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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会派です。

町田市議会議員

東

ひがし
ともみ

友美

1984年 岩手県生まれ
（山崎団地在住30年以上）
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チーム座長
【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、医療保険士、
秘書技能検定2級、アロマテラピー検定1級
【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

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。

ご
挨
拶

新型コロナウイルス感染症の収束が未だに見えない中ですが、いかがお過ごしでしょうか。
一度目の緊急事態宣言時には日に20件近くいただいていたご相談も、二度目の緊急事態宣言下においては
減少しています。ウィズコロナ生活への慣れを実感する反面、声に出せないご心労を皆さまが抱えて
いらっしゃるのではないかと心配な日々を過ごしております。
私でよろしければ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。
（具体的なご相談事がなく、漠然とした解決できないお悩みでも大丈夫です。傾聴いたします。）
引き続き感染予防に努め、支えあいながら寒い時期を乗り越えていきたいと思います。
今後ともご指導ご鞭撻のほど何卒よろしくお願い申し上げます。

Index

一般質問
〇性と生について（性教育）
〇コロナに関する障がい者の入院

〇図書館における公共フリーWi-Fi
〇ユネスコスクール
〇ポケふた（ポケモンのマンホール）

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！
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連絡いただければと思います。専門家の方が応対しています。

【ご相談先】

電話：042-721-1162 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！）

２０２０年１２月議会補正予算の主な内容
町田市民病院へ新たにECMO（体外式膜型人工肺）
とCT撮影装置を購入する予算が可決されました。
町田市民病院は２０２０年７月に「新型コロナウ
イルス感染症入院重点医療機関」として認定を受
けており、中等症患者さんの受け入れを実施して
います。
今回、新しくECMOを購入することで新型コロナ
ウイルス感染症患者さんが重症化した際の医療提
供体制を強化します。
市議会では町田市民病院における医療従事者の負
担を考え、医療従事者への支援を行うことを求め
る決議を可決しました。

家族等の介護者が新型コロナウイルス感染症のた
め入院した場合、在宅要介護高齢者が一時的に医
療機関に入院できる予算が可決されました。
在宅要介護高齢者を介護する家族等が新型コロナ
ウイルス感染症により入院した場合、介護者が自
宅に不在となるため在宅要介護高齢者が介護を受
けられない可能性があります。
そのような場合に要介護者が緊急一時的に医療機
関に入院できるようになりました。
対象者
要介護高齢者のうち以下を全て満たす者
①家族等の介護者が新型コロナウイルス感染症に
感染している
②要介護高齢者がPCR検査等で陰性である
③在宅または施設で介護サービスの提供を受ける
ことが困難である

一般質問

性に関するおススメサイト
NPO法人
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特定非営利
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命育®

性と生について
東：プライベートゾーン（詳細は下欄）について
保育園・幼稚園や小中学校で指導してはどうか。
また、トランスジェンダーの子についてはプライ
ベートゾーンについてどのように指導しているか。
答：保育園・幼稚園では、プライベートゾーンについて
統一的な指導は行っておらず、内容の統一的（市内全園
で取り組むこと）な指導については考えていない。今後、
プライベートゾーンについて具体的に指導している園の
取組事例などを園長会などを通して情報を共有し、各園
の創意工夫の中で取り組んでいただく。
学校では小学校第１学年において体育科の学習の中で着
替えを指導する際に、他人に見せたり、触らせたり、他
人が見たり、触ったりする部分ではないことや、自分だ
けが確認する部分であるということなどを指導している。
さらに、性被害など様々な被害から自分自身の身を守る
指導として、安全教育の生活安全の指導の中で、危険な
場面にあった場合や嫌なことをされた場合は、信頼でき
る大人にすぐ伝えることについて、全小中学校において
指導をしている。今後も引き続き、子どもたちの身を守
るため、性に関する指導や安全教育等を発達段階に応じ
て行っていく。トランスジェンダーのお子さんに関して
は一人一人のお子さんの状況に応じて、言葉のかけ方で
あるとか配慮の仕方、理解を進めていくことなど様々あ
り、その子どもの状況に応じた指導を進めている。
解説：コロナ禍において子どもを対象とした性被害が全
国的に増加していると報告されています。万が一の際に、
被害にあった子どもが泣き寝入りしない為にもプライ
ベートゾーンについて保育園・幼稚園や小中学校で指導
することを提案いたしました。その結果、小中学校では
指導しているものの、幼稚園・保育園では全園的には取
り組まない、という回答でした。
日本の性教育は諸外国に比べ、非常に遅れています。性
教育を受けていない子どもが性被害にあった場合、その
こと自体を性被害と子ども自身が認識できずに誰にも伝
えられないまま一人で苦しみを抱えてしまう可能性があ
ります。子どもたちの安全のためにも引き続き重要性に
ついて市に訴えてまいります。

