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平成２８年度予算
に要望や意見が多
数反映されました

①障害者差別解消法実効性を確保

②在宅障がい児・者等の実態調査と

短期入所サービスの充実が実現

③障害者一般就労定着支援を強化

①バリアフリーマップのスマホ対応

など福祉のまちづくりを推進

②口腔機能教室など、いきいきプラ

ザの介護予防事業を推進

③独居の「終活」支援事業を促進

①屋内・屋外指定喫煙所の増設と

マップ作成で受動喫煙対策が強化

②みなと環境アプリの開発が実現

③木製粗大ごみの資源ﾘｻｲｸﾙ実現

④食品ロスの家庭等への啓発推進

①視覚的に危険を知らせる「トリ

ガーボード」導入の検討を促進

②校舎増改築時でのウォータークー

ラーの適正数の見直し更新を推進

①区立・特定公共賃貸住宅の空室

を活用し、若者等向けへの転用を

図るための検討を促進

②芝浦の運河等における舟運を活用

した水辺のにぎわい創出を促進

①震災時における、高層マンション

特有のトイレ問題の啓発を促進

②災害時に支援を必要とする方の、

情報を登録したり、避難行動シス

テムを構築したり等の支援を推進

①若い男女の出会いの機会を提供

する結婚応援事業を実現

②若者の投票率向上のために高校

生への模擬投票拡大を推進

①子どもだけが使える「みなと子ども

相談ねっと」※ が区内小中学全校の

ホームページに掲載で利便性向上

②「出産・子育て応援メール」※ で、

切れ目のない子育て支援を推進

①広尾駅周辺のエレベーター設置

などバリアフリー化を実現

②区有施設の 化を推進

③ちぃばす停留所屋根拡充を推進

④パーク芝浦地下電波障害を解消

NEWS
丸山たかのり
港区議会議員

因会

障がい者の一般就労支援など
障がい者施策が向上！

バリアフリーマップのスマホ対応
など高齢者福祉分野で前進！

受動喫煙対策の強化など、環
境・清掃分野で要望が実現！

ウォータークーラー増設など学
校内の熱射病対策が前進！

区民向け住宅の利用見直し
等、住宅・交通分野で前進！

災害時要配慮者の支援など、
防災対策で前進！

結婚支援など若者のための政
策を実現！

妊娠から出産、育児まで切れ
目のない子育て施策が拡充！

広尾駅周辺のバリアフリー化な
ど施設整備で要望が実現！

発行日： 発行所：丸山たかのり事務所 港区芝浦４－２１－１－４４０８ ・ ：
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※ 港区議会公明党の提案で平成 年から実現 ※ 港区議会公明党が平成２６年議会質問から繰り返し訴え、２８年３月より実現
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国の２７年度補正予算にて公明
党が要望し創設された、返還免
除付き「高等職業訓練促進資
金貸付金」などのひとり親への
就労支援策を、所得底上げの
ためにしっかり周知してほしい。
 

港区介護事業者連絡協議会の居宅

介護支援部会と連携してケアマネー

ジャーに対し「介護ロボット」の情報提

供や情報交換を積極的に行なったり、

ケアマネのケアプラン評価会に「介護

ロボット」を用いた事例を紹介したり、

周知啓発に取り組んで参ります。

公明党の推進で学習指導要領
にも盛り込まれる予定の「パラリ
ンピック教育」では、体験型学
習が重要なので、こだわって取
り組んでほしい。

高額療養費の窓口での一時負
担金を軽減するために、公明党
の要望で実現した「限度額適用
認定証」制度を、国保被保険者
に確実に周知してほしい。

今後はパンフレットを送付

するなどして、制度の周

知に取り組んで参ります。

「食品ロス」の削減を、予算委員会の質問
や街頭演説で訴えました！
まだ食べられる状態なのに捨てられてしまう「食品ロス」の削

減のために、一般家庭や企業への啓発強化や学校教育での

取り組みを、港区公明党の予算委員会での質問や、３月２７日

の区内街頭での演説で訴えました。「食品ロス」は日本国内で

も６４２万トンにのぼり、世界で食糧援助に使われている量よりも

多いです。これからも全力で削減に取り組み、環境への負担が

少ない「循環型社会」実現を目指して参ります。

質問 質問

答弁

質問

答弁

答弁

丸山たかのり 予算特別委員会質問より
第１回
定例会

道路の植栽整理や街灯の電球交換など、どんな小さなご要望にも迅速にお応えできるよう

努力してまいりました。これからも地域の皆様からのご相談をどしどし
．．．．

お待ちしております。
区民相談お待ちしています

平成２８年度から全ての区立小中学

校で「パラリンピック教育」を教育課

程に位置付け、その中でパラリンピッ

クの精神や障がい者スポーツについ

て体験型学習を通して学習します。

今後、パラリンピアンからの実技指導

等、直接体験する機会を設ける予定

です。

丸山たかのり  Vol. 04 

ひとり親の経済的自立を支援するた

めに、ご指摘の制度の変更について

は積極的に してまいります。

答弁

公明党が普及を推進した「介護
ロボット」を、家族の介護負担を
減らす福祉用具として利用が促
進されるよう、ケアマネージャー
にしっかり周知啓発してほしい。
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