
Typhoon Hagibis heading towards Japan in October 2019
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９月２日から３０日までの２９日間に渡り、 令和元年第３回府中市議会定例会

が開かれ、 一般質問（裏面参照）、 各委員会での議案審議、 陳情審査、 また

令和元年度補正予算および平成３０年度の決算審査等が行われました。

１０月１日からの幼児教育 ・ 保育の無償化に係る条例改正や、 これまで成年後

見制度の弊害となってきた様々な制限をなくす「欠格条項」の削除に係る条例

改正など、 大きな制度改正に伴う議案のほか、 府中基地跡地留保地の利用

計画策定に向けた動きや、 その敷地の一部を市道として認定した小金井街道

歩道の拡幅整備など、 公明党が力を入れてきた取り組みも前進しました。

後半の議員全員による決算特別委員会では、 平成３０年度一般会計決算の

認定について活発な質疑が交わされ、 公明府中も各議員の質疑とともに、

委員会を締め括る会派の総括質問では奈良崎久和議員が立ち、 ここまでの

市政運営を評価した上で、 歳入では、 景気回復傾向による市税の増収やボー

トレース事業で増収となった一方で、 法人市民税の減収やふるさと納税の影

響などのマイナス面も確認。 歳出では、 耐震化など防災 ・ 減災、 食品ロス削

平成３０年度決算を認定
将来を見据えた持続可能な市政・財政運営を評価

台風１９号
市内公共施設へ避難者８２８０人

１０月１２日から１３日にかけ、 台風

１９号による記録的な大雨で多摩

川が増水、 氾濫の恐れがあると

して、 １２日１７時には一部地域に

対し「警戒レベル４」の避難勧告

が発令。 市内公共施設のほか、

都立高校や商工会議所、 府中刑

務所体育館など含め３７ケ所の

避難所が開設され、 ８２８０人の市民が避難しました。

公明府中の議員団５人も、 それぞれの地域で避難所運営のサポートや

地域の巡回、 情報発信などに奔走。 翌１３日午前７時には氾濫注意水

位を下回り、避難は解除されました。 今回、総合体育館など一部スポー

ツ施設で大きな被害を受けましたが、 人命は守られたことや、 大規模

停電や断水に至らず、 市民生活への影響も最小限に抑えられました。

今後も激甚化・頻発化が予想される風水害に対し、 「命を守る」 ために、

自助 ・ 共助 ・ 公助それぞれにさらなるレベルアップが求められます。

多摩川の水位は過去最高の６.３３ｍを記録
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減や受動喫煙防止などの環境政策、 またラグビーワールドカップや東京２０２

０オリパラ大会への取り組みを中心に質疑を展開しました。

５日間に渡る決算審査を踏まえ、 最終日の本会議では、 公明府中を代表して

西村陸幹事長が、 本決算に対して賛成の討論を行い、 将来を見据えた持続

可能な市政・財政運営を評価。 採決の結果、 賛成多数により可決されました。

１１月１日、 令和２年度 府中市

予算編成に関する要望書と、

台風１９号を受けて各議員に寄

せられた市民からの声や自ら

現場で感じた事などをまとめ

た 「水害対策の充実を求める

要望」を高野律雄市長に提出しました。 高野市長からは、 日頃の取組み

への評価とともに、 災害対応についても意見を交わしました。

１０月２６日、 けやき並木通りにて

公明府中議員団と支援の会が、

台風１９号による被災者の方々へ

の支援街頭募金を行いました。

多くの方が足を止め、１５７,８６９円

にのぼる募金が寄せられました。

この募金は日本赤十字社を通じ、

被災地また被災者の方々に届けられます。１日も早い復旧・復興を祈ります。

令和２年度予算と台風１９号など
水害対策について府中市長へ要望書を提出

令和元年台風１９号
被災者支援街頭募金を実施
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これまでの一般質問から実現
①デザインマンホールが設置
②マイ・タイムラインの体験訓練が導入
監査委員として議会での質疑を控えているため、 今回形になった政策をご紹介

遠田 宗雄　府中市議会議員

文教委員会 ［副委員長］ ／市庁舎建設特別委員会

一般質問
ユニバーサルな視点と持続可能な
コミュニティ交通の確保と
コミュニテイバスの利便性向上を

市民協働によるコミュニティバス運行事業を求めて質問しました。 市は、 利用者が毎

年２００万人を超え、 交通不便地域の解消は達成でき、 今後は限られた財源の中、 社

会経済情勢の変化にも対応し、 継続的かつ安定的に事業を進めたいとの答弁。 一方

で、 運行補助金の増加や市民要望で実現した民間バス路線は１日１便に縮小されてい

ます。 以上のことから、 運転手不足や運行経費の改善が可能な「民間バス路線とちゅ

うバス路線の再検討」 「ワゴン車やタクシーの活用」などを要望しました。
遠田 宗雄
文教委員会 ［副委員長］ ／市庁舎建設特別委員会

一般質問
ユニバーサルな視点と持続可能な
コミュニティ交通の確保と
コミュニテイバスの利便性向上を

西村 陸　府中市議会議員

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
①洪水など水害から命を守るソフト対策
②中高年のひきこもり支援

