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今
年
も
市
民
の
皆
さ
ま
の
声
に
応
え
ま
す
！昨年は、福生「生きがい都市宣言」をスローガンに、多くの方々にご支援いただき、２期目を迎えることができまし

た。改めて感謝申し上げます。さて、今年はオリンピック・パラリンピックと同時に、福生市としては市制50周年とい
う大きな節目を迎えます。人口減少が進む中、福生の魅力と活力をどのように次の世代へ伝えていくか、この大き
な節目を契機に、さらに市民の皆さんと一緒に、議論を深め、持続可能なまちづくりに力を尽くします。そして防災
や教育を担当する総務文教委員会の委員長を拝命しています。台風19号は大きな爪痕を各地に残しました。風水
害にも強いまちづくりを進めなければなりません。高齢者をはじめ、市民の皆さんが安心して暮らせるまち、子供
たちの笑顔を守り抜くまち、そして学校教育と生涯学習の充実に取り組み、誰もが「生きがい」を見つけることがで
きるまちづくりに、一議員として、心に強い柱を持って、尽力してまいります。今年もよろしくお願いいたします。
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市長をはじめ各部の部長や自主防災組織・
町会長協議会の代表らの出席のもと、台風
19号に係る意見交換会が、もくせい会館で行
われました。元気象庁富山気象台長の上村
喬氏（前鍋ヶ谷戸第二町会長）による講演
「台風第19号の実相と防災対策」と市の対応
についての説明の後、地域からの意見や情
報提供が行われました。地球温暖化の影響
により巨大台風の襲来は増加すると予想さ
れています。市民の意見を生かし、風水害対
策の見直しと強化を議会を通じて進めます。

風水対策の見直しと強化！

台風19号対応に係る
市民との意見交換会開催

『福生の「ハコモノ（公共施設）」を考えよう』
地域懇談会に参加しました。市内の利用者を
対象に、市職員からの公共施設に関する説
明の後、ワークショップ形式で今後の公共施
設について話し合われました。市は公共施設
保有量の20パーセント削減を目指し計画の
策定を進めています。私は令和元年第2回定
例会で「公共施設の複合化に見る可能性と効
果について」一般質問を行なっています。今後
も市民生活や活動、市民間交流に資する公
共施設のあり方について提案していきます。

公共施設のあり方を考える！

「ハコモノ」を考えよう
懇談会に参加

防  災

公共施設

委員長を務める総務文教委員会の視察を
行いました。一日目、大阪市立中央図書館
で、多言語対応、「やさしい日本語」による
情報発信について視察、新たな図書館の
機能についても学びました。福生市の外
国人対応の強化、文化・情報発信の拠点と
しての図書館機能の強化につなげます。
二日目、大阪府箕面市では「放課後等デ
イサービス事業所と学校の連携」について
学びました。切れ目のない子育て支援の
充実に必要な「福祉と教育」の連携強化を
議会を通じ訴えていきます。

視  察

多文化共生・福祉と教育の連携

大阪を視察
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防  災

東京都のプログラミング教
育推進校である福生三小で
の試行錯誤を重ねた2年間
の成果発表となる授業でし
た。児童が楽しみながら互
いに教えあっていて、とても
良いと感じました。子供たち

は国語や算数、理科など各教科の授業の中で「プログラミング的
思考」を学びます。各教科で学ぶ内容を「プログラミング的思考」を
通じて、あるいは用いてどのように学ぶか、そしてその学びを深めて
いくか、教職員研修の充実、ICT環境の充実を訴えていきます。

教  育

テーマは「防災とコミュニテ
ィー」。私 は 1 2 月定 例 会で
「市民の防災活動等及び地
域防災力の育成、支援につ
いて」一般質問しました。防
災を通じての町会・自治会な
ど地域の活性化、さらには事
業所等や外国人の参加を視
野に入れた自主防災組織の
充実を訴え、地域全体の防
災力の向上につなげます。

