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新型コロナウィルス感染症との闘いが長期戦とな
ることを見据え、感染予防と社会経済活動を両立
する「新しい生活様式」が求められております。 
皆様とともに、現場の声に耳を傾けて活動してま
いります。 

引き続きのご指導ご鞭撻を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し
上げます。 
 令和�年昭島市議会第�回定例会が�月�日から�月�日までの会期
日程で開催されました。吉野ともゆきは通算��回目となる一般質問
で以下の点について、質問・要望させて頂きました。 
１．『災害に強いまちづくり』について 
また今回は、昭島市の新型コロナ禍の取組を公明党昭島市議団の実
績も含めて掲載させて頂きます。 
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公明党の政策や活動実績はもちろん、国全体の政治動向についても 
とても分かりやすく、役に立つ記事が盛り沢山、掲載されています。 
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【問】：昨年の台風１９号に代表される風水害、そして最近全国で頻発
している地震など、近年は毎年の様に自然災害が発生している。更にこ
のコロナ禍により、災害への強い危機感がこれ
まで以上に高まっている。まずは一人一人が自
助努力を行う事が共助・公助に繋がり、結果的
に防災力の強化に繋がると考える。市の基本的
な考えは。  
【市長答弁】：「備えあれば憂いなし」。基本
となるのが「自助」である。その上でコロナ禍
での災害対策を感染症対策を講じながら迅速に
実施していく。 
【答】：自助の意識を高めてもらう取組として市ホームページ、市民便
利帳、市民防災マニュアル等を活用している。また、ハザードマップ
（本年�月上旬に全戸配布）を活用して引き続き周知に努める。 

【問】：自助推進の新たな取組として、各家庭の防
災用備品購入助成制度を創設するべきと考えるが。 
【答】：最新の市民意識調査では「備蓄品を備えて
いる」と回答した市民の方は����％であり、市民
の約半分の方が備蓄していない状況にある。購入助
成制度については、他市の状況など調査・研究して
いく。 

 

本会議の映像がインターネットでも見られます。 
昭島市のホームページから、 
「市議会」ڀ「昭島市議会インターネット映像配信」 
で、一般質問の内容全て、映像でご覧いただけます。 
以下、私の一般質問と市側の答弁をダイジェストで掲載いたします。 
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【問】：『避難行動要支援者等の支援について』 
避難行動要支援者、障害のある方、高齢者の方々
を近くの避難所へどのように避難をするか、誰が
支援するかについて、避難支援等関係者や自主防
災組織等と連携する中で、個別支援計画を策定中
と認識しているが進捗状況は。 
【答】：災害対策基本法に基づき、重い障害や要

介護状態により災害時に自身で避難が困難となる、避難行動要支援者の
登録者は�����人。このうち、土砂災害警戒区域の方々を優先度をもっ
て支援を図るとともに、市災害対策本部の避難対策班を中心として体制
を整えている。 
【問】：支援する側のマンパワーについての市の考えは、 
【答】：実際の支援にあたる避難支援等関係者として、警察、消防、消
防団、社会福祉協議会、自治会、自主防災組織などを位置づけている。 
更なる大規模災害への対策にしっかりと取り組んでいく。 
【問】：風水害と地震等発生時の対応にはどのような違いがあるのか。 
【答】：風水害においては、これまでの対応で支
援可能となっているが、地震等大規模な災害が発
生した場合は、公助の取組だけでは、災害対策は
成り立たない。市内事業者との連携や地域に根差
した共助の取組など、様々な施策を検討しなが
ら、柔軟で総合的な視点で避難行動要支援者に対
する具体的な支援策の検討を進めていく。 
【問】：避難に係る事前のシミュレーション、予行演習が重要と考える
が実施については。 
【答】：訓練の重要性は認識しており、水防対策の図上訓練なども計画
しており、避難行動要支援者の避難支援を含めた防災訓練について、ど
のような取組が可能か検討していく。 
厙�ページ『⋉公助の取組について』に続く 
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保育施設等の登園自粛や小中学
校等の臨時休校に伴い、自宅で
学習される小中学生に
は�万 円 分、�～�歳 児
には�千円分の図書カー
ドが配布されました。 

