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いのちとくらし
守る区政を
ケアに手厚い社会を

新型コロナウイルスの感染拡大で、私たちの生活は一変しました。感染抑止のた
めには、無症状感染者を把握・保護する積極的検査の実施が不可欠です。
日本共産党区議団はコロナ禍で、区長宛に３回の要望書を提出してきました。また、
全869項目の「2021年度予算要望書」も昨年９月に提出し、PCR検査の拡充などを求
めるみなさんの声を区に届けています。
●デイサービスなどの高齢者施設や医療機関・福祉施設・学校・保育園等へのPCR

お住いの町名（

）

●職業

）歳

１ 正規社員
３ 自営業
７

２ 非正規社員（パート・アルバイト）
４ 専業主婦

５ 学生

６

年金者

無職（失業・その他）

問５

1）医療・保健所体制の拡充
2）PCR検査の拡充
3）補償と一体の休業要請
4）持続化給付金などの中小企業支援の第２弾
5）GoTo事業の休止・中止
6）医療機関への財政支援強化 7）その他
困っていることや要望・ご意見をお書きください

くらし・営業・雇用について
問２

くらしの状況についてお聞きします

1）よくなった
3）変わらない

問３

2）悪くなった
4）その他

よろしければ具体的にお書き下さい

問６

ご意見を自由にお書きください

PCR検査についてどの程度まで拡充すべきと思い
ますか

1）希望する区民はいつでも受けられるようにする
2）濃厚接触者だけでなく、接触があった人まで行う
3）高齢者・障害者・こども施設などの利用者、職員への定
期検査
4）今のままでよい

子育て・教育について

商店・中小企業など地域経済支援のために
1）融資事業の充実
2）プレミアム付き共通買物券
3）その他

●濃厚接触者に限定せず、感染リスクのある接触者を広く検査
●PCR検査を実施している区内医療機関の公表

問７

など

区のコロナ対策は？
●ハッピー買物券（プレミアム率10％→20％に引上げ発行枚数も増）

●緊急特別融資（限度額500万円→1000万円さらに2000万円に引上げ）

ＳＤＧs 感染症にまけない持続可能な社会を
資本主義のもとでの乱開発がパンデミックに深くかかわっていることが多く
の専門家から指摘されています。
環境破壊によって動物と人間の距離が縮まることで、動物がもっていたウイ
ルスが人間にうつったり、地球温暖化（グラフ参照）によって住む場所を奪わ
れた動物が人間と接触することにより、エイズやエボラ出血熱、SARSなど新し
い感染症が次々と出現

りやすくなります。

［裏面につづく］

中央区でも、元々２カ所にあった保健所が2001年に明石
町の中央区保健所１カ所に統合され、日本橋と月島の２カ

保健所は全国で半減

今後の感染症対
策として、また人
口増に対応するた
めにも、保健所を
増設し職員を増や
していくことが必
要です。

中央区がコロナ対策として力を入れている経済対策

市では感染もより広が

コロナ禍で少人数学級の実施への要望が高まっています。政
府が小学校の１学級あたりの人数を2021年度から５年間か
けて35人とすることを決めたことについて伺います
1）早期に全学年で実施してほしい
2）中学・高校でも実施してほしい
3）30人以下にしてほしい
4）実施する必要はない 5）わからない

保健所は半減し、病院のＩＣＵ
（集中治療室）は人口10万
人あたりわずか５床で、ドイツの６分の１です。

「保健所」です。

特養や障害者施設での社会的検査は実施されましたが、まだ不十分です。
墨田区や世田谷区のように独自に広く社会的検査をおこなっている自治体にな
らい、中央区でも積極的なPCR検査に乗り出すよう今後も求めていきます。

しています。超過密都

小中学校の少人数学級の実施について

続く中、医療や介護などの予算は削られ続けてきました。

ターがつくられる予定ですが、公衆衛生の業務を担うのは

●複数の検体を検査できる「プール方式」の導入

ハッピー買物券、緊急特別融資ともに党区議団が要求してきた額増が実現します。
２つとも大事な施策ですが、目黒区などはプレミアム率50％の買物券を発行してい
ます。大田区などは融資限度額を例年の500万円から5000万円へと10倍に引き上げて
います。
中央区の財政力を考えれば、区民生活や中小事業者を支えられる施策はもっとあ
るはずです。千代田区のような区独自の給付金支給や、新宿区のような飲食店への
家賃補助などを今後も求めていきます。

悪くなったと答えた方にお聞きします

（１）収入が減った：1）賃金 2）年金
3）事業 4）その他
（２）負担が増えた：1）税金 2）保険料 3）公共料金
4）家賃・ローン 5）医療・介護費
6）子育てに関する費用 7）その他

