町田市議会議員 東

友美（まちだ市民クラブ会派）

議会報告
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まちだ市民クラブ会派とは：立憲民主党、生活者ネットワーク、無所属の議員
合計６名で構成されている町田市議会の第二会派です。

1984年

岩手県生まれ
（山崎団地在住約30年）
1990年 正和幼稚園（町田市）
卒園
1996年 町田市立忠生第五小学校 卒業
1999年 町田市立山崎中学校
卒業
2002年 東京都立忠生高等学校
卒業
2007年 東京農業大学農学部
卒業
製薬会社・不妊治療クリニック等に勤務後、
2018年2月町田市議会議員選挙に初当選
【役
職】健康福祉常任委員会副委員長、
災害対策委員会委員、民生委員推薦会委員、
関東若手議員の会性教育・不妊治療プロジェクト座長
【趣
味】一人旅、ベランダ菜園、多肉植物、
スキューバダイビング、アクセサリー作り
【保有資格】図書館司書、学芸員、秘書技能検定2級、
アロマテラピー検定1級、医療保険士
【座右の銘】「奇跡を待つより捨て身の努力」
【メディア出演】スッキリ（日テレ）、news23（TBS）、
毎日新聞、東京新聞、47NEWS、AERA 他多数
【性自認等】Xジェンダー、アロマンティック、アセクシャル

町田市議会議員

東 友美
ひがし

ともみ

母子家庭育ち。虐待サバイバー。中学生のときにいじめに遭う。
人間不信に陥ったが、母の死後世界一周を経験、人生観が変わ
る。これまでに３０か国以上を訪れ、複数の貧困国での子どもや
インフラに関する作業、マダガスカルでの植林やモルディブで
のビーチ清掃活動など海外でのボランティアに従事。
一番大切なのはヒト、次に土。キーワードは農業、自然、動物、
福祉、子育て（いじめ、不登校等）、LGBTs、人権、エネルギー、
不妊、性教育、医療、介護等。

LGBT相談窓口正式名称【性自認及び性的指向に関する相談（LGBT電話相談）】が設置されました！
私もこれまで６回に渡ってLGBT(s)に関する質問を行って参りました。
専門相談の設置により「多様性を認め合うまち」に一歩近づいたのではないかと感じております。
性自認及び性的指向に関するご相談（悩みごとでなくても、ご本人でなくても大丈夫です）が
ございましたらお気軽にご相談いただければと思います。専門家の方がお話を聴いてくださいます。
相談日時
毎月第2水曜日（祝日を除く） 午後3時から午後8時
（ご相談が増えれば相談日時も増えるかと思います。一緒に多様性を認め合うまちを作りましょう！）
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一般質問
木曽山崎団地地区
東：まちづくりの現状と課題は
答：第一ステップの学校跡地の活用を中心としたまちづくりを進
めてきた。現在、まちづくり構想の改定を見据えてUR都市再生
機構と協議をはじめたところである。
実は２０１３年に「木曽山崎団地地区まちづくり構想」が策定さ
れています。この構想の第一ステップに基づき学校跡地に山
崎保育園、 町田消防署、桜美林大学東京ひなたやまキャン
パスの移転・誘致が行われてきました。
残す学校跡地は旧忠生第六小学校のみ
となった今、まちづくり構想を改定する
予定であるとのことです。
まだ検討が始まったばかりですが、私からは
「市やUR、JKKのみで決めるのではなく住民 山崎団地センターバ
向けにワークショップやアンケートを行い住民 ス停付近の「町田木
曽住宅第2給水塔」は
のニーズを踏まえた構想とする」よう求め、
市から「住民のニーズを把握し、踏まえ現在 2021年5月下旬にか
けて解体され、跡地に
お住いの方も安心できるような形となるよう 「コミュニティ型生活
サービス拠点」が建
進めていく」と答弁がありました。
引き続き住民のニーズに合ったものとなるよう 設される予定です
努力して参ります。

