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で議論が続けられてきましたが
﹁１名削減案﹂﹁削減反対﹂﹁４
私が所属する正和会では︑
名削減案﹂などの意見が出揃い︑
﹁１名減﹂を最終的に提案す
本会議で討論の結果︑正和会が
るまでに︑﹁今の段階で何人
提案した議員数１名削減を骨子

福生市は 人﹂を主張しまし
た︒同僚議員からは︑﹁３千
人の根拠は﹂﹁根拠薄弱だ﹂
一方︑他会派は﹁４名削減﹂
などの厳しい意見や﹁議員の
を単独で提案する動きを見せ
仲が悪くなるか﹂などの意見
本会議前に正和会に削減人数

福生市議会定数条例の一部を改正
賛成◇福生市は歳出削減に大変
する条例の﹁
賛成﹂
﹁
反対﹂
討論
な努力をしており︑議会も自ら
賛成◇福生市は︑全国的に見ても 身を切らなければならない︒本
人口当たりや議員数が多い市であ 市の人口減少の現状から見て
る︒福生市と同規模で議員定数が も︑議員定数は削減する必要が
昨年 月に開催さ れた平成 年第４回 福生市定例
少ない自治体も多い︒行財政改革 ある︒最終的には４人削減すべ
議会においては 人の議員による一般質問の他︑市長
と市民サービスの向上の観点か
きと考えるが定数削減の第一歩
提出議題︑委員会提出議題︑議員提出議題などが審議
ら︑まだ定数削減の余地はあるが︑ として賛成する︒
されました︒議員提出議題の一つ﹁福生市議会定数条
削減の一歩と捉え賛成する︒
例の一部を改正する条例﹂については︑杉山議員が所
反対◆首長権力とバランス関係
反対◆議員は︑議会を通して首長 を保ち︑二元代表制を生かすた
属する正和会が﹁議員定数１名削減﹂案を提案︒当初
の行政運営を監視し︑また行政に めにも︑﹂議会は多様性を有す
は﹁４名削減﹂を主張していた他会派が提案を取り下
市民の声を届ける役割が期待され る必要がある︒市民との距離を
げ賛成に回り︑賛成多数で︑議員定数１名削減案が成
ているが︑議員定数削減はこれに 縮めていくことが︑今求められ
立しました︒
マイナスの影響をもたらす︒定数 る改革の方向性であり︑議会の
とする﹁福生市議会議 削減ではなく︑我々の仕事で市民 多様性や機動力の低下につなが
員定数条例の一部を
の期待に応えるべきであり︑反対 る本条例改正に反対する︒
改正する条例﹂が賛成 する︒
多数で可決︑成立しました︒
もありましたが︑他の自治体
が適切か﹂﹁世評にただ流さ
これにより︑平成 年４月に
の状況など数字をあげて説得
れて削減だけすればよいの
想定される次回の市議会議
し︑最終的には私が主張した
か﹂など侃々諤々の議論を積
員選挙からこの条例が適用
﹁１名減﹂を正和会として提
み重ねてきました︒私は積極
されます︒
案することになりました︒
的に﹁人口比３千人に１人︑
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今議会では︑議員提出議案で
定数削減の条例改正案が提出さ
れました︒福生市議会の議員数
が適正かどうかについては︑２
年間にわたり︑全議員が参加す
る﹁議会改革検討協議会﹂の場

http://fussa-net.gloomy.jp
とする

が︑他自治体の一方︑１他会
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の事前調整を打診してきまし 不採択案件を審議した後︑採択
た︒正和会としては﹁削減人数 案件を審議するような議事日
を変更することはできない︒ 程を申し入れ︑他会派に通告し
貴会派の４名削減案と本会議 ました︒杉山議員は︑他会派と
で正々堂々と議論を戦わそう﹂ の議論に備えて︑様々な角度か
と相手側に通告しました︒
らの想定問答を準備し︑本会議
に臨みました︒
国会や地方議会の会議にお
いて︑一度議決した案件と同一
の案件については再び同一会
議中に議題として取り上げて
審議や議決を行うことはでき
ないという﹁一事不再議﹂の原
則があります︒つまり︑正和会
の﹁１名減﹂案が先に採択され
ると︑他会派の﹁４名減﹂案は
審議できないことになり︑何故
﹁４名減﹂なのかの議論ができ
ません︒正和会は両者の議論が
見える形で進めるべく︑先ず︑

れるとの情報があった︒このま
までは福生市の次年度の政策が
立ち行かなくなる︒私も努力す
るが︑各議員も知り合いの国会

ところが︑本会議において︑
他会派は﹁４名削減﹂案を提案
せず︑﹁自分たちは 名が良い
と思っているが︑経過措置とし
て 名に賛成する﹂との賛成答
弁に突然の方針変更︒梯子を外
された杉山議員は﹁正和会の提
案に賛同してくれたのはうれし
いが︑本会議までの経緯を考え
ると如何なものか︑拍子抜けの
感は否めない﹂との感想です︒
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全議員と市長が参加する
﹁全員協議会﹂の場で︑福生
市長より﹁来年度予算の編成
で︑防衛省の交付金が減額さ