プライベートゾーンってなあに？？
明確な定義はありませんが、プライベートゾーンは
主に水着で隠れる場所と表現されます。つまり、性
器・お尻・胸を指し、主に「プライベートゾーンは
大切な場所だから他人に見せてはいけないし、他人
に見せられることもあってはいけないよ」と子ども
に教える際に使用される言葉です。また、髪の毛や
口、顔を追加し、同様に「プライベートゾーンは他
人に触られたり、触らせられたりしてはいけない。
もしそのようなことがあれば、やめてとはっきり
言って、その場を離れる、そして信頼できる大人に、
いつどこで誰に何をされたのかを報告する」ことを
子どもに教える教育で、【包括的性教育】では５歳
から８歳の子どもに対し推奨されています。

性教育は寝た子を起こす？！
「性教育は寝た子を起こさない」というのが世
界の常識です。
世界中の【包括的性教育】の実践を調査した結
果では、性教育後に性行動を早めたのは0％、
遅らせたのは37％、性交渉経験相手の人数の増
加は0％、減少させたのは44％という結果が出
ています。正しい知識は子どもたちを慎重にさ
せ、安全で正しい行動を取ることをサポートす
ると世界では既に証明されています。
日本では性教育は寝た子を起こすとして、避け
られてきました。しかし、大人が性教育は恥ず
かしいもの、やらしいもの、よくないものと
レッテル貼りをして正しい知識を子どもに教え
ずにいる間にも、子どもたちは兄弟や友達から
情報を入手しています。それらの情報源はイン
ターネットを中心としたものであり、必ずしも
正しい知識ではありません。中にはレイプが通
常の性交渉だと思っている子もいます。大人た
ちが寝た子を起こさないようにしている間に、
子どもは子どもたちの世界でとっくに目覚めて
います。そして、犯罪を犯罪とも分からず、犯
罪行為が普通の行動だと誤認して生活している
子どももいます。
貴方は「性教育は寝た子を起こす」と思われま
すか？？

世界ではどんな性教育が
行われているの？？
国際的には【包括的性教育】が推進されています。
【包括的性教育】とは、性を性交渉や出産だけで
はなく、人との関わり方や相手の立場を考えるこ
と、つまり人権やジェンダー観、多様性、幸福観
を包括的に学ぶ・教える教育のことを言います。

画像提供：性教育サイト「命育®」
続きは７ページ目へ

どうしてコロナ禍で、子どもを対象と
した性犯罪が増加しているの？
在宅時間の増加による家族からの性被害の増加、
家族との関係性のために家族が家にいることで家
にいられなくなる子どもがＳＮＳ等で助けを求め
素性を知らない大人と出会う件数の増加のほか、
子どもを性的な対象とした映像などを見る時間が
できたことで子どもに性的な興味が湧いた、性風
俗店に行くことができず性欲発散のため、など非
常に自分勝手で信じられないような理由です。こ
れらは当然ながら決して許されるものではありま
せん。

子どもを対象とした性犯罪の
加害者はどんな人？
子どもが受ける性被害の６割は、親や兄弟などの
身近な人物であり、７割～８割は顔見知りからの
被害であると言われています。

性教育は自分や相手を
大切にすることを教える教育！！
皆さんは、性教育と聞いてどのような内容を想像
されますか？
性交渉ですか？避妊ですか？あるいは思春期の体
の変化など教科書に書いてある内容を思い浮かべ
る方が多いかもしれません。性教育は、性器や性
欲についての教育であるという解釈がしばしば見
られますが、東は【性教育は人権教育である】と
捉えています。
特に、プライベートゾーンの教育は「あなたは尊
重される存在であり、あなたには自分に触ること
ができる人を自分で決める権利がある」「嫌なこ
とは嫌だと言っていい」という自分を大切にする
ことを教える教育でもあります。
また他人に対しても同様で、「お互いに尊重しあ
うことが大事である」等の人間としての基本的な
在り方や関係性・価値観を創り上げていくことに
も繋がります。プライベートゾーンの教育は性犯
罪を防ぎ、万一の際にもその知識が子ども自身を
守ります。
また、他者からの身体への視線、言葉によって評
価すること、冷やかしなどの言葉自体がプライバ
シーの侵害であり、個人の尊厳への攻撃であるこ
とも同様に知る必要性があります。
子どもに正しい知識を教えぬまま理解しろという
のは、大人としてあまりに無責任ではないでしょ
うか。最近では、性器を触られたのに、それが何
なのか分からず笑顔で頑張って耐えたという子ど
もの話が忘れられません。私たち大人も十分な性
教育を受けてきませんでした。性について隠し避
ける大人に子どもは相談できません。コロナ禍の
今こそ、子どもと一緒に性と向き合いませんか？

