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高齢者1
いつまでも安心して暮らせる幸せ社会の実現

子ども2
子育て世代への幅広い支援と青少年の健全育成

障がい者3
毎日が生きがいの持てる障がい者施策の拡充と
自立支援に向けた取り組み

商店会・中小企業4
景気回復と中小企業の振興、商店会の活性化

健康づくり5
0才からお年寄りまで生き生きと健やかな
区民の健康づくりを支援

街づくりと地域コミュニケーション6
地域の賑わいと交流が生まれるまちづくり
バランスのとれた良好な景観づくりの推進

防 災7
災害に強いまちづくりと
安全安心社会に向けた様々な取り組み

相続税・固定資産税の減税運動8
いつまでも千代田区に住み、働くことのできる為に
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皆さま こんにちは 桜井ただしです。年が明け
コロナウイルス感染症の蔓延、非常事態宣言の
発令と大変な年の幕開けとなりましたがお正月
三が日は穏やかな日を迎え、麹町大通りには国
旗を掲げコロナの終息と今年一年の健康、幸
せを祈りました。そんな中、今年に延期となりま
した東京オリンピックの聖火リレーは7月20日
に麹町大通りを通ることに再び決定しました。
誘致に当たっては多くの皆様に署名を頂いて陳
情活動を行なったことが実り決定したもので
す。子供たちには夢を与え、地域には大きな活
力となる事を願ってやみません。議会において
も今年は新たな
ステージを迎え
ますがいつの時
にも初心を忘れ
ず区民の皆様の
為しっかりと取り
組んで参ります。

【議会関係現職】
千代田区監査委員
企画総務委員会委員
景観・まちづくり特別委員会委員
災害時要配慮者対策特別委員会委員
千代田区議会だより編集委員長

【地域の関係現職】
麹町地区環境整備協議会会長
麹町小学校同窓会会長
麹町商店会副会長
麹町消防少年団団長

昭和28年8月7日生まれ　66歳　しし座
麹町幼稚園、麹町小学校、麹町中学校を卒業
立教大学経済学部卒業（昭和51年）
立教大学体育会陸上競技部ＯＢ
（株）明治屋入社　営業畑一筋に23年
平成11年 千代田区議会議員初当選（現在6期目）
東京都後期高齢者広域連合議会（初代、第11代議長）
第63代 千代田区議会議長

令和2年度第四回定例会申請もれはありませんか? ➡ 

コロナかな? と思ったら

千代田区特別支援給付金
コールセンター

受付時間

東京都発熱相談センター（仮称）

平日 8時30分から17時

給付対象の方①
令和2年4月27日時点で
千代田区に住民票があった方

かかりつけ医等、地域の身近な医療
機関にお電話ください。

●千代田区電話相談窓口（コールセンター）

給付対象の方②
令和2年4月28日から
令和3年4月1日までの間に
生まれた給付対象の方①の
子ども

平日（8：30～17：00）

※11月19日以後に給付対象となった新生児分の申請期限は、申請書の発行日から3ヵ月後となります。

TEL:03-5211-4111

症
状
の
あ
る
方

かかりつけ医等

かかりつけ医がいない等、受診する
医療機関に迷う方

受診相談窓口

申請期限

●東京都新型コロナコールセンター
（多言語・ナビダイヤル）

（聴覚障害ある方など）
毎日（9：00～22：00）

（9：00～21：00）

TEL : 0570-550571

●厚生労働省電話相談窓口（コールセンター）
フリーダイヤルTEL : 0120-565653

●外国人旅行者向け（観光庁）
（24時間365日）TEL : 050-3816-2787

FAX : 03-5388-1396

千代田区特別支援給付金

令和3年2月17日（水）〈消印有効〉

（年末年始・土日祝日を除く）

（24時間365日）

ただし、令和2年10月26日までに
区外に転出・死亡された方は
対象外となります。 ただし、出生時の住民登録地が

千代田区であることが必要です。

※英語・中国語も
　対応問い合わせ 03-5211-4300

TEL：03-5320-4592

予
防
・
検
査
・
医
療
に

関
す
る
こ
と

一般相談窓口（コールセンター）
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るとすれば、大いに活用すべきと考えます。神田地
域にあって麹町地域にはない『災害などの仮住
宅』など検討されてはいかがでしょうか。お答えく
ださい。又、入居者のための相談員、日常生活の
支援員などは高齢者の生活にとってとても大切で
す。サポート体制の強化を望みます。最後に永田
町駅と住宅を結ぶ地下通路エ事の進捗はどの様
になっていますか。お答えください。

