MA S A N ORI FUJI W ARA

私は常に
﹁真実を伝える人間﹂として
皆様と正面から向き合ってまいります︒
そして︑責任世代の一人として︑
子供たちが成長した時
﹁多摩市って本当にいい街だね﹂と
言ってくれることだけを願って
頑張りたいのです︒

今までだって変えてきた。

これからも変えていきます！

多摩市は現在「ニュータウンの再生、高齢社会への対応、子育て世代の更なる応援、災害に強いまちづくり」
といった課題を抱え、東京の新たなる住まい方を創造するモデル地域として生まれ変わろうとしています。
未来は批判や評論だけで築くことは出来ません。
マサノリは責任与党の代表として、皆様の生活の中に飛び込み、国や東京都との太いパイプをフルに活用しながら、
首都東京の新たな「リーディングシティ多摩」の実現に向けて力いっぱい頑張ってまいります。

どうぞ、お力をマサノリにお貸しください。きっと、
ご期待に応えて見せます！

今年は以下の政策をライフワークとして取り組みます。
２. 新型コロナと災害、 新たな避難の在り方を提案します！

１. コロナで医療現場も大きく変わる
「オンライン診療の推進を実現します！」

「新しい避難のあり方づくり」

昨年５月１９日に開かれた国家戦略特別区域諮問会議で「今後はオンライン診療をはじめ、社会のあらゆる分野で遠隔対応
を一気に進め、未来を先取りするような新たな日常をつくりあげる必要がある」
と定義されました。新型コロナウイルスの感
染拡大によって浮き彫りになったのは、医療・教育分野をはじめとした我が国のオンライン活用が、世界的に見て後進国で
あると言った実態です。感染拡大を防ぐため、
３密を限りなく厳守することが求められるなかで、政府はオンライン診療・服薬
指導の段階的な緩和を進めてきました。その中でも大きかったのは、原則 初診対面 が厳守されてきたルールを、
「時限的・
特例的」な措置としたものの、事実上初診をオンラインでも可能として全面的な解禁に踏み切ったことです。そして、
コロナ
は現場の医療関係者の意識も変えました。
日本医師会が医療機関614施設（病院125移設、診療所468施設）
を調べたとこ
ろ、初診料の算定回数が病院で前年同期比20.3％減、診療所で29.0％減となっていました。一方で、電話等再診は3925回
と276％増、診療所で280.4％増と大きな伸びを示しました。
これはあくまで 電話等再診 であり、
オンライン診療とは異な
るものですが、新型コロナウイルスへの感染を回避する目的で、患者が一時的に受診を控える動きが顕在化したことで、医
療従事者や医療機関の意識に変化をもたらしたのです。

毎年のように大雨に襲われる日本列島。そんな暴風雨に備えて「早めの避難」
を心掛ける必要がありそうです。そして、今か
ら
「避難先」
もしっかり考えておきたいものです。いざ大雨が降ってから避難先や避難方法を考えたのでは間に合いません。
ハザードマップなどで自宅周辺のリスクを把握し、あらかじめ頼れる
「知人や親戚」にお願いしておいたり、ホテルや「車中
泊」なども視野にいれる必要があるかもしれません。
このように、様々な方法で人々が分散して避難することが大切ですが、
一方でこれまでのように
「避難所」
に多くの人が密集すると、新型コロナウイルスの感染が広がるリスクがある事は言うまで
もありません。
まさに、新しい日常づくりは
「新しい避難のあり方づくり」
でもあるのです。