 

 公明党昭島市議団は、新型コロナウイルス感
染症の感染拡大が市民生活に大きな影響を及ぼ
していることから、市民の皆様からいただいた
切実なお声をしっかりと市へ届け、市民の命と
暮らしを守る取り組みを進めるよう、�回の 
緊急要望を提出しました。要望した項目は市で  
真摯に受け止めていただき、補正予算に盛り込
まれるなど、その多くが施策等に反映されまし
た。引き続き、市民の皆様の声を市へとつなげ
てまいります！ 

 

 

 

  

  

子どもの生活・学習支援及び保
護者の経済的負担を軽減する 

ため、ひとり親家庭の児
童に対し、国の支援策に
さきがけ、市独自の給付
金が支給されました。 

「昭島エール飯」
「昭島さきめし応
援プロジェクト」
など、市内商店を
応援するための支
援策を推進しました。 

国などの家賃補助
に加え、昭島市独
自の事業者に対す
る家賃補助制度が
創設されました。 

新型コロナウイルス感染症の検
査可能な医療機関と
協定を締結し、市民
の皆様が検査を受け
られる体制を整えま
した。 

避難状況の迅速かつ正確な情報
の把握のために、避難所および
消防団等にタブレッ
ト 端 末 を 配 備 し ま
す。 

議員の月額報酬の
��％を、�カ月間��
月～�月�削減し、新
型コロナウイルス感

染症対策のための財源に充てる
こととしました。 

��歳以上の高齢者を対
象に、市内タクシー業
者と市内ホテルが連携
してお弁当をご自宅へ。お弁当
配達時に詐欺防止、介護予防チ
ラシを併せて配布しました。 

子育て世帯の生活を支援するた
めに、臨時特別給付金として中

学生までのお子さん
一人当たりに�万円の
給付金が支給されま
した。 
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〇ネット環境のない家庭の子どもも含め、すべての小中学生がオンライン授業 
 を受けられる体制の構築 
〇医療現場での感染予防のために、電話診療やオンライン診療の推進 
〇ドライブスルーによる3&5検査の実施 
〇�〜�歳児へのおむつ支給またはこども商品券の支給 
〇市内の医療従事者、保育士、学童保育従事者への特別手当の支給 
〇現在不安定な状態にある受験生（中�生、高�生）に対して支援策の構築 
〇小中学校の水道に非接触の自動水栓の設置の推進 
〇市内飲食店の三密を避けるための対策費用の助成 
〇求職中の失業者に対する給付金の支給 
〇アルバイトを失った大学生の任期付職員としての採用 
〇国が対象とする困窮大学生に対し市独自の支援金の給付 

 

 

   

  

収入が減少している
場合など、一時的に
水道料金・下水道料
金の支払いが困難な
方には最長�カ月、支払いを猶
予します。 

学校再開に合わせ、児童生徒の
検温のため、非接触型の体温計
が各小学校に�台、
各中学校に�台支給
されました。 

市内事業者向けよろず支援相談
ダイヤルを開設。専門の相談員
�中小企業診断士・
社会保険労務士�が
各種相談にお応えし
ます。 

マスクやフェイスガード、非接
触型体温計、消毒
液等を防災用備蓄
品として購入し、
拡充されました。 

新型コロナウイルス感
染症の影響で業績が悪
化している事業者に対
し、事業の継続と雇用
の維持のため、市からの応援金
�最大��万円�が実現しました。 

公明党が主導して特別定額給付金(��万円)の全員給付を
実現しました！昭島市においては、システム改修や申請
書の印刷等の準備を最短でできるよう調整するなど、一
日も早く給付金が市民の方々へ届くよう市議団として訴
えました。 

市の公共施設の利用について、
施設別の休業要請緩
和ステップを０～３
と決め、感染予防策
を講じて行うことと
しました。 
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厙�ページ目『⋈共助の取組について』から続く 

【問】：昭島市民に等しく防災情報が迅速・正確に受け取れるよう、市
内外国人居住者や外国人観光者の増加に対応するため、防災行政無線、
市公式7ZLWWHU、災害情報メール等の多言語対応を導入する考えは。  