問４

感染拡大を抑えるためにどのような対応をすべき
と思いますか

「社会保障を削るのが良い政治」という新自由主義の政治が

所は保健センターとなりました。今後、晴海にも保健セン

●トレーラーハウスやバスなどを検査所として活用

ここから切り離してください

問１ あなたの年齢・職業等についてお聞かせください
●年齢 （

検査実施

コロナウィルス感染への対応策について

はじめにお伺いします。

（1）

コロナ禍のなか

ＰＣＲ検査の拡充を

区議団HPでスマホなど
から入力できます。

2021年 3月号

リモートワークへと働
き方も変化しつつある
今、巨大建築物を林立
させCO2を増加させる
まちづくりを見直し、持
続可能なまちづくりへ
の転換の一歩を、中央
区から踏み出しましょう。

「ポストコロナ」 よりよい社会を一緒に
新型コロナ発生で様々な問題が浮かび上がる今、「日本と世界のあ
り方はこれでいいのか」ということが根本から問い直されています。
●医療…「構造改革」のかけ声のもと、医療費削減政策が続けられ、
急性期のベッド削減や公立・公的病院の統廃合、保健所が減ら

されていくといった中で、医療が逼迫し、今回のような危機に
対して脆弱な状態をつくりだしました。

●雇用…労働法制の規制緩和を続け、
「使い捨て労働」が広がり、
人間らしく働けるルールが壊された結果、コロナ禍で派遣やパ
ートで働く人々の雇い止めという問題が噴き出しました。

●経済…外需に依存し、さらには、医療・介護などのケアに必要

な物資や食料、エネルギーをも海外に頼ってきたことが、マス
ク不足という事態を生み出したことにも表れました。

すべてを市場原理にまかせて、資本の利潤を最大化していこう、
あらゆるものを民営化していこう、という新自由主義はこの機会に
見直すべきではないでしょうか。
新型コロナウイルスを収束させ、命と暮らしを守り抜いた先には、
前の社会に戻るのでなく、日本でも世界でも、よりよい社会をつく
っていく「ポストコロナ」社会を実現していきましょう。

なんでもお気軽にご相談ください

法律相談
毎月第３火曜日
午後3時より

● 区議団控室 ●

3546-5563

● 中央地区委員会 ●

3551-6820
生活相談・随時

区議団HPからの相談メールも受付けています
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「築地まちづくり」は都民本位に

問８

1）学校給食の無償化
2）就学援助の充実
3）特別支援学級の充実
4）修学旅行費などの負担軽減
5）高校・大学・専門学校進学への経済的負担軽減
6）体罰やいじめ対策の強化 7）オンライン教育の充実
8）中学校選択制の検証・見直し
9）学校図書館への正規司書配置 10）その他

都「4区分」やめ「一体開発」に変更
小池都知事は2018年に策定した「築地まちづくり方針」の先行工事着手を延期し、23haの敷地を
一体的に開発する方針に変更しました。事業者を2022年度に決定するとしています。
国際会議場や展示場、ホテルなどMICE（マイス）機能をもつ国際的な交流拠点をつくる構想は

築地市場跡地
（2021年1月撮影）

そのままです。

交通基盤整備を都に
「要望」予定

学校・教育の分野について望むことはなんですか

問９

築地場外市場等における交通基盤の検討項目（2020年11月6日築地地区まちづくり協議会資料より）

は、
「築地場外市場等の交通基盤に関する検討会」を
立ち上げ、交通アクセス、荷捌き、歩行空間を整備し
て交通結節点としての機能を果たすために必要な事項
をまとめて、東京都に要望する準備を進めています。

都民本位のまちづくりに

ご意見を自由にお書きください

国政・都政・区政について
問13

菅首相の6名の日本学術会議委員任命拒否につい
てどのようにお考えですか

1）今すぐ任命すべき
3）わからない

築地地区の交通基盤整備だけでなく、
「築地まちづ
くり方針」で示されたマイス機能などについても大本
「大規模再開発ではなく、緑地や公園をつくってほ
しい」などの意見をまとめて東京都に要望し、ポスト
コロナのまちづくりを見据えた、都民のための「築地
まちづくり」に転換させましょう。