「過去の災害でも感染症の発生が・・・」

過去の災害でも、避難所で感染症の患者が相次いだことがあります。平成２３年３月１１日の東日本大震災では、岩手県内の
避難所で数十人規模のインフルエンザ患者がでています。そして、
５年前の熊本地震でも、南阿蘇村の避難所を中心にノロ
ウイルスやインフルエンザの患者が相次いで確認されました。
このように避難所では新型コロナウイルスの感染リスクが非
常に高まります。専門家によれば、
くしゃみやせきなどの「飛まつ」は床付近に残りやすいことが報告されています。そして、
更なるくしゃみやせきは空気を動かしてウイルスを巻き上げるだけでなく、床に落ちたウイルスの上を人が歩けば、ほこりな
どに付着した飛まつが床から20センチほどの高さまで舞い上がると言う実験データも発表されています。特に、体育館の
様な摩擦の少ない床では、
ウイルスは長く生き続けると言われています。
よって、
「床に雑魚寝」は非常に危険であると指摘
しており
「避難所の環境を変えるなどの対策をとる必要がある」
と提言がなされました。そこで、多摩市でも「段ボールなど
の簡易ベッド」の購入をスタートしており、
「床からの距離を確保する対策」
を実践しています。

「パソコン、タブレット、スマホで受診が可能に」

厚労省の公表によれば、オンライン診療を実施する医療機関は全国で
1万4500施設まで増加しています。
オンライン診療を実施する東京の
病院のうち、約５割に当たる約900医療機関が初診から応じているので
す。特に小児科の外来患者が激減した病院が多く、活路を求める開業医
も出て来ているようです。すでに４年前からオンライン診療を取り入れ
てきた小児科医の報告によると、夜間の子供の発熱にもそれなりに対
応できることが分かったとされています。もともと子供は病院に行きた
がらないからオンラインでの診療は親にとっては心強いようです。

「医療機関の偏在も解消？地方活性化にも・・・」

「避難所に入る前のチェックは必須アイテム・・・」
Online Medical
Treatment

現在、少子化の我が国では、小児科医は東京を中心に偏在しているのが実態であり、大都市を離れれば大幅に減少している
のが実情です。無論、医療機関不足は小児科に限られたものではありません。現在、糖尿病など生活習慣病患者が循環器系
疾患を引き起こしていますが、
これらの患者さんは自覚症状がないため、放置したまま通院から離脱するケースが多いと言
われています。
このような患者さんの治療継続をサポートすることで、ひいては医療費の抑制につながることは今更申し上
げるまでもありません。
オンライン診療はコロナ後の新しい生活様式の有力候補です。
自治体などがオンライン診療の導入
を支援し、人々の生命を守り、そして地方の活性化につながれば、新しい日本の活力につながる筈です。地方への移住が躊
躇される理由の一つにある医療機関全般の不足も解消できるのではないでしょうか。

「かかりつけ医と連携しICTを適切に活用」

これまで対面診療の重要性を訴え続けてきた日本医師会ですが、
５月２７日に公表した「新しい生活様式」
を支える
「本人に適
した生活習慣」の実践に向けた提言では、
「外出自粛要請下であっても、継続的な健康支援が可能となるよう、
かかりつけ医等
との連携によりICTを適切に活用し、健康状態を自ら把握、管理し、適宜、健康相談・指導等を受ける」
ことを４本柱の一つに盛
り込みました。
ここで注目したいのが、
「平時に国民が かかりつけ医 を持つこと」
と主張した点です。ある医師は取材で
「患者
の名前を聞くと顔や家族構成などが思い浮かぶ。それこそが我々かかりつけ医の存在意義なんです」
と言っています。今後、
本当にオンライン診療と言うツールを生かすためには、
こうした身近な医師の存在が更に大切になるのではないでしょうか。