虐 待・自殺・精神疾患対策
東：コロナの流行当初から虐待や自殺、精神疾患
が増加するであろうと言われていた。私の元にも
生き辛さを訴える多くの声が届いている。
市の現状と取り組みは。
答：児童虐待相談件数は３月から５月までで前年比５％上昇
したが、コロナの影響か関連付けることはできない。関係各所
や家庭における養育状況の確認を行い、必要に応じサービス
に繋げている。
自殺、精神疾患については新たに設置された相談先について
も随時ホームページの更新を行っている。また、町田市内にお
いてGoogle検索機能で「失業、虐待、休業補償」などのワード
を検索した際に対応した悩みの相談先が案内されるよう設定
した他、ゲートキーパー（自殺の危険を示すサインに気づき、適
切な対応を図ることができる人）養成講座をYouTubeで行う。
虐待・自殺・精神疾患は自身も含め、常に身近に危険性の存
在しているものです。
理解したうえでの対策が必要であると考えます。
虐待については「子どもの在宅時間増加による親のストレス」に
関する声が町田でも多く、生活様式の変化よるストレスは現在
でも続いています。
私が参加した某勉強会で講師の方がこのように仰っていました。
「子どもを虐待しないで今日まで育ててきた、それだけであなた
（保護者）は偉い。」
保護者が子どもといることによりストレスを受ける、それは多くの
方に十分起こり得ることです。ストレスが増大した段階で子ども
に対してどう接するか、そこが肝心であると考えております。

本紙をお読みいただいている保護者の方へ、何かお困りごと
がございましたら町田市でも、ネットで出てきた連絡先でも、も
しよろしければ私でも、まずは連絡してみてください。
ネットには匿名でチャットできるサービスもあります。貴方が辛さ
を一人で抱えてしまわれませんように、願っております。
実は震災（研究的にコロナ禍においては流行初期が「震災」に
該当すると考えられます）等の災害の後には、みんなが辛い
思いを抱え一緒に頑張り乗り越えていこうという連帯感が生ま
れるハネムーン期が存在します。コロナ禍においては、このハ
ネムーン期と外出自粛が重なり、学校や会社に行くことが無く
なったため、人間関係のストレスが減少し、自殺が減少した
（本年６月までの自殺者数は例年より減少、７月より増加に転
じています）とされ、一部では人間関係のストレスはコロナより
怖いとまで言われました。
その後、結果的に人間関係のストレスを減らしたとされる緊
急事態宣言は解除され、仕事も学校も完璧にとはいかなくて
も元どおりになりました。コロナを災害と捉えれば、現在は災害
後の復興期にあると言えると思います。
研究的には復興期は幻滅期とも呼ばれています。世の中が
元に戻る中、個人の立ち直り状況にはばらつきが出てきます。
震災直後のハネムーン期に自殺が減少し、復興期、つまり幻
滅期に自殺が増加することは、実は東日本大震災や他の過
去の震災のデータで示されており、コロナ禍でも同様の経過を
たどっています。
私はこれらを事前に懸念し、市に情報提供することで通常９月
に行っている市の自殺対策の強化を８月に早めていただきま
した。市の対応がどなたかお一人にでも、届いているといいな
と思います。
虐待、自殺、精神疾患対策についても今後継続して取り組ん
で参ります。

スタディクーポン

スタディクーポンとは：子どもが学習塾等で利用できる自治体が無償
で発行するクーポンのことです。低所得者世帯等の子どもへクーポン
を提供し、さらに大学生等のボランティアが子どもと定期面談を行う
ことで、経済的な理由で塾等に通うことが難しい子どもの進路、学習
支援を行うものです。

東：昨年、渋谷区は従来の塾代支給に加えスタ
ディクーポンを実施、本年度より東京都でも採
用された。町田も手挙げすれば全額東京都の財
源で利用できる状態である。導入してはどうか。
塾代支給とは：対象者が塾代を事業者に先払いし、領収書を市に提出することで
実費が還付される制度です。

答：現在、町田市では生活保護受給世帯の中高生を対象
に塾代を支給、小中学生には市独自の運営による学習支
援事業を実施している。スタディクーポン事業を行うには事
業者の確保、利用者のプライバシーに配慮することが必要
であるため、実施は考えていない。
町田市が現在行っている学習支援事業についても評価さ
れるものと考えます。しかし、対象児童に対し、実際に町田
市の塾代支給事業を利用しているのはたったの２３％です。
対して渋谷区でのスタディクーポン利用率は生活保護世
帯の８５．７％となっており、スタディクーポン制度が利用者
のニーズにマッチしている結果であると考えます。スタディ
クーポンを導入しても現行の塾代支給等の制度も残るた
め対象家庭にとっては選択肢が増えるだけです。世帯所
得に縛られず、子どもは学習の機会を平等に与えられるべ
きです。引き続き子どもにとって学びやすい制度の導入を
訴えて参ります。

