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駅のホームドアなどの早期設置を推進
有楽町線新富町駅において、ホームに転落しそうになったとの声
を受け、ホームドアなどの安全対策を推進しました。さらに、有楽
町線月島駅の風対策についても関係機関に要請してきました。

中央区は、桜川公園を中心に図書館等の複合施設「本

の森ちゅうおう（仮称）」と桜川敬老館等複合施設の整

備を進め、「出会い・発見・交流の舞台として、人々がふ

れあえる広場・空間」と位置付けて取り組んでいます。

桜川公園エリアが新しくなります！

発行：田中広一（東京都中央区新川2 31 7　℡03 6807 1540）

皆様、こんにちは。日頃より、皆様からの真心のご支援を賜り、心より御礼申し上げます。

これまで、安心して住み続けられる中央区を目指し誠心誠意取り組んでまいりました。

そこで、４期16年の主な実績などを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。

新中央図書館等複合施設
「本の森ちゅうおう（仮称）」と
桜川敬老館等複合施設の計画が進む！

イメージパース

図書館（京橋図書館）、郷土資料館、生涯学習機能が融合する
複合施設です。2003年の初当選時から一貫して新中央図書
館の整備など提案し取り組んでまいりました。

イメージパース

桜川敬老館
等複合施設

子育て支援や高齢者施設の拡充を目指し、複合施設
として整備しています。これまで、一般質問等におい
て特別養護老人ホームの整備拡大など提案し推進
してきました。

本の森
ちゅうおう
（仮称）

整備地：中央区新富1-101-5外

　（労働スクエア東京跡地）

施設規模：地上6階、地下1階

敷地面積：約4,000㎡

席数：約450席

蔵書数：約412,000冊

❶桜川保育園（1,2階）定員139名（24名増）

❷いきいき館（桜川敬老館）3階

❸地域密着型特別養護老人ホーム（4,5階）

　定員29名

❹ショートステイ（5階）定員8名

❺認知症高齢者グループホーム（6階）定員18名

所在地：中央区入船1-1-13（桜川公園内）

スケジュール：2020年度開設予定

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

暮らしの
お役立ち
情報

●東京都24時間医療機関案内サービス「ひまわり」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・03-5272-0303
●母と子の健康相談・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・♯8000（03-5285-8898）

●中央区教育相談室・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・03-3545-9203
●中央区消費者相談・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・03-3543-0084
●中央区認知症サポート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・03-3546-5286
●中央区医療相談窓口・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・03-3545-1875

●東京都医療安全支援センター(患者の声相談窓口)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・03-5320-4435

区議会公明党控室　Tel 03-3546-5565　Fax 03-3546-5574

URL http://www.tanaka-koichi.com/
区民相談は田中こういちまでご連絡下さい。

日曜日に区役所の一部窓口をオープンしています。 毎週日曜日（年末年始を除きます。）9時～17時まで

（必要に応じて、小児科医師がアドバイスします）平日：18時～23時、土日祝日：9時～23時

月曜日から金曜日(土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く)午前9時から正午、午後1時から4時

江戸バスの
早期運行を推進
2006年9月13日会派として
12,646名の署名簿を区長
へ提出するとともに、一般質
問等にて推進してきました。

「築地魚河岸」開設の推進
築地市場移転後も食のプロに支持され、一般客・観光
客にも親しまれる、食のまち「築地」のにぎわいの拠点
となる施設を基本理念に昨年10月1日にグランドオー
プンとなりました。

地下鉄駅のエレベーターの設置を推進

❷都営浅草線宝町駅のエレベーター設置を推進

2006年9月13日に各駅にエレベーター等の早期設置を求める要
望書を区長へ提出する等推進してきました。

❶日比谷線八丁堀駅にエレベーターと冷房設備を設置

現在、A1～A3出口に近いホーム階から改
札階へのエレベーター工事が行われてお
ります（2021年度供用開始予定）。また、
築地駅においても駅の改良工事により、
エレベーターの増設を進めております
（2020年度供用開始予定）。区役所（一部窓口）の日曜開庁を実現