3. GIGAスクール構想先進市に向けて、積極的に推進します！

避難所で避難者を受け入れる際には、入念なチェックが必要になります。
スタッフは、
まず体温を測ったうえで、
「発熱」
や「せ
き」
「強いだるさ」
といった症状が出ていないか聞き取ります。その結果、感染のおそれがあると判断した場合は、ほかの避難
者とは別の部屋、例えば避難所が小学校の体育館の場合、教室などを利用して症状がある人専用の場所に移って頂きます。
すべてクリアになればいざ避難所内に入りますが、
ここでも注意事項が沢山あります。それはアクリル板や段ボールなどで
行う間仕切りです。避難所内ではどうしても他の避難者と十分な距離が保てない場
合があるため、
アクリル板や段ボールを活用して間仕切りをし、飛まつから身体を守
ることが大切です。そして、
こまめな消毒や手洗いです。避難所の共用部分、例えばト
イレであれば、
ドアノブや電気のスイッチ、手すりなどは多くの人が触るため接触感
染が起きやすい場所です。
こうした共用部分を触る
「前」
と
「後」で手指の消毒や手洗
いをすることが重要です。特に触る
「前」の消毒については、
自分がウイルスを持って
いる可能性もあるので、ほかの人にうつさないという意識を持つことが大切になりま
す。避難所では支援物資や備蓄品などを避難者どうしが共有して使うことも多くなり
ます。モノに触る前後の消毒が必須なのです。避難の仕方・避難時の在り方は大きく
変わるのです。

「対策はこれからが本番。賢い行動を粘り強く続けましょう」

昨年の秋には第３波が到来。大都市だけでなく、今まで感染者が比較的少なかった地
方都市にも感染者が続出しています。残念ながら、新型コロナウィルスの勢いには衰
えが見えません。GOTOトラベルやGOTOイートも賛否両論。
ワクチンの開発・実
用化もまだまだ先。
とにかく心配は尽きません。新型コロナウィルスは私達を試して
います。
コロナ対策や感染防止の気持ちが緩んだところから、一気に勢いを取り戻す
のです。次の波に備えた準備を整える必要があるのです。

マサノリは皆さんと知恵を出し合い、
万全対策の新しい日常を積極的につくって参ります。

GIGAスクール構想の「GIGA」
とは、Global and Innovation
Gateway for Allの略。学校において、児童生徒1人につき1台の
端末と高速大容量の通信ネットワークを整備して、ICT化を推進す
る構想です。欧米に比べて明らかに出遅れてきた日本の教育現場
のIT化。
この機にオンライン学習を推進し、立体的で創造的な教育
現場の実現する必要がります。
今や、子供たちが、Society 5.0（狩猟社会、農耕社会、工業社会、情
報社会に続く新たな社会）時代を担う上で、ICTを基盤とした先端
技術の習得は欠かせません。
また時代の変化の中、多様な子どもた
ちに対して個別最適化された創造性を育む公正な教育が重要で
す。その実現のため、ICTを効果的に活用することが求められてい
ます。そこで現在、文部科学省指導の下、多摩市でも２０２０年度末ま
でに、小1〜中3の児童生徒向けの学習用端末を1人1台導入。加え
て、すべての小中学校、高校、特別支援学校等で、高速大容量の通
信ネットワークを完備することを進めています。

後 援 会 活 動

「毎朝の駅頭活動」…おかげさまで
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「GIGAスクール構想の実現で、学習環境が大きく変わります」
子供たちの学びが激的に深化します。ひとつ一つの強化において学びが深まります。例えば、理科の実験・観察に動画を取
り入れたり、関数や図形などの変化を可視化するなど、立体的で具体的な学習環境を得られるのです。加えて、子供たちの
探究心も満足させることが出来ます。WEB検索による様々な情報収集や、文献の検索、社会全体の世論などを知ることが
可能です。それらによって、課題を整理・分析し、自分の考え方をまとめる事にもつながるのです。つまり、一人ひとりの学習
状況がオンライン上で可視化されるため、様々な特徴を持った子どもたちに対して、
よりきめ細やかな対応が可能になるの
です。そして更に良い事は、通信環境の整備やデジタル教材の導入により、全国どこにいても、子ども一人ひとりの興味や関
心・ペースに合わせて学びを深められるようになる事です。
これが実現されれば、様々な理由で学校に通えない子どもたち
にも学びのチャンスが広がり、先生たちも、本来手をかけるべきところに手が回るようになる・・・まさに教育の大革命が起き
ようとしているのです。

