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「生きがい」が生まれるまち、福生へ。
Satokoji File NO.20 発行しました！
　平成31年4月、「福生生きがい都市宣言」をスローガンに、サトコジファイ
ル5号で政策（マニフェスト）を掲げ、2期目の議員活動を始めることができ
ました。人が生きていく上で欠かせない「生きがい」を見つけ、地に足をつ
け、生きていくことができるまち「福生」。その実現に向けて10+1のカテゴリ
ーを設け、73の政策項目を掲げました。この4年間、自ら掲げた政策に基づ
き、力を傾けてきました。実現できたもの、継続的に訴えていくもの、そし
て、残念ながら力及ばず、今期は実現できなかったものもあります。
　この度発行した「Satokoji File NO.20」では、それらを踏まえ、新たな項目
や10+2「感染症対策」なども設けました（全83項目）。政策（マニフェスト）
への取組みを一つひとつ整理し、ふり返りながら文章を書きました。定例会
一般質問、委員会質疑、視察、調査研究等の議会活動及び議員活動など、
政策に対する着手状況を一つひとつ掲載しています。
　私は時折、癒しの詩人といわれる坂村真民の詩『あとからくる者のため
に』を思い浮かべます。私の心の糧となっているこの詩は、「未来を受け継ぐ
者たちのために」みんながそれぞれ自分でできる何かをしていこうと静かに
語りかけている詩です。この4年間で世界は大きく変わりました。まさに歴史
が変わる時であり、日本もそして福生市もその厳しい影響下にあります。今、
目の前にある課題解決に向けて取組むとともに、将来を見据え、引き続き、
より広く、より深く、より根源的に考え、「未来を受け継ぐ者たちのために」も
力を尽くして参ります。皆様の声をお聞かせください。

Satokoji File NO.20
デジタル版はコチラから
ダウンロードいただけます！
【紙面の配送をご希望の方】佐藤こうじオフィシャルサイト
「ご要望窓口」よりお問い合わせください。
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項目全

1 ●交流人口を増やし賑わいを創出する駅周辺の開発整備
福生駅西口再開発については市民の合意に基づく複合施設の設置、富士見通りの拡幅については安心して楽しめる飲食店街の形
成など、様々な角度からの質問を通じ、市民目線で訴えています。居心地がよく歩きたくなるまちづくり、「ウォーカブル※1なまちづ
くり」を提案しています。

●交通弱者の増加に備えた公共交通網の更なる充実
広域連携の視点から地域公共交通の充実を訴えています。愛知県豊明市の「乗り合い送迎サービス」を一般質問で紹介。
その他、勉強会の開催や先進的な取組みを行っている自治体の議員と意見交換を行っています。
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●町会・自治会等の地域活動団体への支援
市からの支援を継続すること、また、コロナ禍における町会・自治会の効果的な取組みを、
他の町会・自治会が積極的に取り入れるための後押しを市が行うよう要望しています。

●若者のまちづくりへの参画推進
地域懇談会「福生のハコモノを考えよう」では地元高校の生徒が参加しました。社会福祉協議会
FVACでは、若者が参加しやすい事業やイベント等の開催を訴えています。

※1）「歩く」の「walk」と「できる」の「able」を組み合わせた造語で、車中心だった都市から、歩くことが中心の都市へシフトするための都市戦略用語。

●議会の情報発信および公開機能の強化
議会だよりをリニューアルするとともに、FacebookやTwitter等のSNSによる
情報発信を提案し実現しました。

●ICTによる議会運営の効率化
特別委員会等で検討を重ねたタブレット端末iPadの導入が実現。一連の取組
みが評価され、第17回マニフェスト大賞※2で『エリア選抜』に選出されました。
※2）地方自治体の議会、首長、市民等による、地域の民主主義向上に資する優れ
た取り組みを募集し表彰するもの（マニフェスト大賞実行委員会主催）。

●外国人への対応の強化
多文化共生の視点の重要性、「やさしい日本語※3」等の活用を訴え、市のHPをは
じめ様々な形で、多言語対応や「やさしい日本語」の導入が実現してきています。

●市有資産の利活用促進
広域利用を見据えた公共施設の使用料・手数料の見直し、文化資産の活用を
一般質問や予算・決算審査で訴えています。

●多様な主体（企業・大学等）との連携強化
一般質問で企業のCSR※4の取組みに注視し、積極的に連携をするよう、また
大学全体との包括連携協定を結ぶことによる、様々なメリットを訴えています。
※4）Corporate Social Responsibility　企業の社会的責任

