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コロナ禍での中央区議会自由民主党議員団の取組み
3月の学校休業に始まり、4月に発出され5月下旬に解除された緊急事態宣言、9月の Go To キャンペーンなど、
「新型コロナウイルス感染症」に関連する様々な対策が講じられた一年となりました。
これまで中央区議会自由民主党議員団は、区民のみなさまからお伺いするご意見を、区行政に真摯に政策提言し
てまいりました。
新型コロナウイルスの感染が拡大に転じ、インフルエンザとの同時流行が懸念されていることから、今後も、感染
拡大防止対策と経済活動の両立に向け、更なる施策の充実に取り組んでまいります。

経 済 支 援

日本の金融経済とともに発展したまち中央区。常盤橋、日本橋、兜町の各地区・
地域の特性を活かし、金融ビジネス拠点の整備を更に進めてまいります。
コロナ禍からの早急な経済復旧に向けて、中央区選出の辻清人代議士とも連携
し政策を推進してまいります。
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特別定額給付金の支給 171億6,256万1千円（4月補正）
住居確保給付金の支給対象拡大 1億363万円（4月補正）
商工業融資 23億8,194万4千円（6月補正）
商店街などへ新型コロナ感染症対策支援 2,304万8千円（6月補正）
共通買物券の追加発行 2億6,077万4千円（9月追加補正）
飲食業団体・商店街における集客事業等への支援 4,800万円（11月補正）
住居確保給付金の増額 1億7,200万円（9月補正）

新型コロナウイルス感染症罹患者を1月下旬から受け入れるなど、
当初から対応にあたられてきた聖路加国際病院 呼吸器内科 仁多寅彦
先生に、今回の経験を踏まえた対策の重要性を伺いました。医療現場

福 祉 保 健

の実情も踏まえ、対策に取り組んでいます。
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新型コロナ感染症患者入院医療費の公費負担 7,000万円（5月補正）
新型コロナ感染症対策予備費の増額 1億円（5月補正）
新型コロナ感染症に係る傷病手当金の支給 1,400万円（5月補正）
障害福祉介護サービス事業所緊急支援給付金 4,600万円（6月補正）
感染症対策に向けた備蓄品の整備 2,818万5千円（9月補正）
介護施設等における簡易陰圧装置の設置 3,650万8千円（9月補正）
高齢者施設におけるPCR検査費用助成 873万円（11月補正）
中央区PCR検査センターの開設延長 6,771万9千円（11月補正）

教育・子育て

令和 2 年 5 月 7 日、中央区長へ「 教育活動に関する緊急要望 」を行いました。
今年度、学校における「ICT 機器の活用」については、当初3人に1台の整備
予定から1人 1台に整備へと大きく変化することとなりました。今後も、教育現
場での活用推進に研究を重ね、取り組んでまいります。
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子育て世帯への臨時特別給付金の支給 568万7千円（4月補正）
ひとり親世帯への臨時特別給付金の支給 9,675万3千円（6月補正）
保育所等への新型コロナ感染症対策の強化 2,691万9千円（6月補正）
小学校・中学校における給食費補助 941万1千円（6月補正）
日本橋保育園の改修における工期の延伸 770万円（6月補正）
保育所等への新型コロナ感染症対策の強化 4,523万2千円（9月補正）
小中学校1人1台タブレット端末の整備 7,366万5千円（9月補正）
出産支援タクシー券の追加交付 2,688万3千円（11月補正）
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都心・臨海地下鉄新線の早期実現に向けて
11月 12 日夕刻より晴海トリトンホールにて行われた、「 都心・臨海地下鉄新線推進大会 /2020」に、
中央区自民党議員団13名全員が出席しています。国交省の交通政策審議会により「国際競争力の強
化に資する鉄道ネットワーク」と位置づけられ、羽田から常磐新線まで及ぶ将来的な路線開通が検討さ
れておりますが、臨海エリアから晴海〜勝どき豊海町〜築地〜銀座〜東京駅〜常磐方面と、中央区に
とっても渇望する路線となるため、1日も早い開通とするべく、中央区では熱気に満ちた推進大会を重
ねています。
都心と臨海エリアを繋ぐ大本命路線を早期に実現するには、何よりも地元の熱意が欠かせません。

自民党区議団 来期の政策要望書を区へ提出
2020年9月、中央区議会自民党議員団は、区民の皆様や各種団体から頂いたご意見ご要望等を踏まえ、精査し作成した政策要望書を中央区
行政へ提出しております。なかでも、特に優先し進捗状況が求められる内容を「 重点政策要望 」としています。
重点政策

1

③区 内 商 店 街、観 光 事 業 者 等に 対して 衛 生 面 や
Wi-Fi 環境の早期整備等の受け入れ環境を充実さ
れたい
④観光に特化した組織体制の強化、区独自の地域資
源発掘や民間活力の利活用による観光産業の更な
る振興

新型コロナウイルス感染症に
関する対応策

①コロナ禍での事情変化に際し、既存飲食店への弁
当販売等へ支援策検討
②感染症に係る医療体制強化をはじめ、検査や陽性
者把握、六師会等との連携により重症化への対策
強化
③コロナ禍の自立支援制度見直しを行われたい
④感染症の影響を鑑み、情報化基本方針に基づく業
務フローの見直しや、AI・ICT 活用による組織力
強化

