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―２０１１年 港区議会議員選挙にあたっての政策
201１年1月7日 作成

日本共産党港地区委員会

日本共産党港区議員団

１．はじめに

「 」 、昨年の総選挙で 政治を変えたい と願う国民の期待のなかで生まれた民主党政権でしたが

後期高齢者医療制度、沖縄・米軍普天間基地「移設」問題、消費税増税 「政治とカネ」の問、

題など、国民の期待を裏切り続けています。民主党の「自民党化」がますます進み、①新防衛

大綱での武器輸出解禁の提言、②ＴＰＰ（環太平洋戦略的経済連携協定）による関税撤廃の推

進、③障害者自立支援法の「延命」法案の強行、④財界の要求による法人税の減税、⑤後期高

齢者医療制度では保険料や窓口負担が増える新医療制度の実施も狙っています。

さらに、小泉構造改革以来の、国庫支出金を減らし、税源移譲、地方交付税を減らす 「三、

位一体改革」の名による構造改革路線を推し進め、福祉を国や自治体が責任を持つ制度から、

利用者が直接契約しなければならない制度に変えていく、いわば、サービスとして応能負担か

。 、 、「 」ら応益負担に変質させようとしています 一例として 財界の要請を受け 保育の構造改革

といわれる保育の新システムでは、公的保育をなげすて、保護者の直接契約、規制をとりはら

「 」 、 。い 儲かる成長産業 として企業を参入させ 儲からなければ利用者に関係なくすぐ撤退です

このことは介護保険で明らかになっています。

これらに対し、日本共産党が国会や地方での住民のいのちと暮らしを守り、平和を守るたた

かいは、幅広い国民、住民運動と結ばれ、支えられて国政にも地方政治にも大きく反映されて

きました。来るべきいっせい地方選挙で日本共産党をもっと大きく躍進させることが求められ

ています。

２．港区政の現状と区議選の争点

（１）港区政と区民の現状

港区の財政は、全国トップクラス。１，２８５億円の積立金など、豊かな財政力をもってい

ます。この財政力を生かせば、区民の福祉や暮らしを守る先進的な施策や事業が可能です。

長引く不況、雇用状況の悪化、医療制度の改悪、社会保険料の値上げなどによって、青年、

サラリーマン、自営業者や年金生活者など、区民のくらしが深刻さをましています。この間の

国民健康保険料の連続値上げにより、滞納者が４年前の１万５千世帯から、１万６千世帯（３

７．６％）へと増えています。資格証の交付は、党議員団の奮闘により前年度より１０５世帯

減少したものの、２０１０年１０月末で４８０世帯にもなっています。資格証になると、保険

証は取り上げられ、診療機関の窓口で一旦、全額支払わなければならず、滞納せざるを得ない

人は医療機関に行くことをためらい、生命が脅かされる事態になっています。

， ． 。生活保護率の割合は２０１０年８月現在で人口１ ０００人に９ ５人と依然高いままです

特に４０代、５０代の受給者が急増しています。

、 ． 、 ． 、また 就学援助では２０１０年度で小学校の認定率は１７ ２８％ 中学校は３５ ２３％

（注１）実に３人に１人が受給しています。

党区議団への生活相談にも生活保護など深刻な相談が増えています。

保育園の待機児童は、４月時点でも９７７人（旧基準 ）にのぼるなど 「育児休暇が（注２） 、
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切れるというのに保育園が決まらない。会社を辞めなければならないのか」といった深刻な相