９月４日の一般質問では、①益々激甚化が進む風水害に備え、 自助 ・ 共助の取り組み

を後押しする観点から特にソフト対策に重点を起き、 警戒レベルの周知、 マイ・ タイム

ラインの具体的な実施、 市の情報発信に「LINE」の追加、 地域で活躍する防災士育

成のための研修費用一部負担などについて要望。 ②中高年のひきこもり支援では、

都が訪問相談を３５歳以上に対象拡大したことを受け、 従来の青少年を対象とした窓

口体制を福祉全般として相談者にわかりやすく整理し、周知の強化含め要望しました。

文教委員会 ［副委員長］ ／市庁舎建設特別委員会

西村 陸
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
①洪水など水害から命を守るソフト対策
②中高年のひきこもり支援

髙津 みどり　府中市議会議員

厚生委員会 ［委員長］ ／基地等跡地対策特別委員会

一般質問
①教育費の負担軽減を求めて
②予防接種再接種費助成の推進を

①子どもの学習 ・ 生活支援事業、 奨学金の利用状況については、 学習室の利用は

定員一杯で利用者全員が高校へ進学していることから、 市の奨学金制度に大学生へ

の給付型奨学金の導入も検討するよう要望。 ②定期予防接種の再接種費助成につ

いては、 小児がんなどで抗がん剤治療や骨髄移植を受け、 一度受けた予防接種の抗

体がなくなった子どもは再接種の必要があり、 費用は自己負担で１０万以上に。 自治

体で再接種費助成が進む中で本市でも助成を検討するよう要望しました。

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

髙津 みどり
厚生委員会 ［委員長］ ／基地等跡地対策特別委員会

一般質問
①教育費の負担軽減を求めて
②予防接種再接種費助成の推進を

福田 千夏　府中市議会議員／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

①令和元年９月補正予算で、 平成３０年第４回定例会にて要望した府中市オリジナル

デザインマンホールの設置とマンホールカードが作成されることになりました。

②各地に甚大な被害をもたらした台風１９号。 府中市も、 避難勧告の情報伝達や捉

え方など多くの課題を残しました。 平成３０年第３回定例会において「マイ・タイムライン」

の必要性を訴え、 本年の総合防災訓練において「マイ・ タイムライン」の体験訓練も導

入されました。 水害逃げ遅れゼロを目指します。

①デザインマンホールが設置
②マイ・タイムラインの体験訓練が導入
監査委員として議会での質疑を控えているため、 今回形になった政策をご紹介

これまでの一般質問から実現

厚生委員会 ［委員長］ ／基地等跡地対策特別委員会

福田 千夏
建設環境委員会／学校施設老朽化対策特別委員会

奈良﨑 久和　府中市議会議員

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
①学校トイレ（体育館含め）をより快適に
②公共施設 近隣市との相互利用を

①６月議会で、 学校トイレ改革（その３）として、 快適で誰にでも親しまれるトイレをめ

ざし質問。 前回のトイレ改革（洋式化・ 明るく・ きれいに）から１１年、 体育館含め更な

る洋式化、 乾式化、 人感センサーなど、 大規模改修計画に位置付け進めるよう要望

しました。 ②９月議会では、 公共施設の近隣市との相互利用の推進を求め質問し、

人口減少社会での公共施設のあり方を見直すとともに、 広域での施設の相互利用推

進や計画 ・ 設置 ・ 維持管理等を進めるよう要望しました。

建設環境委員会／学校施設老朽化対策特別委員会

奈良﨑 久和
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／

一般質問
①学校トイ
②公共施設 近隣市との相互利用を

公明府中議員団は、 ９月１２日から３日間にわ

たり、 毎年行っている次年度の府中市予算

編成に向けた政策懇談会 （ヒアリング） を

開催。 業界団体や福祉団体など１１の団体が

参加し、 多くのご意見や要望が寄せられまし

た。 議会会期中でもあったことから、 決算

特別委員会の質疑でも取り上げたほか、 １１

月１日に高野市長に提出した公明府中からの

予算要望にも反映しています。

１０月５日、 乳がん撲滅を呼び掛ける 「ピン

クリボン月間」 にあたり、 公明府中女性議員

と党女性部メンバーが府中駅ペデストリアン

デッキで街頭キャラバンを開催。

乳がんは早期発見で治癒する可能性が高く、

これまで公明党が、 がん検診の無料クーポ

ン配布など受診率向上への取り組みをリード

してきたことなどを紹介し、 多くの方がリーフ

レットを受け取られました。

１０月１４日、ＬＧＢＴなど性的少数者の支援を

続けてきた協会の記念式典が、 府中の森芸

術劇場で行われました。 社会での認知は高

まりつつも、 制度の壁や職場などでの対応

にはまだまだ課題もある中、 当事者がより

過ごしやすく、 職場 ・ 地域 ・ 学校などで自由

な選択ができ、 安心して暮らせる社会をめざ

して、 協力者と連携し、 さらに邁進していくと

の決意溢れる式典となりました。

来年度へ向け
政策懇談会を開催

業界・福祉団体など１１団体から
課題や要望のヒアリング

乳がん撲滅に向け
街頭キャラバン実施

１０月はピンクリボン月間として
党女性部が街頭キャラバンを実施

性的少数者の
未来を考える

日本セクシュアルマイノリティ協会
創立１５年記念式典が府中市内で