●自然体験や環境教育の推進
NPO法人自然環境アカデミーや木育※5 教室などの主催者らとの意見交換
を行っています。プレイパークの充実を要望しています。

●災害廃棄物処理対策の推進
災害廃棄物の仮置き場の選定やその処理など、広域連携の視点が重要。
災害廃棄物対策マニュアルの早期策定をいち早く一般質問で訴えています。

●ソーシャルメディアを活用した市民による
　福生の魅力発信

特別委員会の提言の中で動画を作成、活用する文化を形成
し、市の魅力を広く内外に伝えるよう、市に要望。動画の活
用が増加しています。

●創業支援
予算・決算審査で空き店舗活用補助金と創業支援事業との関
連付けによる効果について質問。商工会や多摩信用金庫と連
携しセミナー等の支援事業が開催。

●切れ目のない子育て支援
保育園や幼稚園への心理職専門家による巡回相談などが充実。発達に課題がある子
どもについて、保育協議会と幼稚園連合会の「専門的療育機関の設置を求める意見
書」の提出をサポートし、市は設置に向け動き出しました。

●放課後の子どもの居場所づくりの更なる推進
児童館主催の地域懇談会での意見交換に基づき市政に声を届けています。国の施策もあ
り、初当選から訴えていた「学童クラブ」と「ふっさっ子の広場」との一体型事業が推進。
学校内学童クラブの施設整備を進め、ふっさっ子の広場との連携強化が進んでいます。
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●国語力をはじめとする基礎学力の向上
多くの一般質問を通じて国語力の向上や読書推進を訴えています。
要望によりジュニア司書講座（子ども司書※6）が実現へ。

●コミュニティ・スクールを活かした地域総がかりによる学校支援
全校にコミュニティ・スクール※7 制度導入が実現！各校の取組みを共有するため、
コミュニティ・スクール総会の開催を要望し実現。
※7）学校と地域住民等が力を合わせて学校の運営に取組むことが可能となる「地域とともにある学校」。

※6）読書のおもしろさを学校や家庭に広めるリーダー役。

●生涯学習関連施設の更なる充実
一般質問で公共施設のWi-Fi環境の整備を推進するよう強く要望し、実現
しました。市内19の施設で段階的に運用開始。

●生涯学習の成果を地域や学校教育に生かす仕組みの構築
公民館や地域会館で行われる講座の充実と地域への学習成果の還
元を一般質問や予算・決算審査などのあらゆる機会を通じて訴え、
実現しています。

●高齢者の居場所づくりや見守り体制の推進
高齢者の見守りを行う民生委員との意見交換を行い、一般質問でその人材確保などを訴えています。
特別委員会等で老人クラブへの支援を訴えています。

●市民の健康づくり支援や健康寿命の延伸
福生市ゲートボール協会の事務局長、福生市柔道整復師会の顧問を拝命。
高齢者スポーツ、フレイル※8対策の充実を市に訴えています。
※8）加齢とともに心身の活力（運動機能や認知機能等）が低下した「虚弱」な状態
を指し、健康な状態と日常生活で介護が必要な状態の中間の状態。

●福生駅東口飲食店街及び市域全体の防犯推進
一般質問等を通じて要望した防犯カメラ設置が実現。福生駅東口商店街で米軍OSI※9、福生警察、
地元町会、防犯委員会、市職員によるパトロールを実施。参加者は100人を超える防犯活動に発展。

●町会・自治会の地域力強化及び防災機能の強化
町会・自治会の自主防災組織としての考え方や役割、市の担当部署等の見直しを訴えていま
す。防災家族会議の重要性を伝えるため「広報：ふっさ安全安心まちづくりだよりあんまち」
で周知を図るよう要望。

※9）海外特別捜査隊（Office of Special Investigations）

「横田基地の基地機能強化に関する決議」を特別委員会において、私が提出し
本会議において可決（令和2年7月27日）されました。特に米軍OSIとの協力関係
を構築し、「軍人・軍属のマナーアップ」を訴えるとともに、福生駅東口飲食店街
の防犯パトロールを実現しました。