談が相次いでおり、党区議団が取り組んだ「区民アンケート」の子育て支援への要望は 「保、

育所増設」が他の「要望」の倍以上の回答で第一位となっています。

特別養護老人ホームの待機者も３６０人、このままでは、老々介護で「介護をしている自分

の方が先に倒れてしまう」との悲鳴が上がっています。

「区民アンケート」では 「これ以上高層ビルはいらない （４７％ 「開発をコントロー、 」 ）、

ルすべき （３８％）と、大多数が乱開発に反対しています 「市街地再開発事業への補助金」」 。

支出は「やめるべき」が７１％、建物の「高さ制限について」も「設けるべき」が７６％にの

ぼっています。

こうした区政のもと、区民の現状、くらしぶりはどうなっているでしょうか。

「 」 「 」 、「 」 、区民アンケート の くらしについて の回答では ここ数年で悪くなった が５５％

「今後が不安」が７４％、と答えており、一部の人々をのぞき、貧困と格差の拡大がすすみ、

区民生活が深刻になっていることが明らかです。

２０代・３０代の若い世代では 「給料が下がった 「会社が倒産 「仕事量が増えきつくな、 」 」

った」とくらしと雇用への不安を訴えています。

． （ ） 、「 」来春卒業予定の大学生の内定率は５７ ６％ １０月１日時点 に落ち込み 就職氷河期

（０３年）を上回る、 悪の事態です。

平和と住民の安全にかかわっても、港区には２３区唯一の米軍基地―麻布米軍へリポート基

地（赤坂プレスセンター）とニューサンノーホテル（ニューサンノー米軍センター ）があ（*）

（*：日米地位協定などを協議する、日米合同委員会が開催り、区民の安全が脅かされています。

される）

、 「 」（ 、 、 、 ）一方 日本共産党以外の オール与党 自民党 公明党 フォーラム民主 保守日本など

がささえる港区政は、福祉やくらしの向上でなく、森ビルなど大企業の再開発事業への補助金

支出をはじめ、大企業のもうけのための仕事をすすめる大型開発優先の区政です。

、 、 、アークヒルズ再開発以来 区内各地の大型開発によるまち破壊がすすみ 住民が追い出され

日照被害・風害・ヒートアイランド現象等々による環境破壊が、区民生活に多大な影響を与え

ているにもかかわらず、開発優先、都市再生路線をさらに進めようとしています。今後も、開

発などの事業に巨額の区民の税金を注ぎ込もうとしており、再開発事業には今後９年間で、こ

れまでの３．５倍の規模とスピードの２８０億円。田町駅東口北地区整備事業では、駅前の一

等地を東京ガスに提供し、東京ガス用地に公共施設整備の名で分かっているだけでも６００億

円もの税金投入を強引に進めようとしています。

また、特養ホームや福祉会館など区施設の管理・運営を民間に丸投げする指定管理者制度の

導入をはじめ、区の仕事を民間にまかせ、区民サービスの低下、新たなワーキングプアを生み

出してきた「構造改革」路線を引きつづき推進しています。

このような悪政を、区長と一緒にすすめているのが、自民、公明、フォーラム民主、保守日

本、みんなの党など共産党以外の「オール与党」です。

こういう時だからこそ、住民に一番身近な自治体である港区が「住民の守り手」としての役

割の発揮が求められています。この立場で住民の暮らしと安全・安心な生活を守るために一貫

して奮闘しているのが区議会第２党、６名の日本共産党区議団です。
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就学援助は経済的理由により困難と認められる児童・生徒の保護者に対し学用品・修学旅（注１）

