
福生病院組合議会臨時会が開催され、議員各位のご推
挙により、副議長を拝命いたしました。公立福生病院は、
福生市・羽村市・瑞穂町の2市1町から構成される一部事
務組合により運営されています。福生病院は、少子高齢
社会における様々な課題に対応するため、経営形態の見
直し等、改革プランが推進されています。さらなる医療水
準の維持向上や救急医療の推進、患者サービス向上に
むけ力を尽くします。

福生病院組合議会 副議長を拝命

福生「生きがい都市」宣言！
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要  請

防  犯

環  境

市民の暮らしに安心・安全を！

横田基地に関する要請
北関東防衛局（さいたま市）そして防衛省
本省（新宿区）に対する要請行動を行いま
した。横田基地対策特別委員会が毎年行  
っているものです。市民が置かれている現
状を訴えるとともに、基地交付金・調整交
付金の充実、騒音対策、軍人のマナーアッ
プ等について福生市議会としてしっかり要
望してまいりました。今後も基地対策につ
いて粘り強く要請するとともに緊急時には
素早くい対応を行っていきます。

犯罪を生まない地 域づくりを！

社会を明るくする運動
保護司の一員として「社会を明るくする運
動」に参加しました。犯罪や非行の無い安
全・安心な地域社会を築くための活動で、
今年も福生二中学生の有志の皆さんと福
生駅でキャンペーン活動をしました。犯罪
予防への多くの方々や関係機関の努力に
より、犯罪発生件数が減っていますが、再
犯率は上昇しています。犯罪を犯した人や
非行歴のある青少年を孤立させないこと
が大切です。今後も立ち直りを支援し、犯
罪を生まない地域づくりを仲間と共に継続し
ていきます。

現 場 主 義 を 徹 底！

玉川上水緑地日光橋公園・
水喰土公園 視察
「玉川上水緑地日光橋公園及び水喰土
公園の整備事業の見直しを求める陳情
書」が提出されたのを受け、正和会の有
志と両公園の現地視察を行いました。杉
山行男会長を先頭に、緑地帯にも足を踏
み入れ、自分たちの目で現場を確かめま
した。今後も市民の皆様から提出された
陳情等には誠意をもって公正に審議して
まいります。



福生「生きがい都市」宣言！

観光振興

輝き市民サポートセンター
登録団体の活動を紹介する
このイベントは市民活動参
加のきっかけづくりの場とな
ることを目的として開催され
ています。目の不自由な方
に音声コードを使 用して情

報提供している「ランプシェード」さんにお話を伺いました。事業を若
い世代へ引き継ぐという大きな課題があるそうで、後継者不足の問
題はどの分野でも深刻だなと感じました。人と人との出会いや結び
つきを強めるための機会の創出やインフラの整備を推進します。

福  祉

今年も多くの来場者でにぎ
わいました。私は市議会の
一員として民謡パレードに
参 加しました 。H 3 0 年9月
議会で一般質問した、熱中
症 対 策、ゲリラ豪雨対 策、
ごみ対 策など、そして商業
振興策としてどのような形
で後世へ繋げるか、今後も
推 移 を 注 視 し活 性 化 を 後
押しします。

市民一丸となって清潔で安全安心なまちづくり！

富士見通り周辺地域美化運動環  境

和（わ）くわく七夕  洋（よう）こそ福生へ！

第69回 福生七夕まつり開催
市民活動のひろば

「輝きhands to hands 2019」

福生市郷土資料室の企画展示

「平和のための戦争資料展」生涯学習

多摩飛行場や米軍ハウスに
関する資料、その他に家庭
用米穀通帳、主要食糧選択
購入切符など当時の市民生
活にかかわる資料が展示さ
れていました。夏休みに入り
親子連れの姿もありました。
福生市には様々な文化資産
があります。保存保管にとど
まらず、まちづくりの資源と
しての活用も進めます。

富士見通りを中心に福生駅東口周辺を清掃しました。安心して楽
しめる地域を目指し、飲食業組合や町会の皆さんと活動を続けて
います。外国人の店舗経営者も参加。清潔で安全安心なまちづく
りを市民一丸となって推し進めます。