【答】：現在、市ホームページでは英語、韓国語、
中国語に対応している。質問のメディアについて
は、他市の状況など踏まえながら、調査・研究す
る。 
【問】：『学校教育での防災教育について』 
 小学校・中学校などたくさんの子供がいる機関が災

害時にどう行動するかは被害をできるだけ少なくするという観点からと
ても重要である。東日本大震災の時の「釜石の奇跡」がその重要性を語
る最たる例である。まずは昭島市の児童・生徒への防災教育についての
基本的な取組は。 
【答】：都教育委員会から配布された「防災ノート」、また令和元年度
より、都防災部から「東京マイ・タイムライン」が配布されており、家
族で話し合って適切な避難行動ができるよう取り組んでいる。 
【問】：昭島市の更なる取組として、学校教育での心肺蘇生（$('）の
研修を徹底しては。 
【答】：$('の体験を行っている学年もあり、今後、関係機関と連携し
て、児童・生徒の発達段階に応じた取り組みを進
めていく。 
【問】：『避難所の確保について』 
新型コロナ禍のソーシャルディスタンスにより、
避難所収容人数が６割減少となる。更に風水害時
には多摩川近辺など避難所利用不可の地域もあ
る。公的施設の他、ホテルや旅館・民間施設も含
めた更なる避難所の確保が必要と考えるが。 
【答】：学校の教室、市民会館の大ホールやアキシマエンシスの他、
国、東京都及び民間施設などの活用についても調整を図っていく。 
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昭島市の新教育福祉総合センター「アキシマ
エンシス」がこのほど、オープンしました！
同施設は、閉校した旧小学校の敷地を活用。
発達支援相談、子育て相談窓口などが設置さ
れているn校舎棟|と可動式客席を備えた体育
館、新設された国際交流教養文化棟には図書
館と郷土資料室を設置。図書館は��万冊を
所蔵。学習スペースも���席を確保。新型コロナウィルス感染拡大影響
で接触を不安に思う利用者のため、自動貸出機と専用ボックスで返却を
通常化。一方、郷土資料室にはタッチパネル式で市内名所を紹介。プロ
ジェクションマッピングを活用した市の歴史や風土を学ぶことができ
る。また、棟内には市内で発掘されたクジラの実物大骨格模型や化石も
展示。�日中、快適に過ごす事ができます！ぜひお越しください。 
以下、図書館で公明党昭島市議団の提案により
実現した主なものを紹介します！ 

 〒���-���� 
昭島市つつじが丘�-�-�� 

所在地： 
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【吉野ともゆき�プロフィール】 
〇経歴：昭和��年�月��日生まれ 
    昭和��年  新潟県立柏崎高校卒業 
    平成�年 �東京工科大学工学部中退 
    平成��年��昭島市議会議員�期目当選 
〇家族：妻と二男二女の�人家族 
〇身長：���FP 〇体重：��NJ 〇血液型：2型 
〇趣味：カラオケ マラソン ビーチボール ソフトボール
尊敬する人：両親 〇座右の銘：「現場第一主義」ٳ
〇好きな食べ物：牛丼 さば 

情報を写真入りで発信しています！ アカウントお持ちの方はぜひ！ 

 

ホームページの更新とともに、活動報
告や、感じた事をつぶやいています。   
ぜひのぞいてみてください！  

KWWSV���WZLWWHU�FRP�WRPR\XNL\RVKLQR 

議員活動や実績等を掲載しております。 
ぜひご覧ください！ 

 吉野ともゆき 検�索 

 

本定例会では、新型コロナ禍による市民の皆様への支援が国や東京都の
施策だけではなく、昭島市独自の対策や支援も市補正予算により数多く
実現しました！ 
ここに掲載できなかった様々な施策をぜひ、昭島市の以下のサイトから
ご覧頂ければ幸いです。 
昭島市も我々、公明党昭島市議団も、今後も更に迅速に確実に皆様の声
に耳を傾け、実現してまいります！ 
 
KWWSV���ZZZ�FLW\�DNLVKLPD�OJ�MS�V�������������������������������KWPO� 