行費などの援助をおこなう。港区は国公立の児童・生徒が対象。中学校になると高くなる

のは、私立に通う生徒が増えるからです。

「旧定義」＝認可保育所に申し込んで入れなかった児童数（注２）

「新定義」＝その中から認証保育所、保育室、家庭福祉員(保育ママ)などを利用できた児童

を除いた児童数

＊厚生労働省は、待機児童数を少なく見せるため、2000年度頃から「新定義」を待機児童

数としており、東京都と市区町村も同様の対応をしています。

（２）２０１１年港区議会議員選挙の争点と党議員団の値打ち

今度の区議選は、区民の切実な要求を実現する日本共産党と、大型開発推進、再開発への多

額の補助金（区民の税金）支出など大企業のもうけ優先の区政を支えるオール与党との対決が

大の争点です。 区民の暮らしを守る確かな力、日本共産党の６名の全員当選がいま求めら

れています。

「国民の苦難の軽減」を原点として活動する日本共産党だからこそ 「住民が主人公」の立、

場を一貫してつらぬけます。

政党助成金、企業・団体献金をいっさい受け取らない清潔な党だから、国民のためにがんば

れるのです。

区民の福祉・くらし優先の区政の前進と区民の願い実現にとって、日本共産党６名全員当選

がどうしても必要です。

３．区民との運動で様々な要求実現

（１）常に区民目線で提案型の論戦を展開

みなさんの要求を実現する大きな力は、区民の生の声をしっかり届けているからです。毎年

取り組んでいる「区民アンケート 、今年は２０００名を超える方から回答が寄せられていま」

す。その声を力に、その実現を行政に迫っています。また、各団体との懇談会や６名の議員が

毎月取り組んでいる生活相談でも切実な声が寄せられています。

住民のみなさんと、要求実現のための区長への陳情署名や区議会への請願署名も要求実現の

大きな力となっています。

（２）建設的提案で区政をリード

…条例提案で区民要求実現…

区民の切実な要求をまとめ、他会派にも呼びかけ、こどもの医療費助成、出産祝い金支給、

アルバム代の助成など多くの条例提案を行ってきました。その結果、中学３年生までの医療費

無料。卒業アルバム作成費の助成。出産費用の６０万円までの助成など、全国に誇れる制度が

。 、 （ ）、実現しています その後も区民要求実現のため 様々な条例提案 １９９４年以降２２本提案

予算案の修正案を提出し、区民要求実現に奮闘しています。
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■条例提案で区政を動かす

党区議団が提案（準備）した条例 港区が実施した施策内容

子ども医療費助成条例 中学３年生まで医療費完全無料に

（小学６年生まで無料に）その後、中学３

年生まで無料を要求

出産祝い金条例 出産費用の一部助成

（出産に際し１０万円支給） 保険からでる費用の差額を助成

５０万円→５３万円→６０万円（上限額）

小中学生卒業アルバム代助成 アルバム作成費一部助成、社会科見学（演

アルバム作成費一人１万円補助 劇教室・美術館）入館料補助、移動教室、

夏季学園の補助、各種検定料助成など教育

費助成が拡大。

町会や商店街の街灯補助増額条例 区長は（町会・商店街の）負担にならな

（町会・商店街の負担をなくす） いよう、来年度実施にむけ検討する。

（準備し他会派によびかけるなか、４会派が 助成の拡大決まる。その後、都道、国道に

共同して区長に申し入れ） 対象になる。

港区大規模災害被災地支援に関する条例 ２００５年（平成１７年）第１回定例会

（各会派によびかけるなか）行政が条例提案 に議案を提出

したいということで、準備段階で提案が実現

■「ちぃばす」新５路線運行、７路線に

初から区民といっしょにコミュニティバス運行の運動

都は２０００年９月６日、大江戸線の開通に合わせ、港区に事前の相談もなく、一方的に区

内の都バス４路線を廃止すると発表。党区議団は都バスの一方的な廃止はやめよと交通局と交

渉。

「区民の生活の足を守る」ため 「コミュニティバスの運行を」と署名を集め、区長に提出、

し交渉。区議会には請願を提出、全会一致で採択、２００４年１０月１日から２路線の運行開

始。その後も区内各地から請願が提出され全会一致で採択されてきました。その結果、２０１

０年３月に新５路線の運行が始まったものです。

■緊急暫定保育室

区議団の提案で５施設６０５人

桂坂保育室（定員２５０人）が５月に開設
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認可保育園の待機児童は９７７人と増加しています。待機児童率（申し込んでも入れない子

