
令和２年８月
第１グループ【街づくり分野】

No ページ 項目 内容

1 P5
■取組の方向性
・清潔・安全なまち

「清潔・安全で感染症に対して強いまち」に修正する。

2 P6
■具体的な事業
・コミュニティ活動拠点
の整備

文末に「整備や運用に当たっては、新型コロナウイルス感
染症の感染予防措置を講じるとともに、密を生みやすい施
設については必要性を含めて検討する。」と追記する。

3 P6
■具体的な事業
・誰もが住民サービスを
受けられる仕組みの構築

文末に「特に、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点
から、インターネット、オンライン等を使用するなど、直
接対面しないで行政サービスを受けられる仕組みの構築に
努めていく。」と追記する。

4 P6
■具体的な事業
・デジタルサイネージ等
を活用した情報発信

文末に「情報発信の内容は、新型コロナウィルス感染症関
連情報の周知にも活用する。」と追記する。

5 P6、8
■参画と協働の推進
・移動販売店舖

文末に「営業に当たっては、新型コロナウイルス感染症を
はじめとした感染症の予防措置を徹底する。」と追記す
る。

6 P6、8
■参画と協働の推進
・地域主体のイベントの
実施

文末に「イベントの開催に当たっては、新型コロナウイル
ス感染症をはじめとした感染症の予防措置を徹底する。」
と追記する。

7 P10 [その他]

項目として「イベント等の事業における感染症対策の徹
底」を追加し、「イベントなど事業の実施に当たっては、
新型コロナウイルス感染症をはじめとした感染症の予防措
置を徹底する。」と追記する。

8 P12
■取組の方向性
・普段使わない人を呼び
込むイベントの充実

文末に「ただし、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観
点から、密集を回避するなど、予防措置を講じることに留
意する。」と追記する。

9 P13
■具体的な事業
ハード面
・子供の遊び機能

「遊具※」と修正し、文末に「※順番待ちの地上表示を設
定するなど新型コロナウイルス感染症の予防措置を講じ
る。」と追記する。

10 P13
■具体的な事業
ハード面
・利便性向上機能

「トイレ※、水飲み場※」と修正し、「※順番待ちの地上
表示を設定するなど新型コロナウイルス感染症の予防措置
を講じる。」と追記する。

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた追加提言

　令和２年３月に提出した提言について、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、下記のと
おり追加で提言します。

記



令和２年８月
第２グループ【防災・生活安全分野】

No ページ 項目 内容

1 全体
提言全体を通じた留意事
項

テーマ①②③に共通する留意事項として、
「新型コロナウイルス感染症の視点を十分に踏まえたうえ
で、各事業を実施すること。」を追記する。

2 P23
■具体的な事業
・避難所機能の強化

「避難所において、新型コロナウイルスをはじめとする感
染症予防のための物資を充実させるとともに、実際に避難
所を運営するスタッフに対するマニュアルの整備など、ノ
ウハウの共有を推進する。」を追記する。

3 P23
■具体的な事業
・避難所機能の強化

「避難所において、ボランティアを含む運営スタッフ及び
避難者が、他者にウイルスを感染させてしまう（他者から
感染してしまう）リスクがあることを踏まえ、マスク着用
や手指消毒など必要な感染症対策を十分に行うよう啓発す
る。」を追記する。

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた追加提言

　令和２年３月に提出した提言について、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、下記のと
おり追加で提言します。

記



令和２年８月
第３グループ【環境・リサイクル分野】

No. ページ 項目 意見

1 P36

テーマ①ごみ問
題・資源循環
【減らす】④家
庭系ごみ削減の
促進(3)

新型コロナウイルス感染症に対応するため、在宅勤務など
が大幅に拡大しています。これは、一過性の問題ではな
く、来年度以降も継続することが濃厚です。いわゆる、
withコロナによる生活形態に変化により、家庭ごみの発生
が従来以上に多くなるため、以下を追加する。
・「継続利用できる品物の購入など）様式へ消費行動を変
えるように消費者へ啓発する。」
・「家庭内での食品ロス削減の啓発を推進する。」を追加
する。

2 P36

テーマ①ごみ問
題・資源循環
【分別する】⑥
消費者のごみを
第一に考えた商
品・容器の製造
(5)

家庭ごみの削減のため、以下を追加する。
・「家庭向け食材への梱包材の削減について、大規模販売
店、スーパーマーケットなどを指導する。」

3 P37 

テーマ①ごみ問
題・資源循環
【資源化する】
⑦リユース家具
の取扱強化(6)