四番町公共施設は34年から40年が経過し、老朽
化による経年劣化に加え耐震性やバリアフリー等
多くの課題を抱えています。一棟整備により土地
の有効活用が図られ、切れ目のないサービスの提
供が可能となりますが、供用開始は感染拡大防止
の影響により令和７年度からを目指しています。 
麹町(仮)住宅の住戸数は53戸。 四番町住宅・ア
パートから32世帯の方が仮住宅へ移られる予定
です。仮住宅で使用されない住戸は20戸程度に
なる見込みですがご提案の災害等の仮住宅とし
て活用することは区の住宅施策の中で諮り活用
策を検討してまいります。また、相談員などの何ら
かの支援体制を講じることは大切であり検討して
参ります。永田町駅を結ぶ貫通通路は現在協議
を継続しており、その実現に向けて鋭意取り組ん
で参ります。  

（仮称）四番町公共施設整備については、1棟ずつ
の段階的建替えと2棟一括建て替えの比較、住宅
更新に伴う建て替え移転の状況、四番町保育園
と他の保育園の環境比較、四番町住宅及び四番
町アパートの意向調査などを経て一棟(案)が妥
当であるとの結論に達しました。改めて、具体的な
整備とその利点、日程について伺います。
また、これから移転をされるにあたっての問題点
をどのように考えていらっしゃいますか。お答えく
ださい。麹町(仮)住宅の戸数は53戸ですが、四番
町住宅、四番町アパートから移られる方は現時点
で何戸になり、使用されない住戸数はどのくらい
になるのでしょぅか。私は使用されない住戸があ

環境まちづくり部長答 弁
質 問

住　　所 ： 〒102-0084 二番町7番地6
東京メトロ丸の内線・南北線／JR中央線・総武線 四谷駅から徒歩約5分
東京メトロ有楽町線 麹町駅から徒歩約5分
東京メトロ半蔵門線 半蔵門駅から徒歩約10分

運営法人 ： 社会福祉法人 平成会（岐阜県関市）
ザ番町ハウス（ユニット型特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設））..............定員108名
ザ番町ハウス（ショートステイ（短期入所生活介護））..............................................定員12名
番町グループホーム（認知症グループホーム（認知症対応型共同生活介護））........定員18名

平成27年度に日本に返還された英国大使館南側敷地約7000㎡が公園とし
て整備され広く利用できることになりました。これは政府が英国に貸し付けてい
る駐日英国大使館敷地の一部が、平成27年度
に日本国へ返還され、その返還地を国民公園
（皇居外苑）として皇居周辺の美観、静穏性を維
持しつつ、整備することになったものです。

予定工期 ： 令和2年11月頃から令和4年3月末
開園予定 ： 令和4年4月／9時～17時

完成イメージ 麹町（仮）住宅

令和3年4月開設予定「（仮称）二番町高齢者施設」.の名前が決まりました

と

旧英国大使館南側敷地が皇居外苑として一般利用できることに

四番町公共施設整備とは四番町保育園、四番町住宅及び
四番町アパート、図書館、児童館などの施設を一括して整備する計画です。

四番町公共施設整備について
ザ番町ハウス

The Bancho House
番町グループホーム

Bancho Group Home

ユニット型
特別養護
老人ホーム
介護老人福祉施設

サービス
要介護3～5で基準優先順位
の高い方
※要介護1・2の方　
　基準に該当の場合利用可

対象
●一般世帯：

約17万円／月
●非課税世帯：

約9万円／月

費用

108人

ショートステイ
短期入所
生活介護

要支援1・2、要介護1～5に
認定されている方

●一般世帯：
約5.5千円／日

●非課税世帯：
約2.5千円／日

12人

認知症
グループホーム
（認知症対応型
共同生活介護）

•認知症の診断を受けている方
•小集団で過ごすのが可能な方
•要支援、要介護に認定されて
いる方

●約21万円
※1割負担の例：
　費用は介護度と
　負担割合による

18人

定員
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