どもの率）は２３区でワースト１位です。

区議団は、４年前、暫定的でも緊急に保育施設設置を提案。区はこの提案を受け入れ、現在

５施設に６０５人が元気に通っています。また、今年度で閉園予定の東麻布保育室が保護者の

運動で延長が決まり （仮称）桂坂暫定保育室（定員２５０人）の設置も決まりました。、

■特別養護老人ホーム…「ありすの杜」開設

、 。 、機会ある毎に 待機者が出ないよう特養ホームの計画的建設を提案してきました その結果

区内で８番目の特養ホーム「ありすの杜南麻布 （２００ベッド：ありすの杜きのこ南麻布、」

洛和ヴィラ南麻布）が完成。デイサービス、ショートステイ、認知症グループホーム、ケアハ

ウスなども併設した、高齢者複合施設です。

現在３６０人（７月末現在）が入所を待っています 「どうせ入れない」と申し込みをしな。

い潜在的待機者もたくさんいます。

■財源確保について提案

大企業の占用料引上げ、区債券繰上げ償還

区議団は財源確保についても研究・検討し提案しています。大企業の道路占用料改正で毎年

２億円の増収、高い利率の区債の繰上げ償還で３億円の節約を実現した他、必要のない工事の

中止、海外視察の中止など、区民の税金のムダづかいを許さないためにがんばっています。

（３）区民のためになるものには賛成…７０％賛成

共産党は「なんでも反対」と思われていませんか。

共産党は 「区民のためになる」議案には賛成 「区民のためにならない」議案には反対す、 。

る、明確な基準で判断しています。また、ただ反対するのでなく 「こうすれば区民のために、

なる」と、質疑の中で積極的に改善の提案を行っています。

この４年間で区長提案の議案７割に賛成しています。

、 、 、 、また 共産党６名の議員団は 積極的に条例提案を行ったり 予算案の修正を提案するなど

区民生活を守るために活動しています。

（４）区民要求に背をむける「オール与党」

森ビルなどへの再開発補助金、国保料の値上げなど「なんでも賛成」の「オール与党」

共産党以外の会派は、区長提案の予算・決算、国保料の値上げ、森ビルなど大企業への再開

「 」。 「 」 。発補助金など なんでも賛成 区長といっしょに悪政を進めてきたのが オール与党 です

党区議団は議会の大事な仕事である議案提出権を活用し、区民要求実現のため様々な条例を

提案してきました。すべての会派に共同提案の申し入れをしていますが、どの会派も共同提案

しないばかりか、十分な審議もないまま、棚上げしたり、否決したり、廃案にしたり、議員の

任務を果たそうとしていません。

フォーラム民主は、２０１０年第４回定例会本会議での代表質問で、区長に「こども条例を
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制定すべき」と質問しながら、党区議団が提案した「こども条例」には賛同しません。

