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コロナを乗り越え、未来、絆、魅力の創出へ。
令和３年第１回府中市議会定例会レポート
２月２２日から３月２２日まで２９日間の会期
で開かれた令和３年第１回府中市議会定例
会では、 一般質問、 各常任 ・ 特別委員会、
７回目となる新型コロナ対策含む補正予算、
令和３年度予算など各般にわたり審議が行
われました。
今議会では、 「府中市手話の普及 及び 障
害者の意思疎通の促 進に関する条例」 の
制定 （裏 面記事） など人権 に関わ る施 策、
また新市庁舎建設着工に向けた工事契約

▲総括質問に立つ奈良﨑議員

や学校の老朽化対策としての改築事業なども大きく前進しました。
予算特別委員会最終日には、 奈良﨑久和議員が会派を代表して総括質問に立ち、
令和３年度は、 新型コロナに立ち向かいながら、 第６次府中市総合計画の最終年
として、 さらにコロナ後やＳＤＧｓ目標年の２０３０年に向けた新たな１０年のスタートと
して重要な１年であることを踏まえ、 新年度の取り組みや新型コロナ対策、 防災減
災などについて総括的に質疑を行いました。

市からは、ＳＤＧｓやＤＸ ※などの視点も含めた次期総合計画の策定、 新型コロナ対
策として円滑なワクチン接種の実施や生活困窮者 ・ 小規模事業者等への支援、 東
京都生活応援事業を活用したプレミアム付き商品券事業の実施を検討中であるこ
と。 また防災減災対策では避難所 （学校） での多様な手段による電源確保や自治
会等での非常用発電機の購入補助などについて答弁がありました。
質疑を通し、 また会派の予算要望から多くの施策が新年度予算に反映されたこと
を評価した上で賛成し、 採決の結果、 令和３年度一般会計予算は可決されました。
※ＤＸ＝デジタルトランスフォーメーション→デジタル技術を活用して事業などをより良く変革するしくみ

市民から始まりました。 ６５〜８９歳の方
にも４月末までに接種券が届く予定です。
ワクチン供給量が限られることから最初
はすぐに予約ができない状況も予想さ
れますが、 供給量に合わせて順次接種
できますので、 引き続き広報ふちゅうや
ワクチンニュースなど府中市からの情報
をお待ちください。

公明府中の要望から反映された施策 (抜粋)

新型コロナワクチン接種が９０歳以上の

次期総合計画へのＳＤＧｓの視点 ・ 取組みの反映
病児 ・ 病後時保育３か所目への拡充／多胎児家庭支援
学童クラブ開館時間の延長
中学校体育館へのエアコン ・ 四中体育館へのエレベーターの設置
遠隔手話通訳等サービス提供／市ＨＰへの広報ふちゅう全文掲載
全文化センター圏域への地域福祉コーディネーター配置
オンラインを活用した介護予防やフレイル予防
パートナーシップ宣誓制度の普及と市営住宅への入居要件付加など

生理の貧困

必要な方に生理用品の無償提供を

3/18 公明府中から高野市長へ要望書を提出

◀動画 『生理の貧困 〜すべての女性が安心できる社会へ〜』

経済的な事情から生理用品を購入することが難

が、生理用品の負担軽減を目指す任意団体 「＃み

しい生理の貧困に直面する女性を支援するため、

んなの生理」からの要望を受け、 ３月４日に参議

公明府中議員団は３月１８日、 高野律雄府中市長

院予算委員会で佐々木さやか議員が取り上げ、

に対し、①生理用品を必要とする市民に配布

９日に豊島区議会公明党が区長へ、 １２日には都

②使用期限を迎える生理用品は廃棄せず、 食料

議会公明党が都教育長へ要望したことに続き、

品もあわせて生活困窮者へ配布 ③市内の小 ・

党のネットワーク力を発揮し、 各自治体でも議会

中学校や公共施設等のトイレの個室に生理用品

での質問や首長への要望など進めて来ました。

を常備し、 無償で提供 の３点について要望書を

政府は３月２３日、 予備費を活用して経済的な理

提出。 また３月１５、 １６日の予算特別委員会でも

由で生理用品を買えない女性への対策を進める

髙津みどり議員が質疑を行いました。

ことを決定したほか、 都の防災備蓄品が府中市

この取り組みは、 昨年１０月に公明党女性委員会

にも届き、学校と社会福祉協議会に渡されました。

手 話 の普 及

府中市

障害者の意思疎通の促進

︻尊敬︼

及び

に関する条例

公明府中が毎年秋に開催している市内各団体との政策

令和三年 四月一日施行

手 話 の普 及 と障 がい者 の意 思 疎 通 の促 進 についての基

を続けてきました。

懇 談 会 の中 で、 府 中 市 聴 覚 障 害 者 協 会 の皆 様 との対

に手話には、 伝統的に独自の文法体系を持つ 「日本手

何 より、 本 条 例 が当 事 者 の方 々 と市 との細 かな意 見

本理念と、 市 ・事業者 ・すべての市民が、 理解し合い、

話」と、 日本語の文法体系に合わせて作られた 「日本

交換を経て作り上げられていることを評価しています。

年から市へ要望

語対応手話」があることはあまり知られておらず、 こ

この条例が広く浸透し、 府中市民に深く染み込んで行

話から、 手話言語条例について平成

の違 いを明 確 にしながら、 いずれも保 証 していくよう

くよう、 それぞれの立場でさらなる努力が必要です。

尊重し合える社会の実現を目的とするものですが、 特

にとの当事者の思いが強く反映されています。
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条例の詳細は
府中市ホームページから

◀３月１日、 主催者代表 ・吉美氏と理事の清水国明氏が市役所を訪問

ＬＧＢＴへの理解と共生に向けて取り組む府中市が受賞！
！
お互いの個性を理解し合い、枠のない社会をめざした具体的な取組を評価

２月２５日、 日本セクシュアルマイノリティ協会主催の 『EESa! Award 2020』 授賞式がオンラインで開
催されました。 多摩地域初のパートナーシップ宣誓制度など多様な性に対する先進的取り組みが評価され、
新設の自治体部門で府中市が受賞。 また、 高野律雄市長は首長として全国初のＬＧＢＴ基礎理解検定を
受講されました。 今回の受賞についての詳細は特設サイト （ＱＲコード） からご覧いただけます。

令和３年度予算では、 公明党のネットワークで国と地方議
員が連携して取り組んでいるテーマや、 私たちが市民の皆
さまよりいただいた多くの要望を、 議会質問や予算要望を
通して市に届け、 様々な施策として反映されました。 数年
に渡り粘り強く続けることで実現できたものもありますが、
今年度も 「小さな声を聴く力」 を磨き、取り組んで参ります。

ラジオ番組も好評放送中！
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https://www.radio-fuchues.tokyo
Risten Radio（リスラジ） http://listenradio.jp

毎週水曜22:53〜23:00 ／ 再放送：日曜

※時間帯は前日までに番組ホームページで告知されます。

公明府中の5人から市民のみなさまへ、FMラジオ番組でも様々な情報やメッセージをお届けしています。
番組は、ラジオのほか、パソコン、アプリをダウンロードしてスマートフォンでもお聴きいただけます。

公明党の取組みを
動画でも紹介

公明党チャンネル

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォントを採用しています。