保育園・学童クラブの待機児対策を
●保育定員を拡大
昨年区が発表した保育園の待機児童数は、

国基準で202名でしたが、認可保育園に入れ

ず認可外や育休を延長するなど「隠れ待機児
童数」は730名と深刻でした。

区は私立認可保育園の誘致をすすめ、今年

（2021年）4月までに保育定員を465名拡大。

さらに2021年度に192名の定員拡大を見込んでいます。

ここから切り離してください

から見直しをさせる絶好の機会です。

政府は2025年までに、５年間かけて１学年ずつ35人学級を実
施することを決めました。長年の運動と、新型コロナ禍でかつ
てなく広がった少人数学級を求める声に押され、40年ぶりの学
級編成の見直しです。
党区議団が2020年６月に提案した「少人数学級推進を求める
意見書」案は、
「中央区は教室不足で無理」などと他会派が賛
同せず見送られましたが、国の制度として35人学級が進められ
ることになりました。
小 学 校１年 生は す でに35人学 級（2011年 法 改 定）なので、
2021年度は小２が対象となりま
すが、すでに教員の加配措置で
実質35人学級となっています。
一人ひとりに行き届いた教
育を進めていくために、全学
年 へ の 早 期 の 実 施 と、中 学、
高校への拡大を求めていきま
しょう。

避難所について改善・充実してほしいこと

子育て支援の事業に望むことは何ですか

ご意見があればお書き下さい

問14

問10

力を入れてほしいことは何ですか

1）国保料や後期高齢者保険料の引き下げ
2）介護保険料、利用料の引き下げ
3）特養ホーム、グループホーム等の増設
4）シルバーピアの増設など低廉な公的住宅の確保
5）75歳以上の医療費無料化
6）障害者の入所施設、就労支援施設の増設
7）補聴器購入補助の拡充 8）その他

問15

2）その必要はない

消費税についてどう考えますか

1）下げるべき
3）10％でいい

医療・介護等の福祉施策について

（3）

1）避難所の増設
2）災害弱者を受け入れる体制
3）トイレの数量確保 4）温かい食事の提供
5）女性・子ども等への安全・安心対策
6）スマホなどの充電環境確保
7）プライバシーに配慮した空間の確保
8）感染予防対策 9）メンタルケアの充実 10）その他

1）認可保育園増設
2）保育の質の確保
3）保育園・こども園の保育料（給食代）軽減
4）児童館・学童クラブの増設 5）保育士の処遇改善
6）子育て訪問支援等の充実
7）障害児や医療的ケア児の施策の充実
8）子どもの貧困対策
9）18歳までの医療費無料化
10）虐待防止の取り組み 11）その他

工事着手が延期になったことを好機として、中央区

小学校の35人学級実現へ

問12

2021年 3月号

2）廃止すべき
4）その他

築地市場跡地の活用について、どのようにお考
えですか

1）東京都のMICE（国際会議場・展示場・ホテルなど）機能
をもつ交流拠点を中心とした計画をすすめてほしい
2）交通結節点としての機能を強化してほしい
3）緑地や公園を中心とした活用に見直しをしてほしい
4）わからない

ご意見やご要望・ご相談がありましたら、お書きください

ご意見があればお書き下さい

党区議団は量とともに質も確保して「待機児ゼロ」を実現するよう求めています。

●学童クラブの待機児対策
学童クラブの待機児童は、264名（2020年9月）となっています。

区は2021年度、登録定数を135名増やすとしています。欠席する子どもも

いるからと、部屋の広さは変えずに、利用登録を約1.2倍に増やすものです。

党区議団は、
「詰め込み」ではなく安心して放課後を過ごせる学童クラブに

ご協力ありがとうございました

するよう、近隣の空き施設の活用や児童館の増改築で定数の拡大を行うことを、
これからも求めていきます。

よろしければお書き下さい
お名前

議

第３回定例会で質問

第４回定例会で質問

（2020年9月25日）

介

●企画総務委員会委員
●築地等地域活性化対策特別委員会副委員長

紹

おぐり智恵子

員

【質問項目】
1. 新型コロナウイルス感染症のPCR検査の拡充について
2. 介護などのケア労働への支援の強化について
3. 少人数学級の実現について
4. 晴海選手村の開発協力金について
5. 晴海ふ頭公園の開放について
6. 築地市場「跡地」の活用について
7. 自衛官の募集について

防災・震災対策について

（2020年11月24日）

【質問項目】
1.
2.
3.
4.

核兵器禁止条約について
新型コロナウイルス対策について
猫との共生社会について
公共施設の整備について

奥村あきこ ●コロナウイルス・防災等対策特別委員会委員
●区民文教委員会委員

問11

災害対策で実施してほしいことは何ですか

1）避難所の増設
2）備蓄物資の充実
3）防災グッズの配布
4）在宅避難への支援
5）住宅耐震助成の拡充
6）マンション住民への災害対策補助拡充
7）感震ブレーカー
（通電火災防止器具）
設置費助成の対象拡充
8）障害者・高齢者など災害時要配慮者への支援
9）浸水対策（高所避難など）

ご住所
お電話
メールアドレス
アンケート用紙は添付の封筒で切手を貼らずに投函していた
だくか、下記までファックス（お手数ですが両面とも送信を）
よろしくお願いします。
（ファックス03-3546-9570）
。
スマホ・PCでも回答できます。