区民が提出する請願への態度も同様です。紹介議員になろうとしない。紹介議員になってい

ながら採択に努力しない。フォーラム民主は、代表質問で「国保料の引き下げ」を区長に求め

ながら、同趣旨の請願には紹介議員にもならない上に、委員会では「採択」でなく「継続」を

主張するというヒドイ態度です。政党としての責任が問われます。

また、日本会議所属の議員から右翼的発言が目立つようになっていることも見逃すわけには

行きません 「大東亜戦争と学校で教えろ」など右翼的発言が目立つ「保守日本」や 「携帯。 、

電話の普及は規制緩和・民営化のおかげ、子どもの育ちの環境も同様にすべき（保育園など行

政がやるべきでない 、民間ならば万々歳というひどい発想（みんなの党）です。）」

４．日本共産党の区議選公約

（１ 「３つのゼロ」めざします）

●保育園の待機児童ゼロ

●７５歳以上の医療費ゼロ

●特養ホームの待機者ゼロ

「３つのゼロ」実現へ全力で奮闘します。

、 。「 、 」①保育園の待機児童は ９００人を超えています 保育園に入れず 仕事を辞めるしかない

など深刻です。約１００人規模の暫定保育所を３園建設するための費用は、およそ４億８００

０万円です 。（注３）

公立保育園の建設を強く求めます 「今すぐ保育園に入りたい」という声がたくさん寄せら。

れています。党区議団の提案で６園開設してきた 「緊急暫定保育所」を公有地を活用して設、

置し、待機児童の解消・ゼロを実現させます。

②７５歳以上を「後期高齢者」と一括りにして、医療差別が行われています。７５歳以上の方

々は、先の戦争をくぐり抜け、戦後の日本をつくりあげてきた方々です。７５歳以上の方の医

療費を無料・ゼロにします。必要予算は年間約１６億円です。

③特別養護老人ホームの待機者は、３６０人います 「老々介護はもう限界 「親の介護のた。 」

め仕事を辞めた」など社会問題になっています。しかし、区は今後の特養ホーム建設計画を持

っていません。低所得者も入所できる特養ホームの建設を早期に行い、待機者ゼロを実現しま

す。１００人規模の特養ホームを４園建設する費用はおよそ６４億円です。

区は神明グランド跡地などへの区立保育園の建設や認証保育所の誘致を計画していま（注３）：

す。そうした計画も含め待機児ゼロを実現するために暫定保育所を３園設置します。

（２）豊かな区財政を区民のくらし、福祉に活用し区民生活を応援します。

（ ） 。 、 、港区には１２８５億円の積立金 貯金 があります また 年間予算は１０００億円を超え

全国でもトップクラスの豊かな財政力です。くらしと福祉に活用し区民を応援します。

①子育て支援を充実させます

公立・認証・認可外の保育園の保育料を年収４００万円まで無料にし、年収１千万円までの

保育料を段階的に助成します。

学校給食の無料化、高い修学旅行費への補助を実施します。区独自に1クラス３０人以下の
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少人数学級を段階的に実現させます。

