町田市議会議員

東 友美（まちだ市民クラブ会派）

議会報告

まちだ市民クラブ会派は、立憲民主党、生活者ネットワーク、
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無所属の議員合計 9 名の町田市議会最大会派です。

友美

【役職】 まちだ市民クラブ会派 代表
文教社会常任委員会 委員長
災害対策委員会 委員

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。

プロフィール
1984 年

公式 HP

ご意見はこちら
※匿名も可能です
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2007 年

岩手県生まれ
（山崎団地在住 30 年以上）
正和幼稚園（町田市）
卒園
町田市立忠生第五小学校 卒業
町田市立山崎中学校
卒業
東京都立忠生高等学校
卒業
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、
20２２年 2 月町田市議会議員選挙２期目当選

【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、アクアリウム
【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、世界 他多数
（メディア出演テーマ 『LGBTｓについて』
『女性が議員を続けられる環境づくりについて』）
【性自認等】X ジェンダー、アロマンティック、アセクシャル

【著書（共著）】
「子どもの虐待はなくせる !「安心して子育てができる社会」を考える」
（けやき出版）

ごあいさつ
お陰様で２期目に当選させていただき、約半年が経過いたしました。本年の改選により、私が所属してい
る「まちだ市民クラブ会派」は市議会最大会派（９名）となり、私が代表（幹事長）を務めさせていただ
くこととなりました。
代表を拝命し、最初に質疑に立たせていただいた際の前文（一部）を以下に掲載させていただきます。
バブル崩壊から 30 年、well being（幸福感）の重要性が叫ばれるようになりました。

代表質疑の
映像はコチラ！

世界第３位の経済大国である日本の幸福度は世界第 56 位です。
我々はお金ではない別の幸せを得ることができたのでしょうか。
施政方針にも掲げられていますが、これからは「選ばれるまち」になることが町田市の今後を左右するといっても過言ではあり
ません。選ばれる魅力的な町になることで、若年層の流出を防ぎ、税収の減少を食い止めること、
同時に、市民全員が安心安全に幸福感を持って暮らしていくだけの社会保障を確保し充実させること、その両立、バランスが重
要であると認識しております。現在の財政状況の中、市民の幸福感に寄与するために、どこに限られた財源を使うのか、今、現
場に見合った事業の取捨選択が問われています。
慣れない代表業務に四苦八苦する日々ですが、所属議員をはじめ様々な方のお力をお借りしながら運営しております。会派として【市政
に対し「市民の目線と立場」を第一に考え行動します】を引き続きスローガンとして掲げ、市民目線の政治を第一に取り組んで参ります。
引き続きのご指導ご鞭撻のほど何卒よろしくお願い申し上げます。

東友美（ひがしともみ）連絡先

今号のトピック

◉町田市版パートナーシップ制度創設！

〒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

一般質問 性別欄の廃止について
街路樹について

TEL:070-4812-8813
※初めての方は留守電になります。
必ずお名前とご用件の録音をお願い致します

代表質疑 物価上昇について
児童相談所について

お知らせ 〇旧忠生第六小学校解体工事
〇ごみ処理場の火災
〇高校生等医療費助成
〇生活保護申請

E-mail：info@higashi-tomomi.com

＼政策実現／

町田市版 パートナーシップ宣誓制度 創設！
東京都パートナーシップ宣誓制度に続き、
この度、
【町田市版パートナーシップ制度】も創設されることとなりました！
私からは「東京都の制度よりも当事者に寄り添った、選択制の高い制度の創設」を求め、石阪市長

より良い
制度設計
となるよ
皆様のお
う、
知恵をお
貸しくだ
（詳細は
さい！
左下）

からは直接「町田市独自の制度を構築できるように努めていきたい」という回答がありました。
「子や親も含めたファミリーシップ制度とすること」
「アウティング禁止に関する規則も定めること」
を市に対して求めています。