平成 年 月議会の一般質問
で街路灯のＬＥＤ化について質
問しましたが︑９月議会で Ｗ
以下の街路灯を全てＬＥＤ化す
る予算措置が講じられました︒
さらに 月の補正予算で残りす
べてＬＥＤ化することが認めら
れ︑既に取り換え工事が始まっ
ています︒福生院のところの街
路灯は真っ先にＬＥＤ化されて
います︒ランプがＶ字型で反射
板がついているものがＬＥＤ灯
です︒
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木製ではなく︑擬木で丈夫なも
のになります︒この修理は︑前
年度は﹁お金がない﹂とのこと
で平成 年度には是非つけてほ
しいと︑私が強く要望していた

田園地区の皆様には︑ご不便
をおかけしておりましたが︑展
望公園の階段２カ所︑金堀公園
の階段１カ所の修理予算３千３
百万円が前倒しでつき︑３月ま
でには完成します︒これまでの
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議員に個人的に働きかけてほし
い﹂との訴えがありました︒こ
れを受けた杉山議員は︑早速︑
個人的に親しい赤池参議院議員
の事務所に資料を送り状況を説
明しました︒赤池参議院議員か
らは大臣折衝が終わった夜︑
﹁今
年度並みの交付金は確保できた﹂
との電話がありました︒その場
で即︑福生市長に電話連絡︒２
日後には赤池参議院議員より防
衛省の確定文書を送っていただ
きました︒

﹃防衛省交付金減額の動きの情
報を提供した後︑最後まで本気
になって動いていただいた赤池
参議院議員に深く感謝していま
す︒赤池参議院議員と私の力だ
けとは思いませんが︑福生市の
平成 年度予算の財源確保に向
けて︑表にはなかなか現れない
ところで私︑杉山ゆきおが一生
懸命︑働いているということを︑
後援会や支持者の皆様にご理解
していただければうれしく思い
ます︒﹄
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ものです︒

26

19

20

から︑開催日や会場が同様な﹁健
康まつり﹂﹁産業祭﹂を１面に

ントを設置した場合︑飛ばされ
る可能性があるとの情報もあっ
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ントり︑

子宮頸がん予防ワ

フェスティバルの中止は防災
無線や福生情報メールを使って
中止決定の 日から当日の 日
までの５日間市民に伝え︑さら
に前日土曜日からは会場にも中
止案内を掲示し︑市民への告知
をおこなった︒
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市長◆ふれあいフェスティバルの
成り立ちと経緯は︑平成２年度

配置し︑開催期間が長く表組も
ある﹁文化祭﹂を別ページにし
た︒こうした措置が﹁ふれあい
フェスティバル﹂のまとまりが
わかりづらいイメージになった
とのご意見は真摯に受け止め︑
今後とも︑お互いの祭りの相乗
効果が高まるよう﹁ふれあいフ
ェスティバル﹂としての総合的
な周知に努めてまいりたい︒

た︒そこで︑準備作業及び来場
者の安全確保の観点から︑産業
祭実行委員長とも相談の上︑中
止を決定した︒実際は︑当初の
予想より早めに台風は抜け︑前
日 日午後には雨は上がったが
福生野球場には大きな水溜りが
十数カ所残っており︑設営がで
きるグランドコンディションで
はなかった︒準備の重ねてきた
関係者の気持ちを察すると苦渋
の決断ではあったが﹁安全第一﹂
を考えての中止の決断は妥当で
あったと考えている︒
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事前準備のためのポスターや消
耗品等の支払は発生したが︑当
日の保険相談のための保健師等
への支払は発生していない︒

なお︑イベント中止の影響は︑
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杉山◇台風の接近により健康まつ
りと産業祭が中止になったが︑
中止に至る経過と影響について
伺いたい︒
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の予報が 日の時点で発表され
ていたこと︒その１週間前には
台風 号により伊豆大島で大き
な人的災害が起こった直後でも
あり︑テント設営業者から︑テ
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の市制施行 周年記念事業とし
て︑運動・栄養・休養の３要素
をもとに市民の心身の健康づく
りの大切さを自覚することを目
的に﹁第１回福生健康まつり﹂
が開催された︒翌年︑商工会の
記念事業として﹁産業祭﹂が開
催されることになった︒その際
に︑より多くの市民の参加が得
られるよう︑市民文化祭の日程
等を考慮し︑同じ時期に開催す
ることとし︑健康まつり︑産業
祭︑市民文化祭の３つの祭りを
総称し﹁ふれあいフェスティバ
ル﹂として開催している︒この