「校内放送設備の整備 「特別教室の机の老朽化への対応」など毎年学校から寄せられる施」

設改善要望を全面的に実施します。

スクールカウンセラー、リーディングアドバイザリースタッフの充実を図ります。

いじめや学級崩壊などに対して、地域・保護者・学校・行政が専門家の協力も得て連携した

体制をつくり、解決に向けて取り組みを強化します。

都立芝公園グラウンドを区の管理へ移行、都立埠頭公園の整備、東京海洋大学に協力を要請

してグラウンドの開放など屋外スポーツ施設を確保します。

②介護施設・在宅介護支援施設を増やし、介護サービスの利用者負担軽減を実施します。

在宅介護の世帯に、介護手当を支給します。すべての在宅介護サービス利用料を３%負担に

軽減します。

地域包括支援センターの機能充実、区内各地域に小規模多機能施設を設置します。

③国民健康保険の都道府県単位への制度改悪をやめさせ、保険料の引き上げに歯止めをかけま

す。

④障がい者の負担軽減をはかります。

障害者自立支援法により利用者負担が原則1割となり、逆に障がい者の負担を増やし自立を

阻んでいます。利用者負担を軽減し、区から福祉作業所への仕事発注を増やします。

⑤中小企業対策を充実させます。

商店や中小企業は 「いつまで商売が続けられるか」と、深刻な不安を抱いています。中小、

企業支援策を強め、予算も大幅増をはかります。

。 。港区独自の無担保無保証の融資制度を創設します 町会・商店街への補助金を増額させます

観光課を新たに設置し、区内の観光・文化資源を生かした活性化をはかります。

⑥雇用確保を進めます。

「子や孫が学校卒業しても就職先が無い 「バイトや派遣で働かざるを得ない」など雇用情」

勢は深刻です。区が率先して区内大手企業に若者を正規雇用するよう求めます。港区としても

介護や保育などの区民サービスを向上させるため福祉分野の正規雇用を拡大します。

区内での合同就職面接会を充実・発展し開催させます。港区には雇用を扱う部署がないこと

から「雇用検討会」を設置し恒常的事業として進めます。

雇用、生活保護などを一度に解決できる 「総合相談窓口」を設置します。、

（ ） 、 。３ 大規模開発に歯止めをかけ 安心して住みつづけられるまちづくりをすすめます

①絶対高さ制限を設定し、大規模開発と超高層ビル建設に歯止めをかけます。

「これ以上超高層ビルはいらない 「高さ制限の設定」は、圧倒的な区民の声です。」

②再開発の補助金支出を中止します。

区は、森ビルなどが進める再開発補助金を今後９年間に２８０億円も出そうとしています。

補助金支出を中止します。

③田町駅東口北地区計画については、いま判明しているだけでも６００億円もの莫大な事業費

がかかることや、東京ガスに駅前の一等地を明け渡すことなど、すべての情報を開示した上で

区民の意見を聞き計画の再検証を行います。

④災害に強いまち、お年寄りも外出しやすいまちづくりを進めます。

災害時に必要な物資・備品を充実させます。プライバシーに配慮しながら要援護者対策を具

体化します。耐震診断・耐震補強制度を拡充します。
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都市型水害の被害を防ぐためにも、貯留施設の設置・充実を急ぎます。消防団の拠点である

分団本部が機能を充分発揮出来るよう施設の拡大・改善をします。消防団予算を増やします。

⑤台場、白金、白金台に「ちぃばす」を走らせます。バス停の新設や移動、始発時刻を早くす

るなどの改善をします。

⑥公的住宅を増やすとともに、家賃補助制度を復活させます。

良質で低家賃の区民向け住宅の建設を推進するとともに、子育て世帯や若者向けとともに高

齢者が港区で住み続けられるように家賃助成制度を復活させます。

区民向け住宅家賃を引き下げます。

⑦老朽化マンションの長寿化を支援します。

⑧区内全域のバリアフリー化を進めます。

（４ 「なんでも民間へ」のやり方にハドメをかけます）

区は、特養ホーム、住宅、福祉会館、駐輪場等々すでに約１００施設の運営・管理を「指定

管理者」に移行し民間に丸投げしています 「なんでも民営化」の路線にハドメをかけ、指定。

管理者制度を見直し、直営方式あるいは業務委託方式に改めさせます。区民の安全と福祉や教

育などの必要な分野では人員を拡充します。

（５）住民参画の区政運営を名実ともに実現させます

区は、住民参加で施策や計画の「検討会」を開催したり、基本計画作成のための「タウンフ

ォーラム」開催など住民参画と住民意見の聞き取りを行っています。しかし 「区民の意見は、

聞くだけで、基本計画は区がつくる」というやり方では、本当の区民参画ではありません。

日本共産党区議団は、名実ともに区民参画が保証される、区政運営に切りかえさせます。

（６）平和な港区めざします

憲法を活かした区政を進めます。とりわけ、戦争は二度としない、そのために戦力は持たな

いと決意した憲法9条の改悪を許しません。

麻布米軍ヘリ基地の撤去を実現させ、青山公園を広げるなど、区民のために土地の有効活用

を実現させます。

区立芝公園の「平和の灯」を活用した平和事業をすすめます。港区平和条例を制定します。

（７）議会改革をすすめます

①ケーブルテレビやインターネットなどで議会の公開をさらにすすめます。

②不用な視察は中止します。

③費用弁償は実費支給とします。

（費用弁償：区議会の本会議や委員会に区議が出席した際に、交通費などとして一定の額が

支払われる制度。現在１日あたり５千円。議員報酬や政務調査費とは別に支給される）
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参考資料…１

