
　皆さん、こんにちは。

日頃より、皆様からのあたたかいご支援を賜わりまして、誠にありがとうございます。

本年5月の区議会臨時会では、福祉保健委員会及び築地市場等街づくり対策特別委員会に

所属することとなりました。さらに中央区監査委員の選任同意を賜わり、身の引き締まる思いでいっぱいでございます。

皆様にお応えできるよう、現場第一で全力で取り組んで参る決意でございます。

　　　　　　　　　 今後とも、ご指導ご鞭撻を賜わりますよう宜しくお願い申し上げます。  　　田中広一  　

区議会公明党控室  Tel.（03）3546－5565  Fax.（03）3546－5574
ホームページ  http://www.tanaka-koichi .com/

65歳以上のひとり暮らし高齢者及
び高齢者のみの世帯で、要介護１
～５の認定を受けていない方が対
象です。（要介護１～５の方は、介
護保険のサービ
ス「夜間対応型訪
問介護（24時間
対応）」の利用が
できます。）

はるみ訪問介護ステーション（マイ
ホームはるみ内）のオペレーション
センターにつながる専用機器を
ご自宅に設置し、次のような支援
を行います。

●利用料金　月額1,100円
（住民税非課税世帯の方は330
円、生活保護受給者等の方は
無料）

●応急救護講習受講者の
派遣料無料

●訪問ヘルパーの派遣料
１回3,400円
（住民税非課税世帯の方は
1,000円、生活保護受給者等
の方は無料）

問 い 合 わ せ 先
高齢者福祉課在宅サービス係
電話０３（３５４６）５３５５

対象の方 内　容 費　用

24時間365日安心「高齢者あんしんコール事業」が好評です！

ひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯が、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、
24時間365日体制の「高齢者あんしんコール事業」が今年6月からスタートしております。
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平成21年第2回定例会一般質問等において、24時間安心できる電話相談体制の充実などについてご提案し推進して参りました。

▲マイホームはるみ内のオペレーションセンター

▲身に付ける
   ペンダント

　平成20年決算特別委員会などにおいて、壁面緑化など
公共施設の緑化の先導的な取り組みや緑あふれる街づく
りについて推進してきました。平成21年度は、中央区役所
他6施設を実施し、平成22年度も月島区民センター他6施
設を緑化する予定です。

　中央区第九の会に所
属し、今年１月１日（日）
午後5時～晴海トリトンス
クエア・グランドロビーに
て本公演が行われます。

緑の街づくりを推進！
（公共施設の緑化が前進！）

　今年７月に、遮熱性舗装の効果を区民の皆様に広く
知って頂くために、遮熱性舗装部と一般のアスファルト
舗装部の路面温度をリアルタイムで比較した表示板が
設置されました。これまで、平成21年第2回定例会一般
質問などにてご提案させて頂き推進してきました。

　遮熱性舗装とは、太陽光からの近赤外線を反射する
ことにより、舗装への蓄熱を減らし、路面温度の上昇を
抑制します。約６０度まで路面温度が上昇した一般アス
ファルト舗装と比較した場合、遮熱性舗装の路面温度は
約１０度の低減効果があります。

道路をクールダウン！
（遮熱性舗装の取り組みと路面温度表示板の設置）

平和モニュメントが設置されます！今年も第九の合唱に挑戦します！

　中央区平和都市宣言に基づき、区内１６小学校の子ども
達の平和への願いが込められた原画を元に、ＮＰＯ法人の
協力により障がい者の方 に々よるモザイクエコ平板にてモ
ニュメントを制作する予定です。

▲京橋築地小学校の校庭の一部芝生化

▲中央区役所

▲銀座ブロッサム

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　遮熱性舗装

一般アスファルト舗装

・・・・・・・・・

路面温度表示板（浜町二丁目
31番先）午前中の測定で５．７℃
の効果が表示されております。

▲設置場所（中央区勝どき1丁目）

▲平成 年 月 日晴海
   トリトンスクエア·グランド
   ロビー

▲平成22年8月6日起工式

▲

①相談・アドバイス

②自宅訪問

▲平成20年4月28日歌舞伎座公演にて

高齢者の方の生活や健康面での
不安や悩み事の相談に応じ、アド
バイスや関係機関等への連絡・紹
介などを行います。

家庭内でのけがや体調の悪化等
で急を要する場合は、安否確認や
消防庁への緊急通報などを行い、
必要に応じ応急救護講習受講者
や訪問ヘルパーがご自宅を訪問し
適切な支援を行います。

区民相談は「田中こういち」までお気軽にご連絡ください。 ▲専用機器

中 央 区 議 会 議 員

▲「街頭演説」銀座1丁目

田中こういちホットニュース19 



お　知　ら　せ

問　合　せ　先
健康推進課予防係  電話 03-3541-5930

＊子宮頸がん予防接種は、任意の予防接種のため子宮頸
がんの発症予防と健康保持について、ご理解を頂くことが
大変重要です。また、検診により早期発見が可能ながんで
ありますので、ワクチン接種後も、定期的な検診を受けて
頂くことが大切です。

築地児童館内の
「赤ちゃん・ふらっと」

平 成 22 年  第 1 回 中 央 区 議 会 定 例 会 一 般 質 問 要 旨

▲月島図書館に学習コーナーを設置（平成22年3月）

立川市の図書館で設置した｢｢しごと･資格コーナ
ー」が大変好評。 景気後退の中で､再チャレンジ
しやすい環境の提供など､配慮が必要。 本区も
「ビジネス支援コーナー｣を商工観光課などと連携
して設置を提案するが？