Q

「町田市版パートナーシップ宣誓制度」について
代表質疑及び一般質問を行いました

東京都において「都パートナーシップ宣誓制度」を実施することが決定する中、町田市では
独自の「パートナーシップ制度」を創設することとした。この
「町田市版パートナーシップ制度」
では制度の先端を歩むべく、ファミリーシップ制度の導入も行うべきだがどうか。
近隣市の状況なども勘案しながら、研究していく

制度を創設した後、当事者のプライバシーが尊重される保障がなければ安心して利用できな
いという声も届いている。この点を解消するため、アウティング禁止についても規則を定め
るべきだがどうか。

A

制度の導入にあたり、「( 仮称 ) 性の多様性尊重条例」のほか、規則や手引きなどを整備することを想定している。
（アウティング禁止を）どのような形で規定することができるか検討していく。

「町田市版パートナーシップ制度」導入に併せ「町田市版ＬＧＢＴs 啓発冊子」や「町田市版
レインボーグッズ」を作成し、庁内等への掲示や設置を行い、さらにイベント等で配布して
はどうか。

性の多様性に関する取り組みは、当事者だけではなく、幅広く普及啓発を行うことが
必要であると考える。具体的な取り組み内容について、検討を進める。

東京都との制度の違いは

東京都の手続きはオンラインだが、町田では対面で紙の証明書の交付を予定している。
市内事業者との連携を行い、当事者に寄り添った制度とする。

どのような理念を持って「町田市版パートナーシップ制度」を構築していくのか
「全ての人が多様な性を認め合い、個人としての尊厳が重んじられ、性自認及び
性的指向による差別的な扱いや暴力的行為を受けることなく、一人ひとりが個性
と能力を発揮することができる社会をめざす」ことを理念とする。

町田市版パートナーシップ制度
パブリックコメント受付中！

LGBT 相談窓口を開設しています！

【性自認及び性的指向に関する相談（LGBT 電話相談）】

11 月 1 日〜 30 日、町田市がパブリックコメント

専門の職員が応対しています。性自認及び性的指向に関する

を受け付けています。

ご相談がございましたらお気軽にご連絡ください。

「町田市版パートナーシップ制度はこんな内容にし
て欲しい！」等のご要望がございましたら私はも
ちろんのこと、是非市にも声をお寄せください。
多くの声が集まることで変わっていく可能性もあ
るかと思います。

お話だけでも、ご本人でなくても大丈夫です。
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！

一般質問・代表質疑レポート

性別欄の廃止について

Q

市に提出する書類に性別の記載を求めるものが散見
される。市で規定できる書類に関しては性別欄を削
除するべきでは。

A

証明書や申請書等の性別欄を削除することや、ニーズ把
握などのために性別欄を設ける場合には、自由記入形式
にするなどの取組を進める。

その性別欄、本当に必要？？
近年、行政に関する書類の性別欄を除する動きが広がってい
ます。私もエックスジェンダーを自認しており、書ける書類
にはそのように記入しています。しかし、市議会議員選挙に
立候補する際、性別記入欄があったため無記入で提出したと
ころ窓口で記入を求められました。私としては書きようもな

街路樹について

Q

市は街路樹の撤去を進めていく方針であると発表し
ている。撤去する街路樹に基準はあるのか。無いの
であれば、街路樹の保全や撤去に関する計画や基準
を定めるべきと考えるがどうか。

A

Q

2022 年度から街路樹を重点的に管理、保全していく路
線を選定する等、街路樹管理計画策定に着手する。

街路樹や公園の桜について、貴重な資源である反面、
大量の花弁や葉の落下により沿道住民に多大な負担
がかかっているが、市の見解は。

A

清掃等において沿道住民の方に負担がかかっていること
は認識している。2021 年度より、市内で２カ所、落ち
葉の時期に合わせて路面清掃による清掃頻度を増やした。

かったので「どうしたらいいですか」と確認したところ、「戸
籍上の性別を記入してください」と指示がありました。窓口
の方もそうせざるを得なかったことは理解しておりますが、
本意ではない行動を取らざるを得なかったことで非常に嫌な