障がい者の入院
東：重度の言語障がいで特定の介助者がいなけ
ればコミュニケーションが難しい場合等、「特
定の介助者が必要な障がい者」がいる。当該障
がい者がコロナにより入院した場合に市民病院
では「特定の介助者」は病室に入室できるのか。
答：感染対策を徹底するため、陽性患者が入室している
エリアへの介助者の立入りは原則できない。しかし、患
者とのコミュニケーションが取れずに医療に支障を来す
ような場合はタブレットの活用は可能であると考えてい
る。患者さんの状態に応じて個別に対応したいと思う。
解説：コロナ禍において障がい者やご家族、支援者の方
から多くのご不安の声が私の元にも届いております。
中でも、話す際の発音に強い特徴があり、特定の人でな
いと障がい当事者の方が話している言葉が聞き取れない
場合等、特定の介助者がいないとコミュニケーションを
取ることが難しい方々がコロナにより入院する際【医療
関係者とコミュニケーションが全く取れないのではない
か】と不安を抱えていらっしゃるケースをおききします。
そこでこちらの質問を行い、「介助者が入室できないの
ならば電話やタブレットを使用して病院外にいる介助者
を通じてコミュニケーションを取るような配慮ができな
いか」と求めたところ、上記の答弁を得られました。
同様のケースでお困りのことがございましたらご相談く
ださい。

図 書館の公共フリーWi-Fi
東：全図書館に公共フリーWi-Fiを設置してはど
うか。また設置のための課題は。
答：図書館に公共フリーWi-Fiを設置することは、図書
館利用者が調べ物をする際に図書館資料と併せてイン
ターネットを利用できるため、有効だと考えている。し
かし、Wi-Fiのみの利用者が増えることが考えられ、WiFiを利用する人としない人がそれぞれ快適に図書館を利
用できるようにすることが課題として考えられる。
また、子どもたちが学習するためにWi-Fiを設置する場
合は、図書館内に話しながら利用できる場所を新たに設
けなければならない。今後、児童生徒のタブレット端末
の利用状況や、他市の図書館における公共フリーWi-Fi
の設置状況を確認しながら研究していく。
解説：2020度第２回臨時会において、2020年度中に全
ての公立小中学校の全児童生徒に１人１台のタブレット
端末を配布することが可決されました。
タブレット導入にあたり「子どもが少人数で集まって大
人の目が届く場所でタブレットを使いながら勉強できる
ようにしてほしい」「子どもが使える施設の中でも図書
館だと安心して勉強できるので、図書館でインターネッ
トを使えるようにできないか」というお声が私の元に複
数寄せられたため、こちらの質問を行いました。
図書館に公共フリーWi-Fiが導入された場合には子ども
が安心して今後も勉強を継続できるだけでなく、テレ
ワークの大人等、様々な方にメリットがあると考えます。
図書館だけでなく様々な施設において公共フリーWi-Fi
の弱さやそもそも設置されていない場所が非常に多い等、
ネット環境が町田の弱点となっていると感じております。
またWi－Fiは災害時にも役に立つ重要なツールの一つで
す。引き続き設置を求めて参ります。

こちらから４ページにわたって新型コロナウイルス感染症に関する相談先等を掲載しております。
取り外し可能ですので保存版としてお使いください。コピーもご自由にどうぞ。（転載をご希望の場合はお手数ですがご連絡ください）
Index

:

P.1 新型コロナウイルス感染症が心配な場合の相談先
p.3 事業者等への経済支援相談先

P.2 世帯や個人への経済支援相談先
P.4 心が疲れてしまったときの相談先、生活保護

新型コロナウイルス感染症が心配な場合の相談先
発熱等のある方
問い合わせ先

電話番号

受付時間

町田市発熱相談センター 042-724-4238

【平日】午前9時から午後5時まで

東京都発熱相談センター 03-5320-4592

24時間（土曜日・日曜日・祝日含む）

【少なくとも以下のいずれか該当する方は、下記の「帰国者・接触者電話相談センター」へご相談ください】
（これらに該当しない場合もご相談可能です。）
・息苦しさ（呼吸困難）や強いだるさ（倦怠感）、高熱等の強い症状のいずれかがある場合
・重症化しやすい方(高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患（COPD等）等の基礎疾患がある方や透析を受けている
方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方）で発熱や咳など比較的軽い風邪の症状がある場合
（妊婦の方は、重症化しやすい方と同様に、早めに上記電話相談センターに相談してください）
・上記以外の方で発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合
（症状が4日以上続く場合は必ずご相談ください。症状には個人差がありますので、強い症状と思う場合にはす
ぐに相談してください。解熱剤などを飲み続けなければならない方も同様です。）