重点政策

2

世界への発信基地として、競争力向上
に資する築地市場跡地の再開発

①築地場外市場及び築地魚河岸の賑わいに不可欠な
土地確保について、東京都へ早急な要請
②市場跡地の再開発を多角的に検討する「 築地場外
市場まちづくり検討会議（ 仮称 ）」の創設
③築 地まちづくり方針での課題四点等を含め、関係
者との連絡を図りながら地元区としての提言を都
に行う

重点政策

3

重点政策

日本橋川周辺の魅力向上、防災、
公衆衛生面から、日本橋上空首都
高やその周辺首都高の地下化撤去

①国や都、日本橋川沿い5地区の再開発組合等と連
携し、首都高地下化の実現に向けた取組推進
②国や都、首都高株式会社に留まらず、近隣区の意向
を踏まえ、昭和通り上空首都高撤去への取組推進

4

臨海地域への地下鉄新線の早期
整備

①都心部と臨海部を結ぶ地下鉄新線の早期実現に向
けた取組を、他地域と連携し推進
②地域間、地域全体のアクセシビリティを向上させる
交通網整備の推進と、国や都、関係機関への要請

重点政策

5

重点政策

①都 心区ならではの産業力や区財政に寄与する「稼
ぐ力」の強化を、国や都と連携しつつ戦略的に推進
②区 内産業の育成とともに、コロナ禍による経済ダ
メージの復興へ向けた継続的な支援体制の充実

7

今後予想される高齢社会への対応

①コロナ禍ではあるが、高齢者の認知症等防止の観
点から安全対策を講じた上で通いの場などを再開
されたい
②民生児童委員の新たな人材を確保する為に、本区
独自の報酬制度等を検討されたい

8

地域コミュニティの活性化

①町会・自治会や新たな団体が行う社会貢献活動の
裾野を広げる支援や、コロナ禍以後のあり方検討
②地域団体による機種管理活動充実による交流の活
性化とともに、公園の魅力向上向けた官民連携の
検討

重点政策
商業、観光業など区内産業の育成

年少人口の急増に対応した子育て
環境、教育環境の充実

①待機児童解消に向けた保育環境の充実及び保育の
質向上に向け、既存事業の充実を筆頭に安全対策
の強化
②重度肢体不自由児者の医療的ケについて他区施設
と連携を図り、入所が進むよう体制の構築
③調整区域制の導入、特認校制度の活用による各校
児童数の均等化について検討
④小 中学校での「一人一台端末」の学習環境充実
と、教員の更なる多忙化を防ぐルール作り等、慎
重な検討
⑤日本橋地域、晴海地区での特別支援学級増設の推
進と、発達障害・不登校生徒への理解促進をはかる

重点政策
重点政策

6

9

地域コミュニティによる防災対策や
帰宅困難者対策等の防災対策推進

重点政策 10 老朽化した本庁舎の整備促進
①中 断されている「中央区本庁舎整備検討委員会」
を早期に再開されたい
②現状の進捗状況のきめこまやかな報告ならびに他
方面からの再検討を行われたい
③現状のスペースや会議室などの利用状況、業務内
容の調査・分析を行われたい

重点政策 11 まちづくりの推進

将来を見据えた総合的な

①選 手村の住宅転用に伴い、晴海地区のまちづくり
や行政サービスなど区内全体の視点により検討
②日本橋川、朝潮運河、隅田川テラス（両国・日本橋・
佃・築地）における水辺空間の整備を一層充実
③区独自の適正なマンション管理のあり方について、
条例化を見据えた検討を行われたい

重点政策 12 その他の重点政策要望
①フードドライブの受付け窓口を、区民の利用しやす
い場所で増設を実施されたい
②内水氾濫などの水害軽減にむけた取組強化と、減
災に繋がる情報共有と伝達方法の検討
③感染症の状況を踏まえた上で、オリンピック・パラ
リンピックの通常開催に向けた気運醸成の取組
④完全分煙に向けた喫煙所の設置促進と、喫煙可能
箇所の周知などにより受動喫煙防止対策条例を
達成
⑤二次保健医療圏における基準病床数の見直しによ
り、医療体制の充実に資する取組を推進
⑥学校施設の新築等に際したスポーツ解放や利用目
的別の公園活用の検討。晴海運動場の代替施設を
都に要望
⑦東 京 BRTの運行拡大を踏まえながらも、勝どき、
晴海、築地市場跡地の都バス拡充について推進さ
れたい
⑧ながら歩き、ながら運転の撲滅に向けた取組を推
進されたい

①防 災拠点が確実に機能するよう三密対策を施した
マニュアル作成と、感染症対策に向けた備蓄や支援
②帰宅困難者対策を充実させるため、全事業者を対
象とした区独自の条例設置や実効性高める対策を
検討
③高層住宅の更なる防災対策を推進

＊上記12項目の重点政策要望に加え、205 項目に及ぶ政策要望も同時に提出しております。引き続き皆様からのご意見・ご要望を賜りますようお願い申しあげます。
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