
江東総支部ニュース2021年
6月特別号

発行責任者：公明党江東総支部 総支部長 細田 勇／住所：江東区東陽3-14-10-1F 電話：3644-6308  https://www.isamu-hosoda.jp/ 　

2021年6月特別号　江東総支部ニュース

PCR 検査の実施に向けて動いた！ 屋形船の風評被害払拭へ動いた！

商店街の感染拡大防止へ動いた！理美容業界の支援へ動いた！

あのとき、細田はどう動いたかシリーズ

著名人との対話 著名人からのメッセージ

江東５区水害対策 シリーズ

評論家 森田 実氏
との対話

荒川流域の
治水強化へ勇み立つ！

江東5区水害対策プロジェクトチーム
座長岡本みつなり衆院議員
との対談

夜回り先生こと
水谷 修氏からのメッセージ

細田いさむ情報を発信中!!

江東区では、5月16日から区内６か所のス
ポーツ施設において高齢者向けの新型コロ
ナワクチンの集団接種が開始されました。そ
の際、65歳以上の高齢者で集団接種会場に
おいてワクチン接種を受けた後、帰宅にあた
りタクシー利用券500円分が希望する方に
配付されます。細田いさむ都議と連携し公
明党江東総支部として、4月30日区長に緊急
要望を提出し、ワクチン接種の際の高齢者
の移動支援を訴えてきました。さらに、タク
シー事業者はコロナ禍で営業的に大変厳し
い状況にあり、
区内タクシー
事業者支援と
しても重要な
事業となって
います。

公明党江東総支部は5月13日、江東区民が
安心してワクチン接種ができる体制の拡充
が必要と考え新型コロナワクチン接種に関
する緊急要望を区長へ提出しました。より一
層踏み込んだ感染予防対策の実施や、医療
提供体制の拡充とともに、円滑にワクチンを
接種できる万全の環境整備が求められてい
ます。そこで●個別接種の医療機関の拡充
●スムーズな接種予約体制の整備●貴重な
ワクチンを無駄にしないための配慮と工夫
など8項目にわたって要望しました。

▲4月30日、山﨑区長へ要望書を提出 ▲細田いさむ都議、石川区議が山﨑区長へ要望書を提出

細田いさむは都から国を動かし、
迅速円滑なワクチン接種を推進します！
江東総支部長の細田いさむは、ワクチン接種予約システムミス対象者の救済措置や余剰ワクチン
の有効活用、ワクチン接種の高齢者への移動支援など、現場の切実な声をお届けしてきました。
引き続きネットワークを生かしてワクチン接種が速やかに進むよう全力で取り組んでまいります。

ワクチン接種の高齢者に
タクシー利用補助券配付！

ワクチンを円滑に接種できる
体制強化を要望！

現場の声を区から都へ、そして国へ
ネットワーク政党・公明党ならではの
 新型コロナワクチン接種の取組み!!

細田いさむが語る
「コロナ対策」推進
の舞台裏 動画▶

ご挨拶動画▶
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ネットワーク政党
新型コロナワクチン接種の取組み!!

ワクチン接種取組みの歩み
（主要要望から抜粋）

5/13 江東区に
6回目、累計27項目
の緊急要望提出

5/27 東京都に
49回目、累計397項目
の緊急要望提出

4/30 ワクチン接種
の高齢者の移動支援、
及び区内タクシー
事業者支援を併せ
て区に要望

9/8 閣議にて
公明党の主張により
国外からのワクチン
導入のための予備費
活用の方針が決定

2/28～全国の公明
党議員がワクチン
接種についての自
治体調査を実施

●2020年5月28日
　公明党が各党に先駆けて新型コ
　ロナワクチン・治療薬開発推進プ
　ロジェクトチームを設置
●2020年7月16日
　参院予算委員会でワクチン確保
　の予算措置を政府に強く求め「予
　備費活用」の答弁を引き出す
●2020年7月20日
　ワクチン原液を輸入し、国内製造
　の取り組みなどを政府に提言
●2021年1月15日
　細田いさむ都議をはじめ公明党
　江東総支部として山﨑区長にワク
　チン接種に関する要望書を提出
●2021年1月22日
　都議会公明党がワクチン接種へ
　の支援を盛り込んだ緊急要望を
　小池都知事に提出
●2021年1月30日
　公明党東京都本部、ワクチン接
　種対策本部を設置
●2021年2月28日
　オンラインでワクチン接種対策本
　部の全国会議を開催
●2021年4月28日
　公明党が国産ワクチンを2022年
　にも供給できるよう、早期の開発
　と生産体制整備を強く要望
●2021年5月13日
　公明党のワクチン接種対策本部
　は一日も早く円滑にワクチン接種
　していくための緊急提言を提出
●2021年5月～
　公明党が接種機会の拡大を求め
　東京に大規模接種センターの設
　置を推進