体調は悪くないけど「感染したかも？」等と不安に思う方、
感染予防法等コロナについて何か知りたい方
問い合わせ先

電話・fax番号

受付時間

東京都一般相談窓口
厚生労働省
（対応言語：日本語、英語、
中国語、韓国語）

電話：0570-550571
電話：0120-565-653

【毎日】午前9時から午後10時まで
【毎日】午前9時から午後9時まで

聴覚障害のある方

fax：03-5388-1396

【毎日】午前9時から午後9時まで

外国人の方
電話：0120-296-004
（対応言語：やさしい日本語、
英語、中国語、韓国語、ベト
ナム語、ネパール語、インド
ネシア語、タガログ語、タイ
語、ポルトガル語、スペイン
語、フランス語、カンボジア
語、ミャンマー語）

【平日】午前10時から午後5時まで
（土曜日・日曜日・祝休日は除く）

LINE相談「東京都新型コロナ
対策パーソナルサポート」

【毎日】24時間

町田市代表電話

（利用にはLINEアプリへの登録が必要）

電話：042-722-3111

【平日】午前8時30分から午後5時まで
（土曜日・日曜日・祝休日は除く）

対象

対象の詳細

内容
【猶予・減免】
都税
【猶予】
市税

収入減で税金が
支払えない方

【減免】
国民健康保険税

収入減で保険料が
支払えない方

詳細は
お問い合わせ
ください。

【猶予・減免】
国民年金保険料
【猶予・減免】
後期高齢者保険料
【猶予・減免】
介護保険料

収入減で公共料金が
支払えない方

【猶予】
電気・ガス・電話料金、NHK受信料等の
各種公共料金の支払いを猶予

水道・下水道使用料が
支払えない方

【猶予】
東京都水道局多摩お客様センター

問い合わせ先
・【都税】八王子都税事務所
電話：042-644-1122
・【市税】町田市納税課
電話：042-724-2121
電話：042-724-2122
ファックス：050-3085-6237
（平日午前8時30分から午後5時）
・町田市保険年金課
電話：042-724-2124
ファックス：050-3101-5154
（平日午前8時30分から午後5時）
・町田市保険年金課
電話：042-724-2127
ファックス：050-3101-6078
（平日午前8時30分から午後5時）
・町田市保険年金課
電話：042-724-2144
ファックス：050-3101-5154
（平日午前8時30分から午後5時）
・町田市介護保険課
電話：042-724-4364
ファックス：050-3101-6664
（平日午前8時30分から午後5時）
各事業者へお問い合わせ
電話：0570-091-101
電話：042-548-5110
（ナビダイヤルを利用できない場合）

新型コロナウイルス感染症に伴う経済支援
～ご利用を希望される場合は「問い合わせ先」にご連絡をお願いいたします～

世帯や個人への支援
対象

子育て世帯

対象の詳細

名称

内容

2020年4月28日（国の特別定
額給付金10万円基準日の翌
新生児臨時
日）から2021年4月1日までに
特別定額給付金
町田市民として出生、住民登録
された新生児のいる世帯

児童扶養手当を受給している
（もしくは収入が児童扶養
ひとり親世帯
手当受給世帯と同じ水準の）ひ
への
とり親世帯
臨時特別給付金
生活が苦しい
ひとり親世帯

問い合わせ先
・町田市子ども総務課
電話：042-724-2139
ファックス：050-3101-8377

【給付】
新生児1人につき10万円

（平日午前8時30分から午後5時）

【給付】
児童扶養手当受給世帯等に対して
基本給付5万円
基本給付の再支給5万円
（第2子以降はプラス3万円）
さらに収入減の場合プラス5万円（追加支給）

１．ひとり親世帯臨時特別給付
金の支給が決定した方
２．2020年6月1日から2021年
3月31日の間に新たに児童扶
養手当を受給する方

新型コロナ
ウイルス
感染症緊急
対策に係る
ひとり親家庭
支援事業

【給付】
食料品等の生活必要品を掲載したカタログ
から4点を選び申し込みます。
商品は配送されます。
（商品の例：お米、レトルト食品、
野菜ジュース、洗剤・おむつなどの日用品）

休業期間中、 2020年4月1日から2021年2月
賃金を受ける 28日までの間に事業主が休業
ことができな させ休業手当を受けていない
かった方
中小企業の労働者

