

で、住宅弱者である障害者や子育て世代などへの対象拡大も検討すると答弁いただいてい

ます。障害者向け住宅の中でも、特に独自の設計や配慮を必要とする車椅子住宅について

も、できるだけ早く検討を進めていただきたいと思います。 

 

  

８）電柱地中化の一層の促進を （継続） 

 

電柱の地中化については、民間の力を最大限活用し、一層の促進をお願いしたいです。 

 

 

９）赤羽橋駅前の駐輪場整備を （継続） 

 

赤羽橋駅前の駐輪場整備を一刻も早くお願いします。駐輪場がないため、歩道は違法駐輪車

で埋め尽くされ、郵便ポストの前も自転車でいっぱいで、通行の妨げになっています。近隣

商店街からは、もう何年にもわたって改善を求める声が上がっています。 

 

 

１０）古川の観光資源化を （継続） 

 

古川を浄化して、船で通れるようにしたり、遊水できるような観光資源化を目指して欲しい

です。 

 

 

１１）全区立公園に防犯カメラの設置を 

  

街なかに防犯カメラの設置が進み、区でも助成金を出して設置を促進していますが、足元

の区立公園が見過ごされているように思います。昨年区立公園で起きた未解決事件もカメ

ラがあれば早期解決に結び付いたのではと思いますし、カメラがあることで犯罪や路上喫

煙などの迷惑行為の抑止につながると思います。すべての区立公園に防犯カメラの設置を

お願いします。 
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８、教育費 

 

１） オンライン授業の拡充を 

 

新型コロナウイルスの拡大により、学校が臨時休校となるなど、学校現場に大きな混乱が

起きました。この時のことを教訓に、今後、同様のことが起きても教育を継続できるよう

に、オンライン授業の拡充をお願いいたします。 

港区では一人一台のタブレット端末配布を前倒しするなど、様々な取り組みを早急に行っ

てくださっていますが、この点に関しての予算は、高額になったとしても最新鋭の最高の

ものを導入するべきです。学校ごとのオンラインシステムも、速度が遅いなどの問題があ

ると致命的になるので、安易に予算削減を行うべきではありません。 

子供達よりも、むしろ、先生や保護者たちが使いこなせるよう、研修や周知の費用も予算

化してください。 

また、いじめや入院など様々な理由から不登校になる児童生徒が、学校が再開しても、オ

ンライン授業を受け続けられるように配慮していただきたいです。 

 

 

２）保健所と連携した学校でのコロナ対策を 

 

学校現場でも、児童や教師に新型コロナウイルスの感染者がでて、臨時休校になるなど、

コロナ対策が必要になっています。どうした対策をすれば良いか、また、コロナに感染し

た人が差別を受けないような教育指導をどのようにすれば良いか、など、保健所の専門官

と連携して、広報映像を作るなど、積極的な連携を図って欲しいです。 

専門家による科学的な根拠などがあれば、保護者間の噂やトラブルなども鎮静化できるも

のと考えます。 

 

 

３）学校プール開放の利用者を在住在勤者以外にも拡大を 

区内７つの小中学校のプールを在住・在勤者に開放してくださっていますが、利用率が非

常に低いです。在住・在勤者以外も利用できるようにすることで、区民が区外の知人と一

緒に利用できるようになります。また資源の有効活用や増収にもつながると思います。 

 

 

４）御田小学校の早急な改築、建て直しを 
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御田小学校の老朽化が深刻です。大規模災害時、感染症対策により換気や距離をとる等の

対策をとりながら避難所として運営する施設としては色々と不適切な部分があります。生

徒数の更なる増加も見込まれる中、校舎の早急な改築、建て直しをお願いします。 

  

 

５）芝浦小学校など学校の火災報知器の点検と取り替えを （継続） 

 