たびの﹁ふれあ 市長◆ 月 日に予定していた健
いフェスティバ
康まつりと産業祭は台風 号の
ル﹂については
接近のため︑ 日の時点で止む
福生市にとって
無く中止した︒気象庁から大型
の大きなイベン
で強い台風 号︑ 号がフェス
トであるとの認
ティバルの準備の真っ最中であ
識をもって︑広
る 日に関東地方を直撃すると
報ふっさの編集
に当たった︒し
かし︑広報ふっ
さの紙面の制約
反応については
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月議会の一般質問において︑
杉山議員は３項目について︑福
生市の対応を質しました︒

杉山◇﹁ふれあいフェスティバル﹂
は﹁健康まつり﹂﹁産業祭﹂﹁市
民文化祭﹂の３つを総称した名
前と理解しているが︑ 月１日
付の﹁広報ふっさ﹂では市民文
化祭だけが小さく別枠で扱われ
ている︒３つの祭りの関係はど
うだっているのか︑との質問を
市民から受けた︒３つの祭りが
合同で開催されるのであれば︑
それなりの告知のなりの告知の
工夫が必要と思うのだがいかだ
のだが如何か︒
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杉山◇福生市の市役所や学校を含
めた公共施設ではパソコンがな
いと業務が成り立たない状況に
なっている︒現在︑パソコンを
動かす基本ソフトは︑ほとんど
がマイクロソフトの﹁ウィンド
ウズ﹂である︒それも﹁ＸＰ﹂
というＯＳが主力で︑福生市も
ウィンドウズＯＳのパソコンや
サーバーを使っている︒そのパ
ソコンＯＳのウィンドウズＸＰ
のサポートが平成 年４月９日
に終了する︒
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柱３﹁学年集会や保護者が利用
可能な多目的ホールの設置﹂は
昼食時１日 人程度の生徒が利
用している他︑保護者や地域の
方による多目的利用がなされて
いる︒

柱２﹁自ら選択できる複数メニュ
ー﹂はランチ︑アラカルトＡ︑
Ｂ︑麺類︑パン類のメニューを
当初より提供している︒
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マイクロソフトのサポートサー
ビスが終了してもＯＳ自体は使

教育長◆市内全小・中学校に配備
したパソコン 台については︑
杉山◇ランチルームは中学校の昼
平成 年度までに ％に相当す
食対策として︑４つの柱を基本に
る 台を更新する︒現行のＯＳ
１中で開始され︑今年 年目を
はＸＰである︒今後のＸＰから
迎えた︒これまでのランチルー
の更新については︑基本的には
ムの取り組みについて︑どのよ
ウィンドウズ７にアップグレー
うな運営がなされてきたか伺い
ドする︒ただし︑ 年８月にリ
たい︒
ース切れになるパソコンについ
教育長◆柱１﹁弁当持参を否定し
ては︑費用的な問題からＯＳの
ない弁当併用方式﹂の利用率は平
アップグレードはせず︑ウィル
成 年度の実績で ％となり概
ス対策ソフトのパターンファイ
ね当初見込んだ全生徒の ％に
ルをバージョンアップすること
近い利用率になっている︒
で対応する︒更新に伴う機器入
れ替え︑アップグレード作業を
行うまでの間の対応は︑ 年８
767
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月まではＸＰの運用になるが︑
対象機器は教職員用パソコンと
パソコン教室用パソコンであ
る︒教職員用パソコンはインタ
ーネット環境に接続していない
こと︑パソコン教室配備のパソ
コンは環境復元機能を有してい
ることから︑安全上の欠陥につ
いては技術的に回避できるもの
と考えている︒
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柱４﹁経費の節減のため業者委
託とする﹂は︑開設当初から業者
委託としている︒直営で実施し
た場合と比べて大幅な経費節減
効果があると考えている︒
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用可能だが︑セキュリティの更
新サービスがなくなり︑セキュ
リティ対応ソフトも対応しなく
なり︑ウィルスやスパイウェア
などのサイバー攻撃にさらされ
ることになる︒市役所や学校の
パソコンがウィルスに感染した
りデータ流出すると︑計り知れ
ない広域かつ深刻な影響を及ぼ
すことになる︒ついては︑ウィ
ンドウズ﹂ＸＰのサービス終了
に対してのわが市の対応を伺い
たい︒３月までのスケジュール︑
教育関係のパソコンについても
対応をお聞きしたい︒
企画財政部長◆ウィンドウズＸＰ
のサポート終了に伴い︑庁内で
使用しているパソコンの入れ替
え等の対応が必要だが︑庁内の
パソコン入れ替え等は約 ％終
了している︒住民情報系パソコ
ン︵住民登録や市民税業務︶は
対応済みである︒一般業務で使
用している全庁系パソコンにつ
いてもメーカーサポート終了時
までに対応が終了する予定であ
る︒
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