2003年休日開庁の要望書を区長へ提出し、他自治体を視察後平
成20年決算特別委員会などで提案し推進してきました。

2018年10月11日開始から利
用者の方々からのご意見をふ
まえ、都議会議員と連携し増
便及び急行便の変更を申し入
れしてきました。その結果、下記の通り変更となりました。
平日11時台に豊洲市場発新橋駅行が1便増となりました。
急行便を新橋駅前5:02発の豊洲市場行きのみとなりました。

りなと」）前場市外場地築（目丁六地築「、しくすやりかわを所留停
ました。 築地6丁目

新富町駅のホームドアを視察矢田区長に要望書を提出（平成28年8月25日）
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地域の方々からの長年の要望を受け、2004年環境建設委員会など
にて提案し実現。

施設概要

新施設の概要

コンセプト

都営バス【市01】系統
（新橋駅～豊洲市場）
の増便などを推進

東京都議会議員へ要望

中央区議会議員 TANAKA KOICHI

田中こういち

田 中 こ う い ち ホ ッ ト ニ ュ ース v o l . 31

2022年度開設予定



総合防災訓練にて

「子ども医療費」助成制度を中学校3年生まで拡充（2007年6月実施）
子ども医療費助成制度の拡充については、議会質問や署名活動を行
い実現しました。
さらに、下記の事項なども推進してきました。
●認可外保育施設保育料の助成
●出産支援としてタクシー券及び共通買物券の支給
●妊婦健康診査の公費助成を2回から14回に拡大
●授乳やおむつ替えスペース確保のため「赤ちゃん・ふらっと」の整備
●あかちゃん天国の拡大など

「子ども医療費助成制度」の拡充を求める11,973名の
署名簿と要望書を区長へ提出（2006年9月13日）

保育所の整備拡大を推進
（保育定員約3,300人拡大）
中央区は、2009年8月に「中央区子育
て支援対策本部」を設置し、認可保育所、
認証保育所、認定こども園の拡大を進め
てきました。その結果、2019年4月まで
に保育所数が26か所から66か所に増
設され、保育所定員数も1,865人から
5,174人に拡充されました。

産後ケア事業の助成（2017年4月からスタート）
中央区は、育児不安を抱える母親を支援するため看護師や助産師が
24時間体制で専門的支援を行う聖路加助産院 マタニティケアホー
ムの全室個室の宿泊型ケアの利用に助成しております。施設により
ますと利用者から「助成が始まり、利用しやすくなった」と喜ばれてお
ります。これまで、一般質問などを通して助成事業の導入など提案し
推進してまいりました。
【問い合わせ先】中央区保健所健康推進課予防係（3541-5930） 聖路加助産院 マタニティケアホームを視察

「親子で親しむ浜離宮」を実現
（2016年5月からスタート）
浜離宮恩賜庭園で自然に親しみ、親子で
ゆっくりとした時間を過ごせるよう子ど
もと同伴する保護者等の入場料を区が
負担しています。昨年度は、3,500人を
超える方々がご利用されています。2015
年第3回区議会定例会一般質問などに
おいて提案してまいりました。

浜離宮恩賜庭園を視察

がん検診を充実
中央区では、胃がん・肺がん・大腸がん・前立腺がん・子
宮がん・乳がんの検診支援を行い対象者などを拡大し
てきました。特に、子宮がん及び乳がん検診について
は、区への申込制から個別に受診券を発送するととも
に未受診者への受診勧奨など推進してきました。

「親と子のふれあいブックスタート」を実現
（2018年8月からスタート）
読書のきっかけとなるよう、赤ちゃん向けの絵本1冊が入ったブックスター
トセットを無料で配布しています。平成29年3月の予算特別委員会で提案
し取り組んでまいりました。
●対象者：2018年4月1日以降に出生した区内在住の新生児。
【問い合わせ先】京橋図書館（03-3543-9025）、
日本橋図書館（03-3669-6207）、月島図書館（03-3532-4391）