新型コロナ
ウイルス
感染症対応
休業支援金・
給付金

【給付】
中小企業で働く従業員に対して
日額最大1.1万円を支給

住居確保給付金

【給付】
原則3か月、最長9か月家賃相当額を支援。
（ただし、2020年度中に申請した方に限り
支給期間の最長は12ヶ月）

休業による
収入減で
住居を
失うおそれが
ある方

収入減で
生活が
苦しい世帯

１．離職後２年以内である
２．離職等の日において、
主な生計維持者であった
３．離職により住宅を喪失
または喪失のおそれがある

・町田市子ども総務課
電話：042-724-2143
ファックス：050-3101-8377
（平日午前8時30分から午後5時）

・東京都福祉保健局
少子社会対策部
育成支援課ひとり親福祉担当
電話：03-5320-4125

・厚生労働省コールセンター
電話：0120-221-276
（平日午前8時30分から午後8時、
土日午前8時30分から午後5時15分）

※その他の要件については
お問い合わせください

申請締め切り等

【2021年5月31日】まで

【2021年2月26日】まで ☆申請が必要な方☆
（基本給付）
１．2020年12月12日以降に
ひとり親世帯臨時特別給付金の申請を行う方
２．公的年金給付等の受給者で、年金受給額を含んだ
2018年の収入額が児童扶養手当支給の水準を下回る方
３．新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変し、
児童扶養手当支給の水準まで収入が下がった方
（追加給付）
基本給付の支給者の中で、新型コロナウイルス感染症の
影響を受けて家計が急変し収入が大きく減少している方
【2021年2月28日】まで
（申請は下記に該当する方のみ）
・令和2年8月1日以降に児童扶養手当を受給することが
決まった方
・児童扶養手当を受け取っていない方で、
ひとり親世帯臨時特別給付金の支給が決定した方
休業した期間
【2020年10月から12月
【2021年 1月から 2月

申請期限
2021年3月31日】
2021年5月31日】

・コールセンター
電話：0120-23-5572
（毎日午前9時から午後9時まで）

・町田市生活援護課
電話：042-724-4013
ファックス：050-3101-1651

ー

（平日午前8時30分から午後5時）

新型コロナウイルス感染症の影
響を受け休業等により収入の
減少があり、緊急かつ一時的な
生活維持のための生活費が必
要な世帯

緊急小口資金

【貸付】
最大10万円
（一定の条件を満たした場合最大20万円）

・コールセンター
電話：0120-46-1999
（毎日午前9時から午後9時）

ー

新型コロナウイルスの影響を受
け収入の減少や失業等により
生活に困窮し、日常生活の維
持が困難となっている世帯

総合支援資金
（生活支援費）

【貸付】
（単身世帯）月15万円以内
複数世帯）月20万円以内

・町田市社会福祉協議会
電話：042-722-4898
（平日午前9時から午後5時）
・全国の労働金庫や指定された
郵便局でも申請受付

ー

世帯や個人への支援（税金等）
対象

対象の詳細

内容
【猶予・減免】
都税
【猶予】
市税

収入減で税金が
支払えない方

【減免】
国民健康保険税

収入減で保険料が
支払えない方

詳細は
お問い合わせ
ください。

【猶予・減免】
国民年金保険料
【猶予・減免】
後期高齢者保険料
【猶予・減免】
介護保険料

収入減で公共料金が
支払えない方

【猶予】
電気・ガス・電話料金、NHK受信料等の
各種公共料金の支払いを猶予

水道・下水道使用料が
支払えない方

【猶予】
東京都水道局多摩お客様センター

問い合わせ先
・【都税】八王子都税事務所
電話：042-644-1122
・【市税】町田市納税課
電話：042-724-2121
電話：042-724-2122
ファックス：050-3085-6237
（平日午前8時30分から午後5時）
・町田市保険年金課
電話：042-724-2124
ファックス：050-3101-5154
（平日午前8時30分から午後5時）
・町田市保険年金課
電話：042-724-2127
ファックス：050-3101-6078
（平日午前8時30分から午後5時）
・町田市保険年金課
電話：042-724-2144
ファックス：050-3101-5154
（平日午前8時30分から午後5時）
・町田市介護保険課
電話：042-724-4364
ファックス：050-3101-6664
（平日午前8時30分から午後5時）
各事業者へお問い合わせ
電話：0570-091-101
電話：042-548-5110
（ナビダイヤルを利用できない場合）

