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うつらない、うつさない。私たちの行動が命運握る。
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人に感染するコロナウィルスとして７種類目となる新型コロナウィルス 「ＣOVID-19」。

治療薬やワクチンの開発はまだまだ時間がかかりますが、 ウィルスの性質や広がりを

野生動物が暮らす生態系に人間が進出し、 自然環境の止め処ない開発や地球温暖化

科学的に認識しながら様々な対策が講じられています。 私たち市民も、 まずは 「３密」

による野生動物の生息域の縮小などが大きな原因と言われています。 昨年１２月に中

を避け、 マスク着用など咳エチケット、 アルコール殺菌や石鹸による念入りな手洗いと

国 ・ 湖北省武漢市での発生の報告からわずか２ヶ月でパンデミックに至り、 過去に類

うがい、不要な外出を避けながら、 確かな情報に基づいた一人ひとりの賢明な行動で、

を見ない早さで世界中で拡散。 日本でも４月７日に緊急事態宣言が発令されました。

これ以上感染者や重症者 ・ 死亡者を増やさないよう心掛けることがとても大切です。

自分を守るため、大切な人を守るため、そして社会を守るため
確かな情報に基づき正しく恐れ、賢明な行動を。

体調が悪い時の 相談・受診の流れ
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暮らしや仕事で困ったら まず相談
【 緊急事態宣言に関する問い合わせ 】
▶東京都緊急事態措置相談センター ： 03-5388-0567
【 感染 ・ 症状への不安など一般的な相談 】
▶厚生労働省 ： 0120-56-5653
▶東京都： 0570-55-0571 （多言語＝日・英・中・ 韓）
Consultation by English, Chinese, Korean is available

◉聴覚障がいのある方 ： FAX 03-5388-1396
【 各種手続きの期限延長 】
□ 運転免許更新手続きの延長 （郵送手続きも可能）
▶運転免許試験場 ・ 運転免許更新センター ・ 警察署
□ 国民年金・厚生年金保険料納付の猶予や免除
▶府中年金事務所 ： 042-361-1011
□ 確定申告の延長・国税納付の猶予や減免
▶武蔵府中税務署 ： 042-362-4711

かかりつけ医がいる場合は そちらへ電話相談
多摩府中保健所にも設置されている

帰国者・接触者相談センターに電話
平日９時〜１７時 → 042-362-2334
上記以外の時間→ ０３-５３２０-４５９２
紹介

新型コロナ外来 → ＰＣＲ検査

【 公共料金の支払い猶予 】
▶水道局・下水道局 お客さまセンター： 0570-09-1101
▶東京電力エナジーパートナー
0120-993-052 （電力自由化前の料金プラン利用者）
0120-995-113 （自由化後の新しい料金プラン利用者）
▶東京ガスお客さまセンター ： 0570-00-2211
【 住宅ローン返済期間の延長 】
▶まずは借り入れている金融機関へ
▶金融庁相談ダイヤル ： 0120-15-6811

２０２０年４月１３日現在

困ったら一人で悩まず、電話などで相談しましょう。
心まで孤立しないよう、今こそみんなで支えあい、おたがいに気配りと声がけを。
私たち公明府中議員団も各担当地域で市民相談をお受けしておりますので、いつでもご相談ください。

【 市内事業者の経営相談や支援 】
▶府中市産業振興課 ： 042-335-4142
▶むさし府中商工会議所 ： 042-362-6421
▶中小企業 金融・給付金相談窓口 ： 0570-78-3183
（国の補正予算成立後の持続化給付金はこちら）

【 解雇や賃金カットなどの労働相談 】
▶東京ユニオン ： 03-5354-6251
▶都労働相談情報センター ： 0570-00-6110
【 休業・失業した場合の支援 】
□ 緊急小口資金の特例貸付
▶府中市社会福祉協議会 ： 042-360-9996
□ 住居を失った人などへの家賃相当額支給ほか全般
▶暮らしとしごとの相談コーナー ： 042-335-4191
□ 小学校の臨時休校などに伴うフリーランス支援
▶学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター ：
0120-60-3999
【 その他の困りごと相談 】
□ DＶほか女性問題相談
▶男女共同参画センター フチュール ： 042-351-4602
□ 新型コロナウイルスを口実にした消費者トラブル
▶消費生活相談室 ： 042-360-3316
▶消費者ホットライン ： 局番なしの 188
◎上記の情報は、 今後状況により変更される場合があります。
◎いずれも必要な要件がありますので電話でご確認ください。

公明党から政府への提言など関連情報
公 明 党の 提 言 コロナ

新規事業・レベルアップ事業のポイント

令和２年第１回府中市議会定例会レポート

子育て・教育関連

府中市令和２年度予算を認定
２月２５日から３月２３日まで２８日間に渡り、 令和２年第１回府中市議会定例会が
開かれ、 一般質問、 各委員会での議案や陳情審査、 また令和元年度補正予算お
よび令和２年度予算の審査等が、 傍聴を制限するなど新型コロナウィルスへも対