市民部

●窓口事務
●市民契約保養施設事務

総務部

●まちづくり寄付金  ●防犯活動事務
●防災食育センター 防犯カメラ改修工事

生活環境部

●農業振興事業　●公害対策事業
●町会活動支援事業

教育部

●プログラミング教育推進校事業
●保護展示事業
●松林会館運営事業

総括質疑

●総合戦略の実施状況について
●二つ以上の部署が連携して
　行った事業について
●教育基本方針に基づいた
　主な取り組みについて

子ども家庭部

●赤ちゃん初めての絵本事業
●青少年対策事業
●保健所運営事業（森と自然を活用
　した保育推進事業補助金）
●地域型保育給付事業
●認証保育所運営助成金

福祉保健部

●受験生チャレンジ支援貸付事業
●福祉バス運行事務
●介護予防・地域支えあい事業

企画財政部

●広報事務編集用ソフトライセンス
●電子自治体   ●町会活動支援事業

都市健康部

●地籍調査事務  ●私道整備事業
●道路橋梁管理事務
●公園管理事務  備品購入費

9月10日～13日の4日間行われ、賛成多数で認定されました。会派を代表して
「総括質疑（審査の最後に行う決算全般についての質問）」を行いました。

平成30年度

福生市
一般会計決算審査

特別委員会



9月定例会
一 般 質 問 気候変動への取り組みについて

●緩和策について　●適応策について

市有資産等の利活用について
●ネーミングライツについて　●文化資産について

新学習指導要領の実施に向けた取り組みについて
●プログラミング教育について
●プログラミング教育等の実施に向けた教育委員会の取り組みについて

９月定例会では以下の３項目について一般質問いたしました。
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佐藤こうじ 福生

［発行］佐藤こうじ後援会  〒197-0022 福生市本町79

佐藤こうじプロフィール

1968年、東京都日野市生まれ。
日野市立第二小学校、日野市立第一中学校、
東京都立南多摩高校、中央大学法学部卒。
小学生時代・・・カブト虫・クワガタや魚獲りに明け暮れる。
中学生時代・・・卓球部所属（市や地区大会で優勝！）
高校生時代・・・卓球部と体操部に所属。ロックバンド結成。
大学生時代・・・法学、政治学を学び、政治学のゼミに所属。

カラオケ、卓球、読書（社会科学系等

の本をよく読みます。漫画も好きです！）

地方自治は民主主義の学校
である（J.ブライス）

生年月日・血液型

職歴〜現在

趣味 特技 政治観

福生市本町町会 顧問
社会福祉法人不動福祉会 理事

（すみれ保育園・本町保育園・熊川保育園）

処人藹然 （しょじんあいぜん）

「人と接するときには和やかな
態度で接すること」

家族 地域活動 座右の銘

討議資料

佐藤こうじ
Facebookページ

市議会議員は
毎日何をしているのか

福生生まれの妻（介護福祉士）、
大学生の長男、社会人の次男、
高校生の長女との5人暮らし

1968年10月28日（さそり座）
O型

猛威を振るった台風19号は、大きな爪痕を残し去りました。お亡くなりにな
った方々のご冥福を祈るとともに、皆様の安全と被災地の一日も早い復
旧、復興を祈念いたします。福生市では、南田園地区及び北田園地区全域
3493世帯6814人に避難指示が発令され、1559名の方々が避難する状況と
なりました。私は、防災の所管である委員会の委員長という立場から、いく
つかの避難所に行き、その運営状況の確認をいたしました。市の職員やボ
ランティアさんが中心となり避難してきた住民の方々に丁寧に対応していま
した。幸いにも福生市においては、負傷者報告や床下浸水などはありませ
んでした。しかしながら河川近くの公園は被害を受け、特に南公園は全体
が浸水してしまいました。台風が去った後に被害状況を確認に行きました。
被害状況を目にし非常にショックを受けました。平成19年にも南公園は台風被害に見舞われましたが、そ
の時と同様、公園としての機能取り戻すまでにはいくつかの山を越えなければなりません。9月定例会
では「気候変動への取り組みについて」一般質問しましたが、早急に風水害対策の一層の強化
を図る必要があります。いつ襲いかかるかもしれない災害への備えを盤石なものにするた
めに、今回の経験を一つも無駄にすることなく市の防災・減災対策に生かせるよう、
私も市民のみなさまのご意見を伺い、情報収集し、提案につなげていきます。

誕生〜学生時代

猛威を振るった台風19号
Satokoji 

Column

コラム

保険会社、繊維業界紙新聞記者、予備校講師、家業の建築業（型枠工事／二級建築士）を経て、
福生市議会議員に初当選。議会運営委員会委員、総務文教委員会委員、議会改革に関する
特別委員会副委員長、横田基地対策特別委員会副委員長、西多摩衛生組合議会議員など歴任。

2015年

福生市議会議員に再選。総務文教委員長、議会運営委員、横田基地対策特別委員、議会改革
に関する協議会 座長代行、福生病院組合議会副議長、市議会会派 正和会 政調会長として活動中！

2019年

佐藤こうじ後援会 事務局
TEL / FAX 042-849-2196

koji.sato.off ice@gmail.com
〒197-0022 福生市本町 79

生福生 都市きがい 宣言！
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