新型コロナウイルス感染症に伴う経済支援
～ご利用を希望される場合は「問い合わせ先」にご連絡をお願いいたします～

事業者等への支援
対象

名称・内容

内容

売上が半分以下で
事業の継続が
きびしい

持続化給付金

【給付】
中小法人等 最大200万円
個人事業者 最大100万円

営業時間短縮に
協力した

東京都営業時間短縮に
係る
感染拡大防止協力金

【給付】
2021年1月8日から2021年2月7日実施分
一店舗当たり最大186万円

申請締め切り等

最長で2021年2月15日
（必要書類の準備に時間を要するなど、
申請期限に間に合わない事情がある方のみ）

令和3年2月26日

未定（東京都のホームページに今後掲載）

家賃支援給付金

【給付】
一定の売上減少要件を満たす事業者
中小企業等 最大600万円
個人事業者等 最大300万円

東京都家賃等支援給付金

【給付】
国の家賃支援給付金に独自の上乗せ給付
（3か月分）

雇用調整助成金

【助成】
特例措置により1人1日15000円を
上限として、労働者へ支払う
休業手当等のうち最大10/10を助成
（教育訓練を実施した場合は更に、
教育訓練を受けた労働者一人につき
日額最大2400円加算）

セーフティネット保証
（経営安定関連保証）

【保証】
信用保証協会が通常の保証枠とは別枠で保
証を行うなどの支援を行う制度。
認定を受けることにより、
通常の保証枠とは別枠で最大で無担保
8,000万円・有担保2億円の保証
（保証対象の中小企業者は市で認定）

・町田市産業政策課
電話：042-724-2129
ファックス：050-3101-9615
（平日午前8時半から午後5時）

ー

【貸付】
3年間無利子、最長5年間元本据置
日本政策金融公庫では融資限度額6億円
（日本政策金融公庫等に加え、5月から
地銀、信金、信組等でも利用可能）

・日本政策金融公庫
電話：0120-154-505
（平日午前9時から午後5時）
・商工中金
電話：0120-542-711
（毎日午前9時から午後5時）
・民間金融機関
電話：0570-783-183
（毎日午前9時から午後7時）

ー

売上減で事業の
継続がきびしい

雇用を
維持できない

【給付】
2020年12月18日から2021年1月7日実施分
一事業者当たり、一律84万円

問い合わせ先
・持続化給付金事業
コールセンター
電話：0120-115-570
（平日午前8時半から午後7時）
・申請サポート会場電話予約窓口
電話：0570-077-866
（毎日9時から午後6時）
・東京都緊急事態措置等・
感染拡大
防止協力金相談センター
電話：03-5388-0567
（毎日午前9時から午後7時）
・東京都緊急事態措置等・
感染拡大
防止協力金相談センター
電話：03-5388-0567
（毎日午前9時から午後7時）
・経済産業省家賃支援給付金
コールセンター
電話：0120-653-930
（毎日午前8時半から午後7時）
・東京都家賃等支援給付金
コールセンター
電話：03-6626-3300
（平日のみ）

実質無利子・無担保融資
（国、東京都の融資制度）
売上減で
資金繰りが
きびしい

【貸付】
新型コロナウイルス感染症の影響で、
最近1か月の売上高とその後2か月の売上高
町田市中小企業融資制度
（見込み）の合計が前年同期と比較し、
「緊急資金」
5％以上減少している市内中小企業者を
対象に融資（全額利子補助により実質
無利子、限度額1000万円）
小規模事業者経営
改善資金
「マル経融資」
利子助成制度

【貸付】
通常枠2000万円の全額利子助成に加え国
の緊急経済対策で設けられた別枠1000万円
のマル経融資も全額利子助成

・ハローワーク町田
電話：042-732-8609
（平日午前8時半から
午後5時15分）
・コールセンター
電話：0120-60-3999

2021年2月15日（月）24時まで
（2021年1月15日の24時までに申請ができなかった方は
申請書類の準備が困難であった理由の添付が必要）
令和３年２月１５日（月曜日）２３時５９分までの予定だったが、
申請締め切りを延長予定
（東京都のホームページに今後掲載）

特例措置は令和3年2月28日まで

（毎日午前9時から午後9時）

・町田市産業政策課
電話：042-724-2129
ファックス：050-3101-9615
（平日午前8時半から午後5時）

・町田商工会議所
電話：042-724-6614
（平日午前9時から午後5時）

2021年4月1日以降の融資実行分については、
従前のとおり1.50%の補助利率

2016年4月1日から2021年3月31日までに申込をする融資のうち、
「運転資金」についての助成は1度限りです。
（「設備資金」についての助成制限はありません）