産後ケアとしてデイサービスの実施
ロタウィルスワクチンの定期予防接種
待機児童解消に向けて376名分確保

応しながら行われ、 最終日の本会議において賛成多数により可決、 成立しました。

医療的ケア児への支援の連携強化

本予算は１０４３億３０００万円と府中史上で２番目に大きな額となり、 その主な施

児童発達支援センター設計開始

策として、 東京２０２０大会の開催や待機児童解消、 多磨駅改良、 教育環境のＩＣ

ひとり親家庭への相談支援の充実

Ｔ化、 災害対策のほか、 これまで公明党をあげて特に力を入れてきた、 幼児教育・
健康・医療関連

保育無償化の通年化や中学校武道場へのエアコン設置などが計上されました。

生活・福祉関連

▶ 熱源となるガスバルク

◀ 中学校体育館内の格技室

胃がん検診に内視鏡検査導入
認知症カフェ運営費の補助
フレイル予防講習会の実施
公園遊具など施設の改修
住まいに困っている方への住み替え支援

東京２０２０大会関連事業については、 予算成立翌日の３月２４日に大会の延期が

中高年のひきこもりにも対応した相談支援

発表されたことから、 今後はそれに合わせた対応も必要となります。

６５歳以上の免許自主返納者へICカード交付
防災関連

予算特別委員会では、 各議員からそれぞれの施策への評価と質疑を行った上で、
西村 陸議員が総括質問を担当し、 持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）を軸に、 東京
２０２０大会 ・ 防災減災 ・ 市民協働 ・ 地球温暖化対策の４つの視点から質問。

避難所運営に必要な備品の充実

ＳＤＧｓに基づき、 力を合わせて 「行動の１０年」 にと訴えました。 また、 本予算案

小学校体育館（避難所）への発電機設置

に対し、 賛成の立場から遠田 宗雄議員が討論に立ち、 二宮金次郎の 「積少為大」

中学校武道場（格技室）へのエアコン設置

の言葉を引きつつ、 当事者の立場に立った寄り添う姿勢での政策づくりとの観点

ブロック塀の耐震診断・整備への補助継続

から、 公明府中からの要望が組み込

防災行政無線再整備に向けた実施設計

まれたいくつもの施策を評価しました。

SOC I A L DI S TA NDING

公明府中から活動報告
幼児教育・保育の無償化 実態調査結果
遠田 宗雄

えんた むねお 文教委員会 ［副委員長］ ／市庁舎建設特別委員会

【一般質問】 誰も置き去りにしない 「ＳＤＧｓ未来都市 ・ ふちゅう」 を‼

利用者の約９割が評価！
アンケートにご協力いただいたみなさまに感謝

市の課題解決に向け、 「市民の身近な生活の中でどのように取り組むのか」 とのレジ
リエンス （困難を乗り越える力） によるまちづくりをめざし質問しました。

１０月からの幼保無償化に対して全国の公明党議員が一
斉に行った調査結果が発表されました。

西村 陸

公明府中議員団も、 地域にお住いのお母様方や認可 ・
にしむら りく 総務委員会／市庁舎建設特別委員会［委員長］／議会運営委員会

【一般質問】 日本語指導が必要な児童生徒には日本語指導助手や適応指導教室、 国
際交流サロンでの学習支援もありますが、 今回は就学先の把握、 転入時の案内文書
の多国語化、 学校関係者への日本語指導アドバイザーの活用について要望しました。

認証保育園、 私立幼稚園の園長先生などにヒアリングや
アンケート調査を行い、 多くのご意見が寄せられました。
全国の調査結果については、 利用者では 「評価する」
と 「やや評価する」 を合わせて８７ .７％。 今後取り組ん
でほしい施策の１位は 「保育の質の向上」。 事業者では

髙津 みどり

たかつ みどり 厚生委員会 ［委員長］ ／基地等跡地対策特別委員会

「人材の育成 ・ 確保への支援」 が最多数でした。

【一般質問】①市立学校の働き方改革のさらなる推進を求め、 在校時間削減や、 学

◎調査の詳細はこちら

校経営支援事業としての人材バンクとスクールロイヤー設置を要望。

www.komei.or.jp/komeinews/p51237/

②子どもや高

齢者の居場所づくりの充実を求め、 おとな食堂の設置や支援など要望しました。

福田 千夏

ふくだ ちか 監査委員／建設環境委員会／学校施設老朽化対策特別委員会

【一般質問から実現】 ①今年度の新規事業で、 大規模災害時に応援を円滑に受け入れる
「受援応援計画の策定」が予算化。 ②市民を感染症から守る施策を要望し、 府中市新
型インフルエンザ等対策行動計画が策定され、 未知の感染症にも適用されています。

奈良﨑 久和

２月３日に高野律雄市長へ 「新型コロナウイルスの感
ならさき ひさかず 厚生委員会／学校施設老朽化対策特別委員会 ［副委員長］
議会運営委員会／公明党府中総支部 総支部長

【一般質問】 三多摩初のパートナーシップ宣誓制度から１年、宣誓は２月時点で既に６組。
今後は理解促進の着実な啓発、 より宣誓しやすい環境づくり、 民間事業者への展開、
また市内小中学校における制服やトイレの改善など、 寄り添った配慮を求めました。

染拡大防止に関する緊急要望」 を提出。 また、 国や
都に関わる市民のみなさまからいただいたご要望は、
３月３１日に党本部へ届けました。 引き続き、 党のネッ
トワークで国 ・ 都、 市と連携して取り組んで参ります。