来店することなく、リユース家具の購入を検討可能とする
ため、以下を追加する。
・「リユース家具のオンラインショップを開店する。」

4 P42

テーマ③気象変
動への滝用【気
象変動に備える
意識を高める
（ソフト面の備
え）】④熱中症
対策の関するウ
情報発信の充実
(3)

在宅生活が増えると、個人での冷房が行われるため、環境
負荷が増加する。冷房に頼りすぎず、熱中症も防げるス
マートな在宅生活様式の普及と実現が求められる。
このため、「冷房に頼りすぎず、熱中症も防げるスマート
な在宅生活様式の普及・啓発活動を推進する。」を追加す
る。

5 P39 具体的な事業
ベンチやオープンスペースの記載がある個所に、「感染症
対策時にソーシャルディスタンスを保つことが容易にでき
るような工夫を施す」というような言葉を入れる。

6 P43 具体的な事業
地下水循環型ベンチの表現のところに、「感染症対策時に
ソーシャルディスタンスを保つことが容易にできるような
工夫を施す」というような言葉を入れる。

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた追加提言

　令和２年３月に提出した提言について、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、下
記のとおり追加で提言します。

記



令和２年８月
第４グループ【地域コミュニティ分野】

No. ページ 項目 追加文

1 50頁

テーマ１「地域コミュニティのあり
方と継続的な体制づくり」の「取組
の方向性」の4つ目として追記しま
す。

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、
ハード面だけではなく、SNS等を活用するなど
ソフト面の対応を強化し、ICTを活用したコ
ミュニティ活動のオンライン化を支援する。

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた追加提言

　令和２年３月に提出した提言について、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、下記のと
おり追加で提言します。

記



令和２年８月

第５グループ【国際化・文化分野】

No ページ 項目 内容

1 全般

新型コロナウイルス感染症は区民生活に大きな影響を及ぼ
しています。
提言を基本計画に反映するにあたっては、新型コロナウイ
ルス感染症の影響を踏まえた検討をお願いします。

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた追加提言

　令和２年３月に提出した提言について、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、下記のと
おり追加で提言します。

記



令和２年８月
第６グループ【産業・観光分野】

No. ページ 項目 意見

1 p70 提言にあたって
本文右ブロック、上から4行目を
「区民が安心して暮らし続けるための健康・医療・福祉分
野の～」に修正。

2 P72 取組の方向性
第2項目
「交流を生み出すことで、安心を前提に、区民の暮らしや
すさや観光客の楽しさ～」に修正。

3 P73
暮らしを支える
ビジネスの促進

事業例の文章を
「医師数が多い港区の強みを生かし、区民の健康の確保と
生活支援につながる～」に修正。

4 p73
区内の「ものづ
くり」のPRと活
性化

事業例の文章を
「商店街の名店・名産を紹介するイベント等をオンライン
の積極活用を含めて開催する」に修正。

5 p76

ルートやインセ
ンティブ設定等
による回遊の促
進

本文を
「『港区』を感じることのできる観光ルートを、バーチャ
ルを含めてつくり、～」に修正。

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた追加提言

　令和２年３月に提出した提言について、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、下
記のとおり追加で提言します。

記



令和２年８月
第７グループ【子育て・教育分野】

No. ページ 項目 意見

1 P86
実現に向けた課
題

次の事項を追加する。
「学校を始めとした各種教育サービスの提供は、対面によ
るものを前提とし、時間や場所の制約があるために、災害
や感染症が発生した場合は、教育機会そのものが損なわれ
てしまう。」

2 P86 取組の方向性

次の事項を追加する。
「学びに対する時間や場所の自由度を高め、個々の状況に
応じた幅広い教育提供を実現するとともに、災害や感染症
にも強い教育体制を構築する。」

3 P87 具体的な事業

次の事項を追加する。
「具体的な事業の実施に当たっては、ＩＣＴを活用した教
育のオンライン化を充実し、教育サービスの提供者側の事
務負担を軽減しながら、幅広い教育ニーズや災害・感染症
に対応できる教育環境を整備する。」

テーマ②　学校教育の充実

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた追加提言

　令和２年３月に提出した提言について、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、下記の
とおり追加で提言します。

記



令和２年８月
第８グループ【生涯学習・スポーツ分野】

No. ページ 項目 内容

1 P97
具体的な事業／
②学びを共有す
る機会の充実

新型コロナウイルス感染症の感染対策として、3密回避の
視点を取り入れるため、文末に「なお、発表の場や交流に
ついては積極的にオンラインを活用し、密にならないよう
工夫する。」と追記する。

