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◎平成 年度福生市下水

年度福生市一般
きる契約を見直すととも

長期継続契約を締結で

性の確保並びに財政の健

業運営の透明性及び弾力

平成 年度から下水道

︵第２号︶

道事業会計補正予算

◎市道路線の廃止につい

めるもの︒

るため︑議会の議決を求

前４議案の改正に伴い︑

号︶

会計補正予算︵第４

▽ 平成

下水道事業における事
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る条例

市議会議員の期末手当
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▽福生市長等の給与に関

用等に関する法律の一部
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◎全員賛成
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堀 雄一朗 議員

発達支援における教育と福祉の連携について
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日本共産党
奥富 喜一 議員

全国知事会の「米軍基地負担に関する提言」について
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に︑その契約の期間の上
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限を引き上げるもの︒

公営企業法に規定する財

事業会計が公営企業会計

て

費の不足分を予備費から

議員人件費及び職員人件

会計補正予算︵第３

指定管理者の指定につ

特例に関する条例の一

職員の採用及び給与の

権擁護委員として︑同氏

了となるが︑引き続き人

島田しのぶ氏が任期満

推薦に関する意見聴取

指定期間終了後も引き

部を改正する条例

ため︑廃止するもの︒

それぞれ１９５４万円を

続き指定管理者を指定す

を法務大臣に推薦するこ

について
一部を改正する条例

減額し２５２億７８４１

東京都の給与改定に準

◎福生市一般職の任期付

◎人権擁護委員候補者の

充当するもの︒

一般の交通の用に供さ
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に移行することに伴い︑

で︑条例を制定するもの︒ 公金システムの改良に要

務規定等を適用したいの
部を改正する条例
めるとともに︑用語及び

号︶

いて
福生市地域会館の使用

じ︑特定任期付職員の期

◎福生市自転車駐車場の

めるもの︒

るため︑議会の議決を求
歳入で︑国有提供施設
等所在市町村助成交付金

意見書３件は１面に掲載

万４千円とするもの︒

料を改めるとともに︑管
理を指定管理者に行わせ
る場合の利用料金の規定

末手当の支給割合を改定

とに異議ない旨を答申︒

◎福生市福祉センターの
規定を整備するもの︒

歳入歳出予算総額から

する費用を計上するもの︒ 理する必要がなくなった

◎平成

年度福生市一般

手数料を適正な額に改

▽福生市手数料条例の一

31
◎福生市地域会館条例の

30

五日市街道の渋滞について

質問 国道16号武蔵野橋北交差点
の交通形態が変更されて以来、五日
市街道や国道16号が渋滞している。
対策と解消の見通しを伺う。
市長 国土交通省相武国道事務所
では、交差点信号サイクルの変更や
路面表示の修正、補助看板設置につ
き警視庁や都、本市と調整を図ると
のこと。今後も同事務所と連携し、
渋滞解消への取り組みに協力する。 ▲国道16号武蔵野橋北交差点
く支援を適切に提供すべく取り組む。
教育長 特別支援教育関係機関等
連絡会で情報交換等を行い、特別支
援教育推進体制整備委員会実務担当
者部会で継続指導・支援を協議。保
護者の参画を得て個別の教育支援計
画や指導計画を作成し、関係機関が
連携して一貫性のある支援を行う。

質問 障害者や支援の必要な人に
対し、関係機関の横の連携と個別の
指導計画にある縦の連携による支援
はどのように行われているのか伺う。
市長 子育て世代包括支援センタ
ーが支援プランを作成。各分野で連
携して支援し進行管理も行う。就学
時期には教育相談室と、卒業時期に
は学校と障害者自立生活支援センタ
ーすてっぷと連携。今後も切れ目な

市民でオスプレイのホバリング等の
騒音に関する苦情を訴えた方はこれ
までにあったか。あったとすれば、
どのあたりにお住まいの方か。
企画財政部長 オスプレイの訓練
場所について国に確認したが、訓練
等の状況については米側から情報が
なく、承知していないとのこと。苦
情は、第２ゲート周辺地域にお住ま
いの市民の方から１件あった。
▲CV‑22オスプレイのホイスト訓練の様子（yokotajohoブログより）
決定したと承知している。私は、横
田基地を抱える自治体の首長として、
東京都や基地周辺５市１町で十分に
連携しながら、今後も基地問題に全
力で取り組んでいく。
横田基地のＣＶ−22オスプレイにつ
いて
質問 防衛省は、オスプレイのホ
バリング等の訓練が行われている場
所を認識しているのか。また、福生
質問 全国知事会は、平成30年７
月に札幌市で開催した全国知事会議
で「米軍基地負担に関する提言」を
全会一致で採択した。全国知事会が
初めて日米地位協定の改定を提言し
た画期的な動きだが、この提言に関
する市長の見解を伺う。
市長 この提言については、米軍
基地負担の現状や改善すべき課題に
ついて全国知事会が共通理解を深め、
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