性 と生について

答：ネカフェ難民は全員無料定額宿泊所に案内した。
「町田市は都で借り上げるホテルは必要ですか？」という
東京都からの確認には「結構（不要）です」と答えた。

東：不妊治療専門の相談支援を行ってはどうか

全国的にも評価された東京都のホテル借り上げ事業。町田
では利用できなかったのが実態です。東京都から「ホテルの
必要性」の確認があった時点で町田市内のネカフェ難民数、
東京都の不妊治療相談窓口は火曜日の10時から16時まで
無料定額宿泊所の空き数を市は把握していませんでした。
です。体外受精や顕微授精といった特定不妊治療は特に高
無料定額宿泊所が足りなくなった場合にどうするつもりだっ
額で、多くの場合１度に50万円以上の治療費が毎回かかりま
たのか、真剣に考え向き合っている様子は見られませんで
す。その治療費を捻出するために治療中の辛い身体に鞭
した。
打って就労している方が相談できる時間に相談窓口は無い
こちらの件に関しては複数のご相談が寄せられております。
のが現状です。私はLINEでの相談窓口を設置することを求め
お一人お一人に向き合い、個人を大切にした対応を今後も
ています。今やカップルの３組に１組が「不妊の心配をしたこと
求めて参ります。
がある」と答え、１６人に１人は特定不妊治療で誕生していま
す。不妊治療をされている方への支援は手厚くするべきです。
答：東京都の相談窓口の周知にとどめている。

元胚培養士（不妊治療クリ
ニックの技術職）として、不妊
治療施策に取り組んでいます。
民間団体での講師も勤めて
おります。

東：婚姻届受理時等に精子の状態や卵巣年齢を
検査するキットを希望者に配布してはどうか
答：ライフプランを考えるのにキットの配布は一つの方法だと
思う。今は妊娠や不妊についての知識を紹介したパンフ
レットの配布を行っている。
まず初めに私は子どもを持つ人生だけが幸せだ、とは全く考
えておらず（現に私は生涯独身主義で子どももいませんが
幸せです）、「自身の人生で子どもに関して考えることがあ
ればその際に、より精度の高い多くの選択の機会を」という
趣旨でこれらの質問を行っております。
私は不妊治療クリニックにスタッフとして勤務しておりました。
いざ子どもを望む、その際にはじめて自身が不妊症であるこ
とを知り悲しむ患者さんの姿を多く見て参りました。
妊孕性（妊娠する力）は人によって様々です。男性の１００
人に１人は精液中に精子がいません。妊娠に関する自分の
状態を早期に知ることはお一人お一人にとって安定したラ
イフプランを作成するきっかけの一つになると考えておりま
す。皆さまのご意見をお伺いできますと嬉しいです。

複 合災害時の避難
東：複合災害時における避難について、
どのように災害と密を同時に避け、複合災害
から市民の生命と安全を守るのか。
答：避難施設では避難者１人当たり２メートル四方を確保
する他、避難者の検温を行うための非接触型体温計、消
毒液、マスクなどの感染症対策物資を各避難施設に配備
した。体調が思わしくない避難者には、簡易間仕切りシス
テムを活用、他の方との居住空間を開ける。避難施設の
開所数も増やす。
大地震等で避難施設へ避難したが施設は大変な密となっ
ており、そこに感染者がいたため、避難施設全体にコロナウ
イルスが蔓延してしまった・・・そのような状況は絶対に回避
しなければなりません。
私は災害時の間仕切りの設置方法や携帯・簡易トイレの使
用方法を親子向けに指導する等、災害対策についても力
を入れております。どのような状況でも可能な限り安心安
全な避難施設運営ができるよう今後も力を入れて参ります。
感染症拡大防止を目的とした
新たな資材が各避難施設に
新しく配備されました。