2 P97
参画と協議の推
進／③学ぶ機会
を～

文末に「ただし、区内企業等への営業活動は、新型コロナ
ウイルス感染症の感染対策として、メールやオンライン会
議等で働きかける。」と追記する。

3 P99
取組の方向性／
【（する）ス
ポーツ】

文末に「なお、新型コロナウイルス感染症の感染対策とし
て、３密を回避するため、オンラインを活用したスポーツ
の展開を視野に入れる。」と追記する。

4 P99
具体的な事業／
①誰もが楽しみ
交流できる～

新型コロナウイルス感染症の感染対策として、3密回避の
視点及び咳エチケットの視点を取り入れるため、「なお、
実施にあたっては、新型コロナウイルス感染症の感染対策
として咳エチケットに十分注意し、密にならないように工
夫する。」と追記する。

5 P99
具体的な事業／
②ゆるスポーツ
文化の醸成

「本格的なスポーツではなく、新型コロナウイルス感染症
の感染対策としてマスクをしながらでも、誰もが参加でき
る「ゆるスポーツ」を地域の運動会やイベント等で実施す
る。」と修正し、その文の後に「実施にあたっては、新型
コロナウイルス感染症の感染対策としてオンラインを活用
したスポーツの展開を視野に入れる。」と追記する。
また、文末を「～取組意欲を増進するとともに、外出自粛
による運動不足解消の一助とする。」と修正する。

6 P99
参画と協議の推
進／③スポーツ
を通して～

文末に「ただし、区内企業等への営業活動は、新型コロナ
ウイルス感染症の感染対策として、メールやオンライン会
議等のオンライン会議で働きかける。」と追記する。

7 P101

具体的な事業／
①生涯学習・ス
ポーツとは異な
る～

文末に「なお、実施にあたっては、新型コロナウイルス感
染症の感染対策として、十分なスペースを確保し、密にな
らないよう工夫する。」と追記する。

8 P101
具体的な事業／
③プッシュ型情
報配信の充実

文頭の文章を「～に関する情報発信をSNS等を活用して行
う。」と修正する。

9 P101
具体的な事業／
②区民等参加者
による～

新型コロナウイルス感染症の感染対策として、積極的に
ICTを活用する必要があることから、文末に「また、生涯
学習・スポーツ施設に安定した通信環境を整備する等、各
施設の設備を充実させる。」と追記する。

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた追加提言

　令和２年３月に提出した提言について、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、下
記のとおり追加で提言します。

記



令和２年８月
第９グループ【福祉・保健】

No. ページ 項目 内容

1 P106 提言にあたって
（最後から６行目に追記）
「その後、新型コロナウィルスの感染拡大を受けて、感染症について
追記をしました。」

2 P108
実現に向けた課
題

以下の項目を追加
・新型コロナウイルスの感染拡大防止のためにオンライン化などを進
めるとともに、オンラインに対応できない高齢者への配慮や外出を自
粛する高齢者の健康維持などに並行して取り組む必要がある。

3 P109

具体的な事業
／・登録制によ
る行政サービス
の情報発信

以下に修正
・きめ細かな行政サービスの情報配信
区民が高齢者関連や子育て関連情報、口腔ケアや認知症予防などの健
康づくりの他、新型コロナウイルス感染症のような突発事項について
も、紙による分かりやすい情報発信に加えて、情報を希望して登録す
るとオンラインで該当者に案内を届けるような仕組みを導入する。

4 P109 具体的な事業

以下の項目を追加
・オンラインに馴染みのない方への支援
オンラインに馴染みがない高齢者へのスマートフォンやパソコン、情
報端末等の操作支援などを実施し、オンラインの利用を促進する。

5 P111

具体的な事業
／・生活困窮の
ことを含めた何
でも相談できる
窓口の設置

以下に修正
自らが生活困窮状態にあることを知られないように、突発的な新型コ
ロナウイルス感染症の影響による経済的な問題なども含め何でも相談
できる窓口を設置するとともに、オンライン化により相談できる体制
を構築する。

6 P112
実現に向けた課
題

以下の項目を追加
・感染症の感染拡大を防止するために、区独自の検査体制の充実が求
められる。

7 P112 取組の方向性
以下の項目を追加
・感染症に関する情報発信や検査体制の更なる充実

8 P113 具体的な事業

以下の項目を追加
・感染症の情報発信や検査体制の強化
感染症が発生した場合には、正確な感染者状況や注意することなどを
映像配信等を活用して周知するとともに、PCR検査や抗原検査を希望
する人が適切に受けられるように検査体制を強化する。

9 － その他
以下の内容を第６グループ(産業・観光分野)へ情報提供
・台場や泉岳寺周辺等の観光スポットを生かし、港区版のGo Toトラ
ベルを実施する。

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた追加提言

　令和２年３月に提出した提言について、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、下記のとおり
追加で提言します。

記


