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皆様こんにちは。日頃より、温かいご支援を賜りまして誠にありがとうございます。議会活動等を通じて、新型コロナウイルス感染症対策
をはじめ各施策の拡充など全力で取り組んでまいりました。
そこで、
補正予算や2021年度予算などの取り組み状況を34号及び臨時号
（新型コロナウイルス感染症対策）にてご報告させて頂きます。
今後とも、
ご指導ご鞭撻を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

中央区議会議員

TANAKA KOICHI

田中こういち

本の森ちゅうおう
の整備が進む！

（仮称）

図書館を中心とした複合施設「本の森ちゅうおう」
は、
2022年12月の開設を目指し現在工事中です。今年度
は、中央区の歴史や文化などの情報を多角的に発信
するため、郷土資料館の展示制作等を行います。

郷土資料館の展示制作
古地図や絵巻など緻密で繊細な収蔵品を高精細デジ
タル画像で展示するほか、中央区の成り立ちや歴史を
ガイダンス映像や年表形式でわかりやすく発信します。

本の森ちゅうおう（仮称）の外観イメージ〜森のようなやすらぎの中で、人びとが出会い、
交流する場〜

コンセプト

子どもから大人まで誰もが親しみをもって利用でき、
歴史・文化を未来へ伝える地域の生涯学習拠点
主な施設概要

区内全図書館の利用環境が充実
（2022年4月からスタート）
変更前

住所：中央区新富1-13（労働スクエア東京跡地）
敷地面積：約4,000㎡

休館日

施設内容：図書館、郷土資料館、生涯学習施設
蔵書数：約356,000冊→約412,000冊に拡大
席数：166席→約450席に拡大
開設予定：2022年12月

郷土資料館1階イメージ

緑あふれる豊かな
環境づくりを推進！

開館時間

変更後

12月29日〜1月4日

12月31日〜1月2日

月曜日〜金曜日 午前9時〜午後8時

午前9時〜午後9時

土曜日 午前9時〜午後7時

午前9時〜午後9時

日曜・休日 午前9時〜午後5時

変更なし

東京高速道路
（KK線）
の活用による緑の
プロムナード化の検討

昨年度東京都は、
「 東京高速道路（KK
線）再生方針〜Tokyo Sky corridorの
実現に向けて〜」
を策定し、中央区は、築
地川アメニティ整備構想も含めた銀座

築地川アメニティ
整備構想

地区外周の緑のプロムナード化に向け
た検討を行いました。今年度中央区は、
首都高速道路の上部空間の活用に必要
な調査を進めてまいります。

お役立ち情報
Information

銀座地区外周の緑のプロムナード化に向けたイメージ

ちゅうおう安全・安心メール
を配信しています！

中央区防災マップアプリ
を配信しています！

中央区の防災・防犯情報をメールで
速やかに配信するサービスです。

災害時に避難所などの情報をお知
らせする中央区公式のアプリです。
登録用QRコード

築地川アメニティ整備構想イメージ

区民相談は
田中こういちまで
ご連絡ください。
Android用QRコード

iOS用QRコード

田中こういちホームページ

Living environment

新生児誕生祝品の追加支援！

桜川敬老館等複合施設が
オープン！

新生児誕生祝品
（区内共通買物・食事券）
に2万円分を追加し5万円
分贈呈されます。

桜川保育園といきいき桜川（敬老館）の建

【お問い合わせ先】

て替えに合わせ、
保育園の定員拡大及び地

子育て支援課子育て支援係
（03-3546-5350）

域密着型特別養護老人ホーム、ショートス
テイ、認知症高齢者グループホームを複合
施設として整備されました。

東京都出産応援事業10万円分の育児サービス

●

所在地：中央区入船1-1-13

専用サイトが開設され、子育て支援サービスや育児用品から選択し
支援事業を利用することができます。中央区より、対象家庭へ専用
IDを記載したカードが配布されます。

対象者：2021年1月〜2023年3月末までに子どもが生まれた家庭
【お問い合わせ先】
中央区保健所健康推進課予防係
（03-3541-5930）
●

保育定員の拡大を推進！
2021年度は、
さくらさくみらい 佃及びほっ
ぺるランド佃大橋
（10月開設予定）
、
グロー
バルキッズ浜町園
（2022年4月予定）
の開
設支援により、
192名の定員拡大を予定し
ております。また、期間限定型保育事業や
居宅訪問型保育事業も行われます。
引き続
き、
さらに私立認可保育所を拡大できるよ
う推進してまいります。