おとしより相談センターを充実
（3ヶ所⇒5ヶ所に拡充）
おとしより相談センターは、ご家族の介護や一人暮ら
しの不安など高齢者に関する様々なご相談に対応し
ます。
●相談日時：毎週月曜日～土曜日（午前9時～午後6時）
※日曜・祝日及び年末年始はお休みです。緊急の場合
は、上記以外の時間帯においてもご連絡頂けます。介
護保険制度などお気軽にお問い合せ下さい。

予算要望にて高齢者福祉
の充実を要請

特別養護老人ホームの整備拡大
【3施設から6施設へ拡大】
住み慣れた地域で安心して生活ができる体制
を強化するため、特別養護老人ホームの整備
拡大を推進してきました。現在、桜川敬老館等
複合施設計画の中で新たな地域密着型の特
別養護老人ホームの整備を進めております。 ケアサポートセンター十思を視察

ブロック塀の
安全対策を実施
大阪北部地震を教訓にブロッ
ク塀の調査をしたところ、学
校・幼稚園に隣接する久松警
察署内に安全対策が必要な
ブロック塀が確認されました。
そこで、2018年7月27日都庁
に訪れ、警視総監宛にブロッ
ク塀の安全対策の早期実施
を要請しました。その結果、8
月末日に工事が完了しました。

電線共同溝の整備を拡大
現在、築地6丁目4番先～明石町12番先
の整備に向け調査を行っております。
2005年の一般質問など一貫して整備拡
大を推進してきました。

電線共同溝を整備
（築地6丁目16番先～築地7丁目18番先）

防災対策優良マンション
認定制度の推進
防災力向上と地域とのつながりの強
化を目的とし、認定されたマンション
の防災組織には防災資器材の支給
と防災訓練の経費が助成されます。
2014年5月に仙台市の「杜の都防災
力向上マンション認定制度」を視察
し、2014年第2回区議会定例会一般
質問などにおいて推進してきました。
【問合わせ先】
防災課普及係（03-3546-5510）

高齢者の方への家具類転倒
防止器具の設置の推進
●対象者（下記のいずれかに該当する方）
①65歳以上で要介護2以上の寝たきりの状態の方
②65歳以上で1人暮らしの方
③65歳以上を含む60歳以上で構成されている世帯の方
●費用負担：取付費と器具代4個までは1割負担
  （住民税非課税世帯は無料）
【問合わせ先】
高齢者福祉課高齢者福祉係（03-3546-5354）

「子ども読書手帳」を配布
（2018年10月からスタート）
読んだ本のタイトルや感想などを記入
することができます。区立小・中学校の
児童生徒及び幼稚園、保育園の３歳児クラス以上の方は、学校(園)を
通じて配布され、図書館のホームページからダウンロードすることも
できます。 読書通帳の取り組みについて江戸川区の中学校を視察

●京橋おとしより相談センター
　中央区明石町1-6リハポート明石等複合施設1階（03-3545-1107）
●日本橋おとしより相談センター
　中央区日本橋小伝馬町5-1十思スクエア1階（03-3665-3547）
●人形町おとしより相談センター
　中央区日本橋人形町2-32-4日本橋医師会人形町ビル1、2階（03-5847-5580）
●月島おとしより相談センター
　中央区月島4-1-1月島区民センター1階（03-3531-1005）
●勝どきおとしより相談センター
　中央区勝どき5-1-17勝どきザ・リバーフロント1階（03-6228-2205）
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災害に強いまちづくりを推進

新たに日中独居高齢者など（同居人の
就労などで高齢者のみの世帯となる
方）対象者を拡大できるよう提案し検
討を進めております。

子育て支援を
最重要課題の1つ
として全力で取り
 組んできました！
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田中こういちの主な実績

田中こういちの主な実績

田中こういちの主な実績


