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　今定例会では、17人の議員が市政全般にわたり一般質問を行ないま
した。質問方式は３種類の選択制で、一括方式、一問一答方式、併用方
式（一括と一問一答の併用）のいずれかを議員が選択し、質問しました。
　概略の掲載は一問とし、４ページから５ページに掲載しました。一般質
問の項目は６ページにすべて掲載してあります。
　詳しくは、１１月中旬発行予定の会議録を市役所情報コーナー及び図
書館でご覧いただくか、福生市ホームページからご覧ください。

市政のここが聞きたい

（要旨）一 般 質 問

指定管理者制度導入によってどのような効果が得られたか
武藤 政義 議員

　質問　福生市では平成18年度よ
り指定管理者制度が導入されたが、
それにより得られた効果を伺いたい。
　市長　指定管理者制度を導入した
全施設の６年間の累計で、直営で
行った場合と比較して約６億円のコ
スト削減効果があったと試算してい
る。また、民間の専門的知識や技術、
ノウハウあるいはスケールメリット
を生かした管理運営がなされ、市民
サービスの向上にもつながっている。

▲指定管理者に運営されている福生市民会館

横田基地の景観活用上、現在の塀をどのように考えるか
町田 成司 議員

　質問　横田基地の塀がなぜ金網
ネットからコンクリート防護壁に
なったのか。金網ネットに戻すよう
要望する考えはないか。
　市長　国道16号線の拡幅後、道
路に近接する居住者への国道からの
自動車騒音や排気ガスを軽減するた
め、米軍の負担で塀にしたもので、
米軍からは、現状のままが望ましい
と考えているので理解いただきたい
とのことであった。

▲国道 16 号線沿いの横田基地の塀

需要の増加が見込まれる成年後見制度の問題と課題は
柳川 英司 議員

　質問　家族関係の希薄化に伴い、
成年後見人申し立て件数は右肩上が
りで増えており、今後もその傾向は
続くと考えられるが、この制度の問
題と課題について伺いたい。
　市長　制度の周知不足や、申し立
て手続の煩雑さ、費用負担の大きさ
等、さまざまな問題点がある。今後、
増大していく需要に見合うだけの成
年後見人をいかに確保・育成してい
くかが大きな課題となる。

▲社会福祉協議会内の成年後見センター福生

消防団員に対する健康診断の充実に取り組んでほしい
清水 義朋 議員

　質問　平成16年消防庁通知で、
消防団員等に対する健康診断等の充
実を要請されているが、市ではどの
ように対応しているか。
　市長　現在、自営業を営んでいる
等の40歳未満の消防団員約40名に
ついては、健康診断受診の有無を把
握していない。健康管理の充実のた
めに健康診断は重要であり、受診機
会のない団員については、今後、市
での健康診断の実施を検討したい。

▲福生消防署管内消防団員研修会（健康管理等セミナー）の様子

放課後等児童デイサービスの実現に向けた市の取り組み
青海 俊伯 議員

　質問　放課後等児童デイサービス
の実現に向けての市の取り組みを確
認したい。
　市長　放課後等デイサービス事業
所を開設しようとする民間法人等へ
の支援として、補助割合10割の東
京都障害者自立支援基盤整備事業補
助金の申請を案内し、東京都所管課
へ相談するようアドバイスしている。
東京都との協議の際には推薦意見等
の協力を行っている。

生活保護費が増大する中、メリハリのある生活保護行政を
末次 和夫 議員

　質問　住宅扶助費の直接納付など
できることを行い、就労支援など自
立支援に力を入れる一方、不正受給
防止のための審査の厳格化を行うな
ど、メリハリのある生活保護行政が
必要ではないか。
　市長　自立に向けての就労支援の
強化や重複・頻回受診の縮減、ジェ
ネリック医薬品の使用勧奨等の徹底
により、生活保護制度を適正に運営
し、生活保護費の抑制を図りたい。

▲生活保護の受付窓口及び相談室

今年62回目を迎えた福生七夕まつりの今後の展望は
大野 悦子 議員

　質問　市民模擬店の取り組みが始
まってから市民まつりのイメージが
強くなっているが、変化する社会経
済状況の中で、今後どのような取り
組みを行っていくのか。
　市長　福生七夕まつりは市の知名
度を上げ、商業振興に寄与している。
今後も変化を恐れない攻めの姿勢で、
実行委員会を初め市民の皆様ととも
に七夕まつりをつくり上げていきた
い。

▲第 62回福生七夕まつり

大野 聰 議員
　質問　今回の補正予算案で認定こ
ども園の開設が提案されているが、
今後、施設設置の見通しや、市の支
援について伺いたい。
　市長　市内の学校法人から認定こ
ども園の開設計画案を受けており、
支援するための補正予算を本議会に
計上している。来年４月の待機児童
の状況を見ながら、今後の設置や支
援の方向性について検討したい。

認定こども園の今後の設置の見通しは

▲開設から3年目を迎える牛浜こども園

所得税、個人住民税の急増による影響及び福生市の対応
乙津 豊彦 議員

　質問　平成22年度税制改正によ
り影響が出る福生市の制度はどのく
らいあるか。また、それに対して市
はどのような対応策をとられたか。
　市長　福生市で税制改正の影響を
受ける制度や事業は28となってい
る。しかし、国は法律改正や通知の
発出を行って税制改正による影響を
抑える措置を講じており、これに基
づき再計算をして対応しているので、
市民への影響はない。