桜川敬老館等複合施設

道路の安全対策を強化！

保育園児のための
公園送迎バスの運行
安全にのびのびと外遊びができるように豊
海運動公園や都立公園などに送迎します。

桜川敬老館等複合施設の前の道路

敬老大会の実施

ベビーシッターによる
一時預かり利用支援事業がスタート！

今年度は、
感染症対策に留意し申し込みに
より9月〜10月の公演の中から希望する日
程を選択・予約し劇場で観劇が行われます。

産後うつなどの育児の困り事に対応するため、
東京都の事業を活用し助成されます。
対象者：突発的な事情等により一時的に保育を必要とされる方、
ベビーシッターとの共同保
育を必要とされる方
● 対象年齢：満3歳に達する年度の末日まで
●

●

住み慣れた地域で安心して
暮らし続ける環境の推進

子育て支援・教育が
さらに充実！

Child-rearing support and Education

●

会場：明治座

●

対象者：区内在住で70歳以上の方
（申し
込み多数の場合は抽選）

利用上限：児童1人あたり月8時間
（多胎児の場合は児童1人あたり月16時間）

補助内容：1時間あたり2,500円を上限に補助
【お問い合わせ先】子ども家庭支援センター事業係
（03-3534-2103）
●

建設余剰材で
アート作品を！

学童クラブの
受け入れ枠の拡大

小学校・中学校における
ICT環境の整備（2021年4月運用開始）

各児童館の利用状況をふまえ
利用可能人数を増やし、
区内全
体で135名の拡大を行います。

一人一台のタブレット端末を整備し、
一人ひとりに応じ
た学習を実現することができるよう学校及び家庭学
習において活用を図ります。

280MHz帯域を活用した
緊急告知ラジオの導入！
安定的で良好な受信環境と災害時の配信
継続性の高い電波を活用する緊急告知ラジ
オが2022年度から導入されます。

住宅耐震補強工事等の
助成制度を拡充！
緊急告知ラジオ

非常用電源確保の支援
災害時における停電対策として、可搬式蓄
電池の購入費助成が新たに行われます。
● 防災区民組織：1台供与
マンション管理組合：防災対策優良マン
ション
（補助率3／4助成限度額15万円）
、
その他のマンション
（補助率1／2助成限
度額10万円）
【お問い合わせ先】
防災課防災担当
（03-3546-5510）
●

桜川敬老館等複合施設の壁面
には、福祉センターに通所する
障がいのある方々や保育園児、
高齢者施設ご利用の方々など
多くの皆さんで協力したモザイ
ク壁画が制作されました。

住宅耐震補強工事等と同時に行う改修工事に対する
新たな助成制度が創設されました。
● 補助率：1/2
（限度額50万円）
● 所得制限あり
【お問い合わせ先】
建築課構造係
（03-3546-5459）

電線共同溝の
整備を推進！
築地6丁目4番先から明
石町12番先等において、
今年度は埋設物の移設
が行われます。
既に電線類が地中化された築地6丁目付近

安全安心のまちづくりを推進
Safe and Secure

テーマ
「桜川公園にあつまる世界の動物たち」

築地地区のまちづくりについて
中央区は、築地地区の活気と賑わいの継承・発展や交通結節
機能の整備、水と緑のネットワークの形成など調査検討を進
めており、
今後東京都に検討内容を提出する予定です。

食品ロス削減に
向けて
「フードドライブ」の受付窓口
を中央清掃事務所の1カ所か
ら中央区役所、
日本橋・月島特
別出張所にも拡大されました。
フードドライブとは……
家庭で使いきれなかった
食品を持ち寄り、
福祉団体
や施設などに寄付する活
動です。

中央清掃事務所の
フードドライブ受付窓口