事業者等への支援（税金等）
対象

売上減で納税・
社会保険料の
納付が苦しい

内容

【猶予】
詳細はお問い合わせください。

・【国税】
国税局猶予相談センター
（東京国税局）
電話：0120-948-271

問い合わせ先
・【事業所税】
町田市資産税課家屋係
電話：042-724-2118
ファックス：050-3085-6094

（平日午前8時30分から午後5時）

（平日午前8時30分から午後5時）

・【法人市民税】
町田市市民税課諸税証明係
電話：042-724-3279
ファックス：050-3085-6084
（平日午前8時30分から午後5時）

売上減で
固定資産税が
払えない

【固定資産税・都市計画税の軽減・免除】
2020年2月から10月までの
任意の連続する3ヶ月の事業収入が、
前年の同期間と比べて
30％以上50％未満減少している場合：2分の1
50％以上減少している場合：全額

・八王子年金事務所
電話：042-626-3511
ファックス：050-3085-6094
（平日午前8時30分から午後5時）
・ハローワーク町田
電話：042-732-8609

・【市たばこ税・入湯税】
（平日午前8時30分から午後5時15分）
町田市市民税課諸税証明係
電話：042-724-3067
ファックス：050-3085-6084
（平日午前8時30分から午後5時）

・町田市財務部資産税課
電話：042-724-2118
ファックス：050-3085-6094
(平日午前8時30分から午後5時)

コロナにより一人でストレスを抱えていらっしゃいませんか？
公的な相談先は以下の通りです。
相談内容

問い合わせ先

電話番号

受付時間

性自認及び性的指向に
関する内容

性自認及び性的指向に関する
相談

電話：042-721-1162 【毎月第2水曜日】
午後3時から午後8時
（祝日はお休み）

いじめ・虐待など
子どもの人権問題

子どもの人権110番

電話：0120-007-110 【平日】
午前8時30分から午後5時15分

外国人のための電話に
よる相談窓口

外国語人権相談ダイヤル
（Foreign-language Human Rights
Hotline）

電話：0570-090-911 【平日】午前9時から午後5時

家庭内暴力など女性の
人権問題

女性の人権ホットライン

電話：0570-070-810 【平日】
午前8時30分から午後5時15分

児童虐待の相談

児童虐待児童相談所全国共通
ダイヤル

電話：189
（イチハヤク）

配偶者等からの暴力
（DV）の被害者の相談

DV相談+（プラス）

電話：0120-279-889 【毎日】午前9時から午後9時
（つなぐ はやく）

人権に関係する相談
（一般相談）

東京都人権プラザ

電話：03-6722-0124 【平日】9時30分から午後5時まで
電話：03-6722-0125 （土曜日・日曜日・祝日及び
メール：
年末年始を除く）
ippan_sodan@tokyojinken.or.jp

自分自身、お子さんや
家族、人間関係、女性
への暴力

女性悩みごと相談

電話：042-721-4842 【毎週 月・火・木・金・土曜日】
午前9時30分から午後4時
【毎週水曜日（第3水曜日は除く）】
午後1時から午後8時
（日曜日、祝日、年末年始を除く）

【毎日】24時間対応

厚生労働省ホームページより引用

生活保護の申請をご検討されている方へ

生活保護の申請は国民の権利です。
生活保護を申請する可能性はどなたにでもあるものですので、ためらわずにご相談ください。

生活保護の申請について、よくある誤解
◉扶養義務者の扶養は保護に優先しますが、例えば、
同居していない親族に相談してからでないと申請
できない、ということはありません。
◉住むところがない人でも申請できます。
・まずは現在いる場所のお近くの福祉事務所へご
相談ください。
・例えば、施設に入ることに同意することが申請
の条件ということはありません。
◉持ち家がある人でも申請できます。
・利用しうる資産を活用することは保護の要件で
すが、居住用の持ち家については、保有が認め
られる場合があります。まずはご相談ください。
◉必要な書類が揃っていなくても申請は出来ます。
福祉事務所とご相談ください。

緊急事態宣言の中で求職している方へ
◉働く能力がある人はその能力を活用することが
保護の要件ですが、現在の状況下において、十
分に求職活動を行うことが難しいと認められる
場合は、この要件についていったん判断されな
いまま、保護を受けることができる場合があり
ます。
◉利用しうる資産を活用することが保護の要件で
すが、例外もあります。
・自動車については処分していただくのが原則
すが、通勤用の自動車を持ちながら求職して
いる場合に、処分しないまま保護を受けるこ
とができる場合があります。
・自営業のために必要な店舗・器具も、処分し
ないまま保護を受けることができる場合があ
ります。
◉上記のことについて、該当する場合はまずは福
祉事務所にご相談ください。