今後、ビジネス支援コーナーの設置や関係機関と
連携した雇用に関するセミナーの開催など、より一
層サービスの拡充を図る。

問…

　

区長･

授乳室やおむつ替えコーナーなど、子育て中の母
親が外出しやすい環境の整備が育児ストレスや
孤立化の軽減になる。「赤ちゃん・ふらっと」の拡
大を図り、携帯サイト等の検索機能を構築すべき？

民間施設への働きかけとともに、区の施設にも
拡大を図る。また「中央区モバイルサイト」等で
の施設ガイドに項目を加えるなど情報提供の一
層の充実を図る。

子宮頸がんは、予防ワクチンと検診でほぼ100％
予防でき、中学進学の女子を対象に全額助成する
区もあるが、ワクチン接種費用を公費助成すべき？ 
さらに、学校での保健体育の授業や保護者等への
パンフレット配布、講演会開催などで普及啓発を？

発売間もなく、周知が不十分。学校とも協力して
保護者向けの出前健康教育など、きめ細かな周知
や普及啓発を行いながら、公費負担の早期開始に
取り組む。

乳がん・子宮頸がん検診事業は継続と周知が今後
重要。国が開始した乳がん・子宮頸がん検診事業
の現状と今後の取り組み強化への考えは？

受診券の個別送付と受診勧奨の繰り返し実施が受
診率向上に有効であり、新
年度から乳がん検診受診券
の個別送付と子宮がん検
診の送付対象拡大を実施。
イベントや会合などで、一
層の周知に努める。

問…
 
 
 

区長･

問…

区長･
 

幼い生命を守るため、小児用肺炎球菌ワクチンを
公費助成すべき？ また、みずぼうそう、インフルエ
ンザ等の任意接種にも公費助成を？

小児用肺炎球菌ワクチンは発売間もなく、
流通などの見極めや十分な
周知も必要。  状況を勘案し
ながら助成を検討する。
その他の任意接種は
国の厚生科学審議会
等の動向を注視し、
適切に対処する。

問…

区長･
 

「国民読書年」だが、本区の取り組みは？

図書館の将来像を考える講演会等、普及・啓発活動
を積極的に展開する。また、読書活動の充実を教育
課程の重点事項に掲げ、各学校の読書活動推進に
取り組む。

学校現場での読書活動への取り組みは大変重
要。平成20年３月に「中央区子ども読書活動推進
計画」が策定されたが、現在の取り組み状況は？

学校図書館システムの導入などの16事業を着実
に推進しており、残る事業のうち京橋図書館の移
転整備はまもなく本格化し、文化講演会は来年度実
施すべく準備中。

就学前の読み聞かせや学校図書館指導員の拡
充など今後の読書活動の充実への考えは。

読み聞かせは実施回数増を、指導員は各学校の実
情を踏まえた配置拡充の検討とともに、学校図書館
システムを活用した調べ学習の促進等に努める。

問…

教育長･

問…
 
 

教育長･
 
 
 

問…
 

教育長･

問…

教育長･

問…

区長･

問…

教育長･

これまで多くの図書館を視察してきた。その中で、
北区立中央図書館は、ソフト・ハード両面の細かな
配慮が好評。京橋図書館移転整備で、歴史・文化
をコンセプトとしたソフト・ハード両面にわたる構想
の検討及び子ども図書館の拡充、窓に面した閲覧
席、障がい者の就労支援も含めた喫茶室などの設
置を提案するが？

地域資料室の拡大はもとより、豊富な地域資料に
気軽に触れ合える仕組みを充実する。十分な閲覧
室はもとより、児童コーナーの拡大や託児スペー
ス、対面朗読室の新設などの充実を図る。喫茶室は
複合施設全体の中で検討。

サービス充実のため、関係部署と連携して調査研
究や情報交換ができる協議会を設置し、基本計画
を策定すべき？

新図書館整備に向け協議組織を設置し、基本計画
を策定したい。

問…

区長･

景気後退の中で、自己研鑽に励む若年世代が増
加。支援として、自習室の設置や区立図書館の開館
時間の拡大を提案する。

既存の施設はスペースに
限りがあり、自習室の整
備は困難だが、各施設の
利用状況を踏まえ、具体
的な工夫や対応を検討す
る。開館時間は、さらに延
長を図れるか検討する。

▲移転予定地の労働スクエア東京跡地▲北区立中央図書館を視察

▲京橋図書館に学習コーナーを設置（平成22年6月）

中央区子宮頸がん予防ワクチン
接種費用助成について

対 象 者▶中央区内在住の中学1年生から中学3年生
　　　　　までの女性。 （対象の方には、個別に必要書
　　　　　類が郵送されます。）
接種開始▶平成22年7月26日から開始。
接種回数▶6か月の間に3回の接種が必要。
助 成 額▶3回分の接種費用が全額助成されます。

　   「赤ちゃん・ふらっと」とは、
　 おむつ替えや授乳などが
 行えるスペースの愛称です。

図書館にビジネス支援コーナーの
設置を提案！

子宮頸がん予防ワクチンの
公費助成等を推進！

小児用肺炎球菌ワクチン等の
公費助成を推進！

読書活動の推進について！

乳がん・子宮頸がんの検診を推進！

京橋図書館の移転整備について ! 「赤ちゃん・ふらっと」の拡大等を推進！

京橋図書館の移転整備について協議会の設置を提案！

 図書館に自習室設置を提案！
（平成21年第2回定例会一般質問）

▲立川市中央図書館の
  「しごと・資格コーナー」を視察

京橋図書館のビジネスコーナー▶
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