東：コロナ禍において全国的に１０代の妊娠率が
上昇しているが町田市ではどうか
答：町田市においても４月から７月で前年比1.5倍となっている。
コロナの影響とは言い切れませんが、町田市でもコロナ禍におけ
る10代の妊娠率の上昇がみられます。しかし、これを受けて新
たな取り組みや対策は学校でも行っていないとのことでした。
性教育については全国的にも大きな課題です。今後積極的に
取り組んで参ります。

総合防災訓練に参加し、
市内避難施設の状況を
視察いたしました。
2m×２ｍのテントも新たに用意されています。

ネットカフェ難民
ネットカフェ難民とは：一般的に定住する住居がなく、寝泊まりする場として
インターネットカフェ（以下ネカフェ）を利用されている方のことを指します。

東：緊急事態宣言により休業したネカフェに寝
泊りしていた方が居場所を失ったのに対し、東
京都はホテルの借り上げを行った。町田市では
ネカフェ難民にどのように対応したのか。

その他にもこちらの内容を
一般質問で取り上げています！
・民間団体と連携したひとり親の自立・就労支援
・生産緑地の賃借
・市職員の在宅勤務

お知らせ
妊婦さんがPCR検査を受けられるようになりました！
期間：2020年10月1日から2021年3月末
対象：町田市に住民登録があるか里帰り中の原則37週から39週の妊婦

2021年4月1日までに生まれた赤ちゃんのいる世帯に10万円支給されます！
10万円の特別定額給付金は本年4月27日までに生まれた方が対象でしたが、
町田市での支給対象が拡大されました！
対象：2020年4月28日から2021年4月1日までに生まれ「出生」により町田市民として住民登録された
新生児のいる世帯

町田市独自の経済支援策がスタートします！
町田市内の加盟店でキャッシュレス決済するとポイントがつきます！
名称：いこいこ町田！PayPay使って“うふふ”な買い物 最大20パーセント戻ってくるキャンペーン
期間：2020年12月1日午前0時から2021年1月31日午後11時59分
対象者：対象店舗で「PayPay」で決済を行った方（町田市在住を問いません）
対象店舗：市内のPayPayに加盟店舗登録する事業者
対象業種：全業種（大手チェーン店含む、公共・病院等を除く）
注記：PayPayアプリ内マップに店舗が表示されている必要があります。
ポイント（PayPayボーナス）付与：
付与率最大20パーセント （付与上限額5000円/1回、1万円/月、2万円／期間）
注記：対象店舗で決済した日の翌日から30日後にPayPayボーナスが付与されます。
PayPay登録方法
スマホで
PayPayアプリを
ダウンロード
します
（App Storeか
Google Playで
「 PayPay」と
検索すると
出てきます）

ダウンロード
したアプリを
立ち上げます

電話番号と
任意の
パスワードを
入力します

自動的に４桁の
数字が送信
されてくるの
でその４桁の
数字をアプリに
入力します

登録完了です！
（東は難しそうで
今まで使って
いませんでしたが、
いざやってみると
３０秒で登録
できました！）

町田市ではパブリックコメントを募集しています！
下記の事業でパブリックコメントが実施されます！一緒に行政の計画づくりに参加しませんか？
・（仮称）町田市障がい者福祉計画21-26
・町田市一般廃棄物資源化基本計画
・(仮称）まちだ未来づくりビジョン2040（基本計画素案 )
・町田市地域防災計画
・(仮称)町田市いきいき長寿プラン21-23（高齢者福祉計画・介護保険事業計画－第8期－）

後書き

新型コロナウイルス感染症の収束が見えぬまま寒い時期を迎えることとなりましたが、
ご心労等抱えていらっしゃいませんでしょうか。ウィズコロナの生活にも慣れてきた反面、
長年の習慣とは異なる生活を強いられストレスを受けている方もいらっしゃることと存じます。
傾聴もできますのでご不安の強い方はいつでもご連絡ください。（ご相談事がなくても大丈夫です）
引き続き感染予防に努めながらお互いに支えあって寒い時期を乗り越えていきたいと考えております。
今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

東友美（ひがしともみ） 後援会連絡先
〒１９４－００１３ 町田市原町田６－９－８ AETA 町田４階
TEL:070-4812-8813（初めての方は留守番電話になります。必ずお名前とご用件の録音をお願い致します）
E-mail：info@higashi-tomomi.com
Twitter：@higashi_machida
Facebook：https://www.facebook.com/higashitomomi.machida/