●基地に関する情報収集と開示の強化
●基地の態様変化に対する対策の強化
●基地関連補助金での周辺整備の充実

●軍人・軍属のマナーアップ
●騒音対策の強化

●市民生活、経済活動、社会活動への支援
西多摩8市町村と昭島市で構成する若手議員らで協力し、国と東京都へ要望書を提出しました。市民の社会活動（教育含む）に関す
る調査を行い、令和5年度の市政運営に向けた18の提言書を委員会としてまとめ議会で可決。市長と教育長に提出しました。

●病院や医療従事者への支援

①病床確保支援事業   27億8765万7000円
②医療従事者特殊勤務手当支援事業   7千115万4000円

福生病院企業団議会において、国と東京都に対する「自治体病院の経営悪化に対する継
続的な支援を求める意見書」の提出を議会で提案し、可決。続いて、病院の構成市町であ
る、福生市議会、羽村市議会、瑞穂町議会でも同一内容の意見書案を可決し、自治体間
での連携が実現。国及び東京都から更なる支援を受けることができました。

※3）外国人等にもわかるように配慮して、簡単にした日本語のこと。

※5）子どもをはじめとするすべての人が「木とふれあい、木に学び、木と生きる」取組み。
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政策の進捗状況や視察報告など、また、活動内容や
私の考えなど、SNSやサトコジファイルで
は伝えきれない内容をテーマに基づいて
掲載しています。

福生市議会議員佐藤こうじプロフィール

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

議員活動の

見える化
市議会議員になったばかりのころ、「市議会議員は何をしているのか
よくわからない」といったお声や「選挙の時だけお願いに来る議員はも
ういらない」という厳しいご意見をいただきました。議員は自らの活動
を市民に伝える努力をする中で、自身の仕事を顧み、その過程で議員
としての質を向上させることができると考えます。議会制民主主義の
形骸化を防ぐためにも、議員活動の「見える化」を継続していきます。

議会の「見える化」

●行政情報アプリ『マチイロ』を活用した『ふっさ市議会だより』の配信
●SNS （Twitter／facebook）で議会情報を発信

議会だよりをリニューアルするとともに、SNSによる情報発信を提案し実現しました。

●活動レポート「Satokoji File（サトコジファイル）」の発行
定例会ごとに作成し、地域の皆さんにお届けしています。「市議会議員は何をしているのかわからない」とい
う声が多く寄せられたことから、少しでも議員の活動をお伝えできればと継続して発行しています。市民の
皆さんが、興味関心がもてるような発行物の作成を心がけています。

●facebookなどSNS等による情報発信
facebookページ「市議会議員は毎日何をして
いるのか」では日常の議会活動や地域活動、
市の事業やイベントなど、できる限りタイムリー
に掲載できるよう心がけています。子育て世代
や若い方々に伝えるツールとしてTwit ter、
Instagram、LINEなども活用しています。

●note（ブログ）の運営

●メディア出演
FMたちかわ「I.S.M（イズム）」にレギュラー出演しています。「市議会議員は毎日何をしているのか」と
題して、市議会定例会の様子や議会以外の活動内容や考え方、地域の課題やトピック等を
お話しさせていただいています。現在のところ（令和4年度）第4日曜日16：00より放送。

ご視聴方法➡

note➡

佐藤こうじオフィシャルサイトでは、1期目からの活
動内容やプロフィール、市議会議員となった経緯など
について掲載しています。「サトコジファ
イル」のバックナンバーもダウンロード
できます。

●ホームページの運営

佐藤こうじオフィシャルサイト➡

1968年10月28日 東京都日野市生まれ　家  族  福生生まれの妻、社会人の長男・次男と大学生の長女
カラオケ、卓球、読書　座右の銘  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」 
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。
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、2015年 福生市議会議員 初当選、現在2期目奮闘中！
【2015年〜】 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 ほか

【2019年〜】 総務文教委員会 委員長／議会運営委員会 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 ほか

【2021年〜】 議会運営委員会 委員長／総務文教委員会 委員／新型コロナウイルス感染症対策特別委員会 副委員長／瑞穂斎場組合議会 副議長 ほか

保護司／（社）不動福祉会理事／福生社交飲食業組合 相談役顧問／福生市柔道整復師会 顧問／福生市防衛協会 事務局長／福生市ゲートボール協会 事務局長
多摩西部議員佼友会 会員／ふっさボランティア・ 市民活動センターFVAC 運営委員／福生不動尊 世話人／福生市本町町会 顧問／市生会 理事／本町神輿保存会 世話人

生年月日
趣味特技
学　　歴
略　　歴
主な役職

地域活動 

討議資料
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