過去 3 年間で 10 件の火災報知器な誤報が起きています。また芝浦小学校においては、

2019 年の半年間で 4 件も発生しています。火災報知器そのものに不備がないか、また必要

があれば必要な箇所全てを取り替えるべきです。調査にかかる費用、取り替えに掛かる費

用の予算を求めます。 

 

６）天才教育の対象、分野の拡大を （継続） 

 

芝浦工大で実施された「プログラミング教育」は素晴らしかったです。今後も続けて欲しい

です。また、対象を中学生や、特別支援学級の児童生徒へ拡大して欲しいです。 

また、プログラミングだけでなく、アートやスポーツなどにも分野を広げて欲しいと思いま

す。 

 

７）学校給食の「食物アレルギー対策マニュアル」の改善を （継続） 

 

食物アレルギーを持つ子供が増えています。港区でも「区立幼稚園、小中学校における食物

アレルギー対応マニュアル」を作成されましたが、こうしたマニュアルを作っていることを

区内外にきちんと示すためにも、HP などで周知、公開すべきと考えます。 

また、食物アレルギー除去食ではなく代替食を求める声や、食べられずにお弁当になった日

の分の給食費の返金を求める声もあります。実際に、町田市など実施している自治体もあり

ます。これから、アレルギーを持つ子供がますます増えていくであろうことや、そうしたニ

ーズにもきちんと応えていくべきと考えます。また、せめて返金については、給食費の公会

計化と合わせて、きちんと行うべきと考えます。 

そして、将来的には、給食費の無償化を検討すべきと考えます。 

 

 

８）「ダイアログ・イン・ザ・ダーク」と小学校の連携を （継続） 

 

今年の夏、港区・竹芝に「ダイアログインザダーク」など３つの、障害者にアテンドしても
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らい障害の世界を体験する施設がオープンしました。港区の小学校でもぜひ連携していた

だき、多くの子供達に体験してほしいと思います。 

 

９）スクールローヤー制度の導入を （継続） 

 

港区では学校に弁護士がついていますが、子供の側にはついていません。SNS トラブルや

いじめ、暴力、性被害、虐待など、子供が巻き込まれる事件は様々で、弁護士相談が必要な

ケースもあります、また、深刻になる前に予防する知識が、本人だけでなく、保護者や学校

関係者にも必要だと考えます。これまでにも、ずっと要望してきていますが、弁護士による

そうした普及啓蒙、相談支援にアクセスできる環境整備をお願いします。 

 

１０）防犯ブザーの改善を（継続） 

 

古くて壊れやすく１０年以上変更のない区立小学校の防犯ブザーを、GPS 付きの最新型の

物へ変更して欲しいです。学童クラブの児童にのみ、入退室が保護者に通知される GPS が

配布されましたが、犯罪に巻き込まれる可能性があるのは学童クラブの児童に限らないこ

とは、日々の港区の「安全安心めーる」で通知される不審者情報などからもわかることです。

また、いじめや虐待の相談など、子供がメール相談できるシステム「みなと子ども相談ネッ

ト」がありますが、インターネットを親にわからないように使えるようになる前の年齢の子

どもたちの SOS が届きません。防犯ブザーを押すだけでいい、しゃべるだけでいい SOS シ

ステムを付与するなど改善の余地があります。 

 

１１）国際バカロレア校、中高一貫校の導入を （継続） 

 

本当にグローバルな人材を輩出していかなければならない港区で、国際バカロレア校は必

要です。国際バカロレア認定のインターナショナルスクールと協力するなどして、区民枠も

作るなどしてスタートさせて欲しいです。硬直した日本の教育制度を変えるためにも必要

と考えます。 

また、子供の成⾧、教育環境、周囲の私立学校との兼ね合いを考えても、必要なのは小中一

貫校ではなく、中高一貫校であり、ニーズもそこにあります。東京都と連携して、公立の中

高一貫校の創設をお願いします。 

また、コロナ禍で、海外への学生派遣事業などは当面、中止せざるをえない状況です。子供

達の国際感覚を育むためにも、代替となる事業を検討してください。 

 