域

3,9２８回 達成！

平成１５年（２００３年）の初当選以降毎日の積み重ねの結果
おかげさまで、
２０２０年１２月3日、駅頭活動「３,９２８回」
を達成しました！
！

貢

多摩市軟式野球大会

献

多摩市市民文化際、オープニング 多摩市なぎなた
セレモニーにてご挨拶
大会でのご挨拶

多摩市軟式野球連盟会長として毎年始球式を
行います。決勝戦の白熱した試合を観戦後表彰
今回はオンライン文化祭になりましたが、皆さんが
式に。その後、優勝＆準優勝チームと記念写真
いきいきとご活躍されている姿は輝いていました。
これからもお元気で！
優勝チームと

秋

秋

秋

「GIGAスクールの実現は自由の翼！」

ターゲットバード
ゴルフの開会式にて
ご挨拶

加えて、デジタル教材のもうひとつの大きなメリットは、学習記録が自動的に残ることです。その履歴を分析すれば、子供の
学習スピードや理解度、認知の特徴を把握できるので、個別最適化された課題が提供され、ひとり一人にあったオーダーメ
イドの教育が実現していきます。つまり、子供自身のペースで学習を進めることができるので、周りと比較して「落ちこぼれ
だ」
と感じたり、
「簡単すぎてつまらない」
と感じたりすることもなくなっていくでしょう。
そして、
オンライン上ならば調べものも格段にスムーズになり、
自作したものが共有できたり・・・。
日常生活では出会えない
仲間や先生を、画面の向こう側に見つけられるようになることも大きなメリット。自分と同じ興味関心を持つ仲間、自分が知
らないことを教えてくれる先生と対話することで、世界の広さを感じられるはずです。
まさにGIGAスクールの実現は、子ど
もたちに自由の翼を与えることと同意なのです。

準優勝チームと

一本杉球場での大会は今回
が初めて。やっぱり芝はいい
ですね！って皆さんが。
この後
始球式もさせて頂きました。

秋

「教員の働き方改革にも・・・」

GIGAスクール構想の実現は、学校の教職員の働き方改革にもつながります。校務支援システムの運用をはじめとしたICT
活用が進むことで、情報の一元管理ができるほか、手作業による業務負担が軽減できるため生産性が向上します。成績処
理、出欠管理、時数管理などの教務系の業務、
また健康診断票の管理など保健系も含めた業務の量が軽減でき、教職員の
労働時間削減など、働く環境の改善が実現します。
マサノリは子供たちのために、未来の教育環境整備を力いっぱいすすめて参ります。

おかげさまで…

多 摩 市 議 会 議 員

個人的な事、地域の事、国制度に関することなど、色々なご相談を連日のように頂いています。
国や東京都との太いパイプが、
ご期待を裏切らないバックボーン。

マサノリはこれからもしっかり頑張ります！

マ サノリ
が ん ば れ！
私たちも
応援しております。
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多摩市議会第３２代議長
● 東京都市議会議長会
副会長
● 南多摩議長会
会長
● 全国・関東市議会議長会
会員
● 南多摩ニュータウン協議会
副会長
● 多摩都市モノレール建設促進協議会 理事
● その他、１
０の役職あり
●

東京都議会自由民主党政策参与

こいそ明

衆議院議員

衆議院議員

小田原きよし 小倉まさのぶ

参議院議員

丸川珠代

文部科学大臣・教育再生担当大臣

はぎうだ光一

多摩市なぎなた連盟には日
本でも上位クラスの実力者
が大勢所属されています。
この古くて新しいなぎなたと
いう武道をなめてはいけま
せん！

内閣総理大臣

菅義偉

主な推薦団体
東京都八南歯科医師会
● 東京都柔道整復師会
● 多摩歯科医会
● 南多摩薬剤師会
● 多摩市特定郵便局長会
● 多摩市リサイクル協同組合
● 多摩八日会
●