文化活動を通して「生きがい」を！

第49回 福生市民文化祭 開催市民活動

鹿児島県霧島市で開催

第81回 全国都市問題会議に参加
「プログラミング的思考」を学ぶ

プログラミング教育の推進

地 域医療の発展を目指して！

地域医療政策セミナーに参加医  療

福生病医院組合の議員とし
て「第15回地域医療政策セ
ミナー」（主催：全国自治体
病院経営都市議会協議会）
に参加しました。都内を中心
に在宅医療により約4500人
をサポートする医療 法 人社

団悠翔会 理事長の佐々木淳氏の講演を聴き、多くの患者と向き合って
きた医師の言葉には重みを感じました。本当に必要とされる医療につ
いて、生と死を根本からより深く考える必要性を感じました。今後も学
びを深め、病院経営の安定、地域医療の発展につなげていきます。

文化活動の成果を発表する機会を提供し、市民文化の向上と潤い
ある市民生活の実現を目的に開催されています。今年も多く作品
展示や演示を楽しむことができました。今後も市民の皆さんの「生
きがい」となる活動がより充実したものとなるよう力を尽くします。

官民一 体 となって防 犯 対 策！

福生駅周辺 夜間パトロール
生涯学習を支援する より良い環境づくり

第38回 公民館のつどい 開催生涯学習防  犯

テーマは「地 域へはばたく
サークル活動 〜今、自分が
できること〜」 市民会館・松
林会館・白梅会館でサーク
ル活動を行なっている方々
のワークショップに参加し意
見交換させていただきまし
た。学び続けることができ
る地域の実現に向け、今後
も協働を支える環境づくり
に力を尽くします。

福生駅東口周辺の夜間安全パトロ
ールが11月20日に行われました。私
が顧問をしている福生社交飲食業組
合の皆さんが中心となって始めた防
犯活 動ですが 、福生警 察、横 田基
地、東京税関、地元町会、防犯協会
などの協力を得て約100名の方々に

参加していただきました。また12月15日の福生駅西口・東口の夜間
パトロールには約160名が参加。加藤市長にも参加いただき年末年
始の防犯を呼びかけました。今後も官民協働による防犯活動を通じ
て、福生駅周辺の新たなまちづくりの機運醸成に力を尽くします。

藍染サークルの皆さんの作品を拝見



12月定例会
一 般 質 問
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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

令和2年、新たな年は「子（ねずみ）」の年です。ねずみは子供をたくさん産むことから、
「繁栄」を意味する年と言われています。ねずみは小さく力も弱い生物です。しかし大
きな恐竜は絶滅しましたが、ねずみは生き延びています。その時代々々の環境に適応し
続けてきたのです。さて議会も新たな時代にふさわしいものとなるよう改革を進めてい
ます。副座長を務める「議会改革に関する協議会」ではSNSによる情報発信の準備が
進められています。1月の協議会ではその運用方針が検討されました。また、既に「ふっ
さ議会だより」のマチイロ※1（地方自治体の発行する広報誌や各種行政情報を掲載し
たアプリ）への掲載が行われています。そして、スマートフォンやタブレット端末からも
議会インターネット中継・録画※2を見ることができるようになりました。二元代表制に
ふさわしい、そして新たな時代の民主主義に資する議会改革を更に推し進めます。

誕生〜学生時代

新たな時代にふさわしい議会へ

福生市議会
インターネット中継
福生市議会

インターネット中継

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！

市民の防災活動等及び地域防災力の育成、支援について
●市民の自衛組織（自主防災組織）の編成の経緯と育成について
●現在の町会・自治会の防災等への取り組みに対する市の支援及び課題について
●今後の自主防災組織の在り方について

子ども議会について
●今年度の開催について　●学校からの要望について

教育立市「ふっさ」の今後の取り組みについて
●課題について　●柱となる今後の取り組みについての展望

令和元年 第4回質問事項
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