▲住民税（市・都民税）納税通知書

生徒が自己肯定感を高める教育研究の推進を
杉山 行男 議員

　質問　二中で実施している「生徒
が自己肯定感を高め、たくましく生
きる『福生っ子』の育成をめざして」
という研究実践の状況や、今後の取
り組みを伺いたい。
　教育長　生徒の自己肯定感を高め
ることをねらいとして、特別支援教
育の視点を持ちながら、学習指導・
道徳活動・特別活動の研究を進めて
いる。今後は、生徒の心理調査を活用
した実践に取り組んでいく。

▲道徳授業地区公開講座の様子（二中） ▲児童デイサービスの検討資料（厚生労働省）

ジェイ・アラートは市民に浸透しているか
岩﨑 百合子 議員

　質問　福生市は平成23年４月１
日から全国瞬時警報システム、ジェ
イ・アラートの運用を開始している
が、市民に浸透しているか。今後、
啓発などを行う計画はあるか。
　市長　ジェイ・アラートの運用開
始に際して、市広報やホームページ、
チラシによる周知を図ったほか、昨
年度の総合防災訓練から、ジェイ・
アラートの試験放送として緊急地震
速報を訓練開始前に放送している。

▲ジェイ・アラートのお知らせ用チラシ

歩行喫煙・ポイ捨て禁止のシールを路面に貼って啓発を
原田 剛 議員

　質問　路上喫煙禁止を行っている
他市では、路面に禁止のシールを
貼っている。重点区域や路上禁煙区
域を設定しなくても、歩行喫煙やポ
イ捨て禁止のシールを貼れば認知度
は上がるのではないか。
　生活環境部長　他市でそのような
シールをよく見かけるが、大変気づ
きやすく、効果は大きいと思われる
ので、今年度、早期に広報周知の一
つの手法として採用したい。

▲路上喫煙・ポイ捨て防止啓発シール（豊島区）

エネルギー及びCO２削減政策の進捗と取り組みについて
堀 雄一朗 議員

　質問　「福生市地域新エネルギー
ビジョン」により、当市では2003
年度を基準として2030年のＣＯ２50
％削減を目指しているが、現在の進
捗状況を伺いたい。
　市長　原発事故以降、発電に係る
CO2排出係数や燃料構成が変化して
おり、現時点での正確な数値は出せ
ないが目標達成が困難だと考えられ
る。市民・事業者と協力しながら地
球温暖化防止に今後も取組みたい。

▲カーシェアリング事業の電気自動車

携帯用アドレナリン自己注射製剤の保護者や市民への周知を
五十嵐 みさ 議員

　質問　アナフィラキシーショック
の緩和に用いる携帯用アドレナリン
自己注射製剤の知識や取り扱い機関
等を全市民に周知してはどうか。
　市長　この製剤は処方により出さ
れる薬であり、厚生労働省通知に抵
触するおそれもあってその効果や効
用等の周知は難しいが、生命にかか
わる問題であるので、取り扱う医療
機関については、福生市医師会と相
談の上、市民の皆様に周知したい。

▲携帯用アドレナリン自己注射製剤使用訓練

国保税減免制度をもっと周知し税引下げを求める
奥富 喜一 議員

　質問　国保法に定める減免措置と
その周知をどう徹底しているか。１
人１万円の税引下げの考えはないか。
　市長　保険税の減免については、
国保法77条に基づく本市条例で災
害等で著しく生活困難となり納付困
難な場合としており、一部負担金の
減額ともあわせ市のホームページで
公開している。赤字決算下であり、
保険税引下げは独立会計の原則や受
益者負担の観点から考えていない。

▲国民健康保険被保険者証

給食食材の放射能測定結果とともに検出下限値の公表を
阿南 育子 議員

　質問　現在、給食食材の放射能測
定結果が公表されているが、検出下
限値が示されておらず、不十分であ
る。検出下限値を公表することはで
きないか。
　教育長　安全が確認された食材だ
けを調達するなど、食の安全には細
心の注意を払っているが、福生市で
公表するに当たり、食材の種類や産
地とともに、検出下限値を公表する
ことは可能である。

▲食材の放射能を測定

市民出資による自然エネルギーや省エネルギーの推進を
池田 公三 議員

　質問　長野県飯田市では、全国の
方から出資を募り、初期投資０円で
太陽光発電設備を設置できる「おひ
さま０円システム」を導入している
が、当市でも同様の仕組みを導入で
きないか。
　市長　飯田市の取り組みは先進事
例として注目している。創エネや省
エネに関しては、市民や市民団体か
ら責任が明確で実現可能な提案があ
れば協議したいと考えている。

▲リサイクルセンターの太陽光パネル

　議員の一般質問や市長の答弁の様子が見られ、より身近に議会を感じていただけ
ると思います。
　「市民に開かれたわかりやすい議会」を一層推進するため、積極的に議会情報をお
届けしていきたいと考えておりますので、ぜひご利用ください。

本会議のライブ映像と録画映像
※録画映像は、過去の会議を会議名や議員名、用語などで検索してご覧いただくこと
　ができます。

◆配信内容

福生市公式ホームページ
(http://www.city.fussa.tokyo.jp/)にアクセスして「福生市議会」→「インターネット中
継」の順にクリックしてください。

◆アクセス方法

ご利用ください 「インターネット議会中継」ご利用ください 「インターネット議会中継」ご利用ください 「インターネット議会中継」ご利用ください 「インターネット議会中継」

◆本会議（予定）午前 10時開会
           12 月 4日㈫～ 12月 7日㈮及び 12月 21 日㈮
◆常任委員会（予定）午前 10時開会
          12 月 11 日㈫～ 12月 13 日㈭
★市議会を傍聴してみませんか★
　本会議・委員会はどなたでも傍聴できます。
　傍聴の受付は会議の当日、市役所第 2棟 3階の議会事務局で行います。

平成 24 年第 4回定例会は、12月4日㈫から12月21日㈮まで
を予定しています。

次回定例会のお知らせ