街路樹、どう思われますか？？

思いをしましたし、残念に思った気持ちを今も鮮明に持って

市は街路樹の撤去を進めていく方針であると発表しました。

います。こういった思いをする方が一人でも減るようにする

私は街路樹は大切な存在だと考えています。本音としては、

ために、不要な記入欄を削除していくことが必要です。

木を１本切ることにも抵抗の気持ちを持っていますが、様々
な方のお話を伺う中で、街路樹が地域住民の方に負担をかけ

「性別欄の廃止について」の
一般質問映像はコチラ！

ていることを知りました。
例えば桜の下には大量の花弁や葉、時には虫も落ちてきます。
市内のほとんどの場所では地域住民の方が清掃しており、「清
掃が大変だから桜を切って欲しい」というご要望も寄せられ
ています。外から人を惹きつける桜が実は地元住民に嫌われ
ている…このようなことが起きないよう、市は責任をもつべ
きです。ですが撤去を進めるのであれば、きちんと計画を策
定し、住民が合意できる方法で進めるべきだと考えます。

「街路樹について」の
一般質問映像はコチラ！

物価上昇について

Q

物価上昇について、市民生活にどの様な経済的影響
を与えると考えているか。また、市の事業において
は物価上昇に対し、どの様な対策を考えているか。

A

既にコロナ禍で経済的に厳しい状況に置かれている中、
市民生活、市内事業者にとってさらに厳しい状況となっ
ていると認識している。市の事業においては財政見通し
が今より厳しくなる可能性がある。先行きが不透明な状
況であればこそ、なりたいまちの姿の実現に向け、着実
に事業を実施する。

児童相談所について

Q

「児童相談所の町田市への誘致」について、市の取
り組みは。

A

東京都に対し、都立児童相談所の設置場所について候補
地を提案する意思があることを伝えている。

代表質疑
市の事業について、物価が上昇している現状においても「着
実に事業を実施する」という答弁がありました。進めるとし
ている事業の中にはこの状況下で性急に進めない方が良いと
考えられるものも含まれています。市民生活や市内事業者へ
の経済的な打撃が大きいと認識しているのであれば市税の使
い道を変えていくべきです。
市民の皆さまが安心して暮らせる町田になるよう、引き続き
取り組んでまいります。
また、児童相談所については現在、町田は八王子児童相談所
の管轄となっており、多くの不便が生じています。町田への
誘致（設置）が確実なものとなるよう、引き続き取り組んで
まいります。

代表質疑の
映像はコチラ！

旧忠生第六小学校の解体工事が始まります

2023年 4月より 15歳〜 18歳の子どもへの
医療費助成が開始されます！

中学校給食センター建設予定地の一つである「旧忠生第六小学校」
（山崎団地付近）の解体工事が 2022 年 11 月〜 2023 年 6 月ま
で行われます。
跡地に建設される給食センターは全 8 校分の給食を調理する市
内最大の給食センターとなります。2025 年度から給食の提供を
開始する予定です。

本案には賛成しましたが、所得制限や
自己負担が残る形であるため、私が委
員長を務める文教社会常任委員会より
「子どもの医療費助成における所得制限
や一部負担金の撤廃」等を求める東京
都宛の意見書を提出し、全会一致で可
意見書全文はコチラ▷

決されました。

新しいごみ処理場で火災が発生しています
本年稼働が開始した「町田市バイオエネルギーセンター」（ごみ処理場）にて
火災が発生し、設備が使えなくなる等の被害が発生しています。
火災の原因は不燃ごみとして出されたリチウムイオン電池やカセットボンベ、
ガスライター等だと考えられています。ゴミは正しく分別しましょう！！

上記火災に関する
一般質問はコチラ！

本年７月から小型充電式電池の回収が始まりました。
有害ごみ（乾電池）の日に出すことができます。

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。

町田市の生活保護相談先は町田市役所
（所在地：町田市森野 2-2-22

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られる場合があります。

地域福祉部 生活援護課です。

電話：042-724-2134

ファックス：050-3101-1651）