町田市の福祉事務所は町田市役所 地域福祉部 生活援護課です。
（所在地：町田市森野2-2-22 電話：042-724-2134 ファックス：050-3101-1651）
制作者

まちだ市民クラブ会派

東友美

（info@higashi-tomomi.com）

ユネスコスクール

東：市内公立学校全校でユネスコスクール（詳細
は右欄）加盟を目指して活動してはどうか。
答：ユネスコスクールへの加盟を一律に勧めるというこ
とは考えていないが、今後、ユネスコスクールとしての
取組の実施を希望する学校に対しては、既に取り組んで
いる学校の取組を紹介していく。
解説：文部科学省はユネスコスクールをＥＳＤ（詳細は
右欄）の推進拠点に位置づけており、実際にユネスコス
クールに加盟した学校はＥＳＤの効果として「児童生徒
が地域の環境に意識や関心が高まった」「ボランティア
活動に参加する生徒が増えた」「学習に取り組む意欲が
増加した」等と報告しています。加盟した場合、日本の
1120校、そして海外182か国のユネスコスクールとも繋
がることができ、英語に力を入れている町田としても語
学面・教育面・環境面でプラスになると考えます。近隣
の多摩市と稲城市は全校がユネスコスクールに加入して
います。町田も全校加入を目指し国内外で同様の取組を
行っている学校と繋がることで、よりすばらしい教育が
できると考えております。
今の小中学生が大人になる頃には、今とは全く違う世界
になっているはずです。その未来が持続可能で明るい社
会となっているよう、そして、町田で教育を受けた子ど
もたちがその社会に追いついていけないなどということ
はなく、逆に社会のリーダーとなれるような教育環境を
市全体で整えていけるよう引き続き努力してまいります。

ユネスコスクールとは？
「ユネスコ憲章（※）に示されたユネスコの理想を実
現するため平和や国際的な連携を実践する学校」であ
り、ユネスコが認定する学校のことを指します。
※ユネスコ憲章
「戦争は人の心の中で生まれるものであるから、
人の心の中に平和のとりでを築かなければなら
ない」という有名な基本精神の前文から始まる
もので、人類社会の恒久的な平和と福祉を実現
することを目的としています。
尚、ユネスコとは国連の教育科学文化機関のこ
とで、【ユネスコ活動に関する法律】第４条に
[国または地方公共団体は、自らユネスコ活動を
行う]と定められています。

ESD（Education

ユネスコ
スクールに
ついての
詳細は
こちらから↓

for Sustainable Development）とは？

ＥＳＤとは「持続可能な社会づくりの担い手を育む
ため、地球規模の課題を自分のこととして捉え、そ
の解決に向けて自分で考え行動を起こす力を身につ
けるための教育」のことです。
環境破壊・貧困・テロ・気候変動・自然災害など地
球規模の課題が増大し複雑化する中で、持続可能な
社会の構築に向けた取組は世界全体でますます重要
視され、その担い手づくりとなるＥＳＤは現在世界
中で取り組まれています。

ポケふた
東：ポケふた（詳細は下欄）のマンホールカード
を作成してはどうか。
答：版権元の意向によりまして発行することができない
状況である。

町田のポケふた
全てのポケふたが
ポケストップに
なっています！！

町田のポケふたに
ついて詳しくは
←こちらから←

解説：ピカチュウをはじめとしたポケットモンスター、
略してポケモン。今や世界中で大人気になっているポケ
モンの生みの親である田尻智氏は、少年時代を田んぼや
森が多く残っていた町田で過ごされ、ポケモンは町田で
虫捕りやザリガニ釣りをしていた少年時代の思い出が
ベースであると言われています。そして、【ポケモンの
絵が描かれたマンホール蓋をポケふた】と呼び、2020年
８月に芹ヶ谷公園に設置されました。
コロナ禍において、ポケふたは遠くに行かなくても地元
で楽しむことができ、さらに密にならない屋外の楽しみ
として全国的に人気があります。どんなに医師が頑張っ
ても家から一歩も出なかったひきこもりの方がPokémon
GOのリリース後、ポケモンを捕まえるために家から出た
という逸話は非常に有名です。ポケモンには人に希望を
与え、人を動かす力があります。田尻氏のように、これ
からも世界的に有名なクリエイターが町田から誕生する
かもしれません。憂鬱なコロナ禍でも市民の方が楽しみ
を持てるよう、議会でポケふたを取り上げました。
東友美（ひがしともみ） 連絡先
〒１９４－００１３ 町田市原町田６－９－８ AETA 町田４階 （２０２１年２月２８日まで）
〒194－8520 町田市森野2－2－22 町田市議会 まちだ市民クラブ会派 （２０２１年３月１日より）
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/