みなさんとごいっしょに実現した主なもの

■医療・福祉の充実

＊６５歳以上のインフルエンザ予防接種費用、全額助成

＊新型インフルエンザワクチン接種、妊婦、子ども、高齢者など無料（全国初）

＊ヒブ・子宮頸がんワクチン接種助成の実施約束

＊出産費用助成６０万円に拡大

＊乳がん健診の充実

＊フッ素塗布無料化と対象拡大（６歳まで拡大）

＊妊産婦健診助成１４回に拡大

＊ちぃばすの無料パスの対象者拡大（妊産婦・難病認定患者・７０歳以上の非課税者）

＊無料入浴券の支給範囲拡大（自宅に風呂のある高齢者・障害者等も対象に）

＊医療ケアが必要な重度心身障害児（者）のデイサービスはじまる

＊障害者が運営する売店が区役所一階にもオープン

＊父子家庭にも支援金支給

＊理・美容サービスの拡大（６５歳で要介護３以上、年６回に増える）

＊紙おむつの支給の充実

＊家事援助サービスの拡大（６５歳以上で自立判定者（未認定者含む 、要介護１・２の方））

＊民間のデイサービスの食事代の助成

＊障害者の外出介助の助成

■中小企業・商店を守る

＊商店街の街路灯の維持費助成拡大、国道、都道も対象に

＊信用保証料の全額助成

＊緊急融資の実現

＊来年のＮＨＫ大河ドラマ「お江～姫たちの戦国～ （増上寺など港区にゆかりが深い）を観」

光、商店街振興に活かす取り組みがすすんでいる。

＊商店会の次代を担う若手経営者が、区商連６０周年の企画会議を立ち上げる

■安全に暮らせる港区を

＊都市型水害対策の充実…■区内各地で実施 ■明治通り下に貯留管の設置 ■古川地下調節

池の設置工事はじまる

＊都営高輪台駅にエレベーター設置（２００９年８月完成 ・メトロ青山一丁目駅にエレベー）

ター設置（２０１１年３月完成予定 ・都営泉岳寺駅にエレベーター設置（２０１１年３月完）

成予定 ・都営御成門駅にエレベーター設置・メトロ虎ノ門駅にエレベーター設置・都営芝公）

園駅のエレベーター設置工事はじまる

＊私道整備事業の充実（道路幅員の制限がなくなり、すべて無料に）

＊天現寺交差点の自転車レーンの設置

＊高輪総合支所前に横断歩道設置

＊札の辻交差点に横断歩道設置

＊資源プラスチックの回収

＊区有施設トイレ内の転落事故のおきやすい危険なオムツ交換台の取り換え
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■雇用を守る