亀戸・大島エリア

深川北部エリア

深川南部エリア

砂町エリア

臨海部エリア

ネットワーク政党・公明党
 だから実現できた主な実績！
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◆発熱などの症状がある
　東京都発熱相談センター
  Tel. 03-5320-4592
   毎日24時間受け付け　
　  ※かかりつけ医がいる方は、かかりつけ医に相談を

◆新型コロナウイルス感染症についての相談
　江東区新型コロナウイルス感染症相談センター
  Tel. 03-3647-5879
　平日8時30分～17時15分

◆感染予防や症状が出た時の対応が知りたい
　東京都新型コロナコールセンター
　ナビダイヤル 0570-55-0571
　毎日午前9時~午後10時
　  ※英語・中国語、韓国語にも対応 ※聴覚障がいのある方はFAXで。 FAX番号 03-5388-1396

新
型
コ
ロ
ナ
の

相
談
窓
口

新型コロナに伴う助成金・
給付金等についてはこちら

個別接種ご希望の方
接種可能な医療機関一覧はこちらで確認

江東区新型コロナワクチン接種コールセンター
☎0570 -011-008
8：30～17：30（月～金曜（祝日を除く））

ワクチン接種の予約はこちら
※右記電話からでもOK

区立の全小中学校の
体育館へエアコン設置
が実現！
避難者にとって快適
な避難所となります。

東陽町駅にホームドア
設置。歩道のバリアフ
リー化が実現！
東西線全駅のホームドア
2025年度整備完了へ。

亀戸駅北口第三自転車駐車場

南砂町駅西口自転車駐車場

新木場駅南自転車駐車場

❶北砂地域を不燃化特区に指定、23区初の
　不燃化相談ステーションを開設
❷防災公園（2020年2月に小名木川防災
　公園が開園）の推進
●地域の防災力強化や、公共施設の耐震化、
　家具の転倒防止など促進
❸防災船着き場の整備推進
●水害時の垂直避難場所として都営住宅の
　上層階空室の活用を推進

●高齢者施設や障がい者施設の利用者、
　職員にPCR検査全額補助
●軽症者用の療養ホテルを借り上げ、病床の
　ひっ迫を解消へ
●発熱などの症状がある方（インフルエンザ含む）
　に対応のコールセンターを設置
●ワクチン接種予約システムミス対象の
　約600名に対し救済措置を推進
●医療従事者の特殊勤務手当を大幅に増額
  （1日あたり3千円から5千円に）

防災・減災 新型コロナ

子育て支援

❺千石
千石二丁目アパート
25号棟ゴミ捨て場
柵設置

❹森下・白河
沈没船撤去と護岸
耐震補強工事 ❻亀戸

亀戸七丁目都営住宅の
12号棟バリアフリー化

❼大島
都営大島６丁目団地。
老朽化して危険な歩道の
ブロックを撤去し舗装

❶

❽東砂
東砂二丁目交差点付近の
スピードおとせ路面標示
等の安全対策

❾南砂
南砂四丁目団地２号棟の
外壁工事

10豊洲
豊洲4-5間の交差点に
横断歩道を一ヶ所新設
して、コの字→ロの字に

❷

❸

❹

❺

❻
❼

❽
❾

実績は主張しているだけでは実現しません！
主張のみで予算に反対している政党の実績にはなりません！

公明党は筋を通して全力で働いてまいります！

10

健康・福祉●子ども一人10万円分の出産応援事業を創設
　（当初の対象2021年4月から、同年1月1日
　に遡って対象に）
●子ども食堂支援
●助産師などの専門家が妊婦の相談に乗る
　「ゆりかご・江東事業」を実現
●育児に役立つ情報を届ける「こんにちは
　赤ちゃんメール」の配信を実施
●待機児童の解消へ、「サテライト保育」など
　多様な保育サービスを推進
●小中学校の児童・生徒に一人一台の端末と
　ネットワーク環境の整備を推進
●私立高校授業料の先払い負担の軽減を推進

●高齢者の肺炎球菌ワクチン接種費用助成
  （指定医療機関での自己負担4,000円が
　令和３年10月1日より1,500 円で接種で
　きるように）の推進
●訪問看護・介護体制の整備や支援施設の
　充実など地域包括ケアシステムを拡充
●サービス付き高齢者住宅の整備、区営住
　宅のバリアフリー化など推進
●令和2年度65歳以上の高齢者等へのイン
　フルエンザ予防接種費用全額補助等を推進
●高齢者等のスマホ活用支援を推進

駐輪場の条例を改正。
原付2種（～125cc）、
自転車駐輪場への
駐車が実現！
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