【質問】 区は
８年 に「区 有施設
における 公衆無線
の整備 方針」
を 策定 し 、
情( 報 通 信 技 術 活) 用
のために も速やか に環境 整備を 行うこ
とを決め ました。 ❶いつ でもど こでも
ネットを使うのが当たり前の時代です。
施設内のすべての部屋で ー
ワ( イ
フ ァ イ 環) 境 を 整 え る こ と 。 ❷ ミ ナ ト
シティ ー を利用するにはまず登録
をしなければなりません。各施設で ー
利用についてのレクチ ャーを するこ
と。❸モ バイルル ーター の貸し 出し数
を増やし 、受付に 貼り出 すなど して周
知を徹底すること。
【答弁】 ❶区有施 設内の あらゆ る場所
で、誰も がインタ ーネッ トを利 用でき
るよう、 ー の通信環境を充実して
まいります。❷現行の利用登録のマニュ
アルは、 利用者に とって 、難し く感じ
られる場 合もある ことか ら、今 後、よ
り分かり やすいマ ニュア ルを作 成し、
各施設の 窓口で配 布する ととも に、施
設の職員 が丁寧に 説明を 行い、 多くの
利用者に 登録して いただ けるよ う取り
組んでま いります 。❸利 用者へ の周知
について は、改め て区ホ ームペ ージに
掲載する ほか、各 施設の 受付や 貸室な
どにポスターを掲示してまいります。

【答弁】❶ 高校生ま での拡 大につ いて
は、他自治 体の状況 や接種 の効果 を調
査してまい ります。 ❷小児 への接 種に
ついては、 優先接種 者であ る小学 校低
学年までの 小児及び 、子育 て世帯 の経
済的負担の 軽減を図 るため 中学生 まで
を対象に費 用の一部 を助成 してお りま
す。対象に つきまし ては、 今後と も重
症化予防の 観点から 助成の 必要性 を判
断してまいります。

神宮外苑のイチョウ並木
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広場 の設置な ど、緑豊 かな風 格ある 都
市景 観に配慮 すること を求め てまい り
まし た。また 、地域の 皆さん のご理 解
を得るため、事業全体の計画について、
丁寧 な説明に 努めるよ う指導 してお り
ます 。今後も 、地域の 景観と の調和 や
周辺 環境への 配慮など 、継続 的に指 導
してまいります。

【質問】 ❶全面保存を要請すること。
❷見 学を希望 した人の 多くが 現地を 見
てい ません。 現地見学 会の開 催を要 請
すること。❸開発がこれからの５街区、
６街 区につい ては、全 面完全 保存す る
よう、要請すること。
【教 育長答弁 】❶教育 委員会 は、指 定
範囲 の遺構に ついて万 全の保 護を図 る
とと もに範囲 外の遺構 につい ても極 力
保護 するよう 求めてお ります 。また 、
可能 な限りの 保存を求 める要 望書を Ｊ
Ｒ東 日本に繰 り返し提 出して いるこ と
から 、改めて 全面保存 を要請 するこ と
は予 定してお りません 。❷教 育委員 会
【質問】この計画は、神宮外苑の景観、 が引き続きＪＲ東日本に現地見学会の
環境、文化 、貴重な 緑等を 根底か ら破 開催 について 要請をし た結果 、新型 コ
壊し、神宮 外苑とし ての歴 史的成 り立 ロナ ウイルス 感染症対 策や現 場の安 全
ち、文化的 価値もな いがし ろにす る計 管理 に留意し ながら、 来年２ 月に開 催
画です。ここは、文教地区、風致地区 する方向で調整を進めております。
であり、超 高層ビル は建て られな い地 ❸５ ・６街区 につきま しては 、これ か
域です。港 区は、神 宮外苑 イチョ ウ並 ら事 業者によ る開発計 画が立 案され る
木周辺を景観形成特別地区に指定し、 予定と聞いております。教育委員会は、
景観を何よ りも大切 に守る 地域と して 既に 、高輪築 堤跡の現 地保存 を考慮 し
います。外 苑のイチ ョウ並 木は、 観光 た開 発計画を 策定する ようＪ Ｒ東日 本
名所として 、紅葉の 時期に は多く の人 に要 望してお ります。 改めて 要請す る
びとが訪れ る、都心 の貴重 な憩い の場 こと は予定し ておりま せんが 、区民 の
所です。と ころが今 回の計 画では 、高 貴重 な財産で ある高輪 築堤跡 を後世 に
継承 していく ため、事 業者、 関係機 関
と連携して取り組んでまいります。

東京品川海辺蒸気車鉄道之真景「港区立郷土歴史館」提供
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【質問】 子どもの インフ ルエン ザワク
チン接種 費用助成 につい ては、 わが党
だけでな く、多く の会派 から質 問がさ
れてきま した。そ の結果 、区は 「一定
の発症予 防効果と 子育て 世帯の 経済的
負担の軽 減のため 、生後 ６か月 から中
学３年生 までの子 どもを 対象に 」１回
３０００ 円の助成 を始め ました 。これ
自体は歓 迎すべき ことで す。❶ 家庭の
経済状況 でインフ ルエン ザワク チン接
種をしな いことが ないよ う、千 代田区
などのよ うに、対 象を高 校生ま で拡大
するとと もに、全 額助成 するこ と。❷
生活保護 世帯は、 無料で ワクチ ン接種
ができるようにすること。
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さ メ ートルのホテル付の 野球場 が、
イチョウ並木に迫って建設。１９０メー
トル、１８５メートル、 メート ルの
超高層ビル が建ち、 景観が 大きく 損な
われること になりま す。今 でも、 少し
でも風があ る日は大 変です 。伊藤 忠ビ
ルの前と、 墓地へ向 かう通 りはす ごい
風が吹きま す。今ま で以上 に広範 囲に
耐え難い風 の影響が でます 。超高 層ビ
ルの建設に よって、 青山通 りの景 観が
破壊される 。神宮外 苑は、 都心で の貴
重なスポー ツ施設が 数多く あるス ポー
ツのメッカ です。ス ポーツ 愛好者 を追
い出すもので許されません。スケジュー
ルありきで はなく、 近隣住 民の合 意と
納得なしには進めないこと。
【答弁】区 は、これ まで、 神宮外 苑の
銀杏並木と 景観の保 全に加 え、青 山通
りの風格あ る街並み を形成 する観 点か
ら、事業者 に、絵画 館前の 特徴的 な洋
式広場の再 生や青山 通りに 面した 景観

70

Fi