＊就職面接会「ＩＮ みなと」の開催（いままで４回開催…６８名が採用される 、５回目が）

１２月１０日に開催された

＊大学生や障害者のインターン・シップ

＊ポケット労働法の冊子を２５００～３０００部印刷し、成人式の案内といっしょに郵送、区

の窓口、ＪＲ品川駅や都営地下鉄大門駅などに配付

＊「サービス残業は違法です」のポスターを区有施設に掲示し、啓発活動を行う

■教育施策の充実

＊大学生向けの奨学金制度はじまる

＊児童・生徒の補助教材費全額助成

＊リーディングアドバイザリースタッフ（学校図書館補助員）の配置日を増日

＊教育予算の拡充

＊麻布図書館の建て替え決まる

■スポーツを楽しめるように

＊芝プールにフットサル場設置（夏場はプールとして利用）

＊南埠頭公園に野球・サッカー、ゲートボールができる運動場

＊麻布グラウンドの整備決まる（２０１１年１・２月工事予定）

＊都立芝公園運動場（野球・テニス）の一部、区民に開放

＊東京海洋大学の野球場などの利用料金の大幅引下げ実現

■平和を守る

＊芝公園に平和の灯が設置される（広島・長崎・星野村の灯を）

＊平和市長会議への参加…毎年区の代表が会議に出席

＊毎年、平和青年団を広島・長崎に派遣

＊毎年、防衛省に対し、麻布米軍ヘリ基地撤去の要請

■その他

＊都営住宅などの収入申告、減免申請に必要な課税証明などが無料に

＊赤坂氷川山車の復元に助成
だ し

＊シルバー人材センターの仕事確保

＊品川港南口に１０２０台の機械式駐輪場設置

＊区立駐輪場、２時間無料に

＊台特院霊廟惣門の改修実現

＊緑のカーテンが区役所から学校や保育園にも拡大

参考資料…２

今まで党区議団が提案した「条例」

１９９４年（平成６年）第４回定例区議会

◆乳幼児医療費助成条例の一部を改正する条例…３歳未満児から就学前まで拡大…１９９６年

４月から就学前まで無料（所得制限なし）
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２００２年（平成１４年）第３回定例区議会

◆重度要介護高齢者手当条例…要介護３・４・５の方に月１．５万～２万円の手当支給

◆小中学校等入学準備金として港区共通商品券を交付することに関する条例…小学生は２万

円、中学生は３万円

２００３年（平成１５年）第４回定例区議会

◆乳幼児の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例…医療費の無料を就学前から小学

６年生までに拡大…２００５年４月から中学３年生まで無料（所得制限なし）

２００４年（平成１６年）第４回定例区議会

◆港区大規模災害被災地支援に関する条例…各会派に呼びかけたところ、行政側で条例を提案

したいということで、準備段階で提案が実現。

２００５年（平成１７年）第２回定例区議会

◆重度要介護高齢者手当に関する条例…要介護４・５の方に月１万円の手当を支給…審議のな

かで 高齢者への支援の必要性が浮き彫りになり 紙おむつ給付 緊急通報システム 無、 、「 」、「 」、「

料入浴券の支給」が拡大される

◆小学校及び中学校卒業記念アルバム等作成費の補助に関する条例…１万円以内の補助２００

５年（平成１７年）第４回定例区議会

◆出産祝い金支給条例…子ども一人につき１０万円を支給

２００６年（平成１８年）第１回定例区議会

◆保育の実施に関する条例の一部を改正する条例…２人目からの保育料を無料にする。２００

６年（平成１８年）第２回定例区議会

◆学校給食費助成条例…学校給食を無料にする

◆町会・商店会の街路灯補助金増額条例…各会派に提案…４会派が区長に申入れ

２００６年（平成１８年）第３回定例区議会

◆港区立中学校の修学旅行費用の助成条例…一人５万円以内の助成

２００７年（平成１９年）第２回定例区議会

◆痛みやわらげ手当条例…税制改悪によって非課税から課税になる方に年２万円支給

◆特別区税条例の一部改正条例…前年の収入が生活保護の１．２倍以下の方の区民税を免除す

る。

◆心身障害者福祉手当条例の一部を改正する条例…精神障害者にも心身障害者福祉手当を支給

する。

◆小中学校入学準備金の支給に関する条例…小学校２万円、中学校３万円の支度金

２００８年（平成２０年）第１回定例区議会

◆港区における平和行政の推進に関する条例…平和に関する事業の推進をはかる

◆子どもの人権オンブズパーソン条例…子どもの人権を尊重し、確保すること

◆港区立中学校の修学旅行費用の助成条例…一人５万円以内の助成

２００９年（平成２１年）第３回定例区議会

◆高齢者の医療費の助成に関する条例…７５歳以上の高齢者の窓口支払分の助成

２０１０年（平成２２年）第３回定例区議会

◆港区財産の交換、譲渡、無償貸付等に関する条例の一部を改正する条例…区民の財産である

土地を交換する場合、一方の土地が５、０００㎡を超える場合は議会の議決事項とする。

２０１０年（平成２２年）第４回定例区議会

◆こども条例…子どもの人権オンブズパーソン条例の上位条例
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