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平成 27年 6月５日～22日開催 

第 2回定例会 徹底総括!!     2015年 7月号 
 

通常は 3･６･９･12 月に定例会が開催されま

すが、次回の平成 27 年第 3 回定例会は、8 月

31 日(月)からの開催が予定されています。 

第３回定例会も是非、議場に足を運んだり、イ

ンターネット中継を利用したりするなどで、府中

市議会を身近に感じていただければ幸いです。 

 傍聴の際、手話通訳を 

希望される方は、希望日の 

2 日前まで(土日祝日を除く) 

にお申し込みを。車いす用 

の席もございます。 

【議会インターネット中継を見るには】 

1. Windows Media Player をインストール 

2. Windows の場合、ブラウザを Internet 

Explorer に 

3. Mac OS の場合、専用ソフトもインストー

ル(下記 URL から利用可) 

4. スマートフォンやタブレットは利用不可 

 

本会議当日は生中継。おおむね 3 日以内(土日

祝日などを除く)に録画配信が始まります。 

http://www.fuchu-city.stream.jfit.co.jp/ 

6 月 3 日(水)付の朝日新聞で、府中市の現職

議員が自治会への寄附行為により起訴されたと

報じられました。この時点で 3 回目の公判が行

われており、当該議員は起訴事実を認めたもの

の、情状酌量を求めたとも伝わっています。 

6 月 22 日(月)の本会議最終日には、クリーン

な府中市議会を目指すべく、綱紀粛正に関する

決議案が提出されました。稲津氏を含む議員全

員が決議案に賛成し、可決されました。 

 

ご存知でしたか？ 

【議員は議場に杖を持ち込めない】 

テレビや新聞を通じて、大荒れになった議

会の話題が報じられることがございます。危

険防止策でもあるのでしょうか、府中市では

議員が議場内に杖(松葉杖を含む)を持ち込

むことは禁じられています。議長の許可を得

られると持ち込むことが出来ますが、大荒れ

にならない議会運営も大切ですよね。 

稲津けんご  

【プロフィール】 

1968 年北山町生まれ。 

(現在は西原町在住) 

 1999年から3期12年にわたり府中市議

会議員として活動。その後、父の介護や民

間での勤務を経て、2015 年の選挙で再

選。一時ケガで車いす生活を送るが、その

経験も活かして「誰にでも優しい府中のま

ちづくり」に取り組んでいる。 

しかし、同日付の東京新聞で、4 月の府中市

議選の際に集会所を選挙事務所として利用して

いた候補者が複数名あったとも報じられ、市民

の皆様から今も厳しい視線が注がれています。 

議会全体でも事態を 

重く受け止めており、 

議会そのものの改善に 

全力で取り組みたいと 

ころです。 
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【平成 27年 第 2回定例会 主な動向】 

6 月 

５日(金) 本会議(委員会付託等) 

８日(月)･９日(火) 本会議(一般質問) 

・稲津氏は 9 日に登壇 

15 日(月) 建設環境委員会 

16 日(火) 基地等跡地対策特別委員会 

22 日(月) 本会議(委員会審査報告等) 

 

※ 稲津氏が所属していない委員会には全て 

オブザーバー(傍聴人)として参加。 

6 月５日(金)から 22 日(月)の会期で、平成 27

年第 2 回定例会が開催されました。本会は、本

年 4 月に開催された府中市議会議員選挙後、初

の定例会ともなりました。 

 8 日(月)と 9 日(火)に行われた一般質問で、稲

津けんご氏は、地元の北山町や周辺地域でも要望

が多い道路問題と、災害時の医療体制について質

問しました。 

 

※ 一般質問の詳しい内容と、全体の傾向に

ついては、中面をご覧ください。 

事態となりました。十分な

議論が無いまま採決に入

り、賛成 14、反対 15 で

意見書が否決されました。 
 稲津氏は「違憲性の強い

この法案を成立させてはな

りません。憲法の理念を曲

げないよう、これからも頑

張ります」と述べました。 

市政会 × 

公明 × 

市民フォ

ーラム 
○ 

共産 ○ 

ネット ○ 

リベラル ○ 

維新 ○ 

友愛 ○ 

 

今定例会で注目された議案の一つが、第 3 号

議員提出議案の｢『安全保障関連法案｣の今国会

での成立を断念するよう求める意見書」です。 

今国会で審議されている安保関連法案は、専

門家から「違憲」との声が相次ぎ、大きな議論

になっています。市議会においても、この問題

について政府に対し意見書を出すよう、稲津氏

も賛成者の一人として取り組みました。 

6 月 22 日(月)の本会議では、この意見書に対

して市政会(自民)が反対を主張。意見書の内容と

は関係ない論点を取り上げ、憲法改正を訴える 



 

稲津氏: 住宅区域に暮らす市民にとって

生活道路は欠かせないインフラの一つ

です。しかし、生活道路と言っても色々

あり、私道の中でも位置指定道路*は、

土地の権利者が補修や改修を行ってい

るが、経済的な負担もあり、なかなか管

理が行き届かない箇所が多くあります。 

 市に私道部分を寄付したいと思って

も、市道への認定を受ける基準が厳しい

ため、住民にとっては、粗悪な道路状況

のもとで生活を強いられています。私は

市民の誰もが市内のどこに住んでいよ

うとも、行政サービスを公平に等しく受

けるべきだと考えます。市の考えはいか

がですか？ 

都市整備部長: 府中市では、

私道の認定基準に関して「府

中市私道整備事業実施要項」

で施行しています。 

位置指定道路は、平成 25

年 5 月から除外しています。

市内には約 1,400 箇所の位

置指定道路があり、市の費用

負担の問題から対象外とし

ました。 

 今後の道路整備について、

認定基準に適合し、寄付を受

けることが出来る場合は、市

の方から説明できます。 

稲津氏: 今年も地震や噴火などが発生し、災害が

心配される状況が続いております。 

府中市においては平成２６年度に地域防災計

画が修正され、災害直後の医療救護所が３４箇

所から 12 箇所に減りました。 

市民にとり、災害が発生した場合の救急医療体

制は大変身近で切実な問題であると思うが、な

ぜこのように変更したのか、市の考えを尋ねま

す。 

行政管理部長: 今回、防災計画の修正を行う過程

で府中市医師会と具体的に検討した結果、すべ

ての一時避難場所(34 箇所)に医療救護所を設置

することは困難であると判断し、「文化センタ

ー」及び「保健センター」の 12 箇所に設置する

こととしたものです。 

稲津氏: 市内には 203 の医療事業所があり、医

師会のHPでも110箇所の一般診療の案内があ

ります。今の 12 箇所から増やすよう、医師会と

話し合えないか？ 

部長：できるだけ多くの場所で、質の高い救急

医療業務ができるよう、関係機関と検討します。 
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今回は24名の議員から38件の一般質問があり

ました。38 件の質問の中には細部に渡る項目もあ

り、質問項目は合わせて 178 となりました。 

11 ある部署の中で最も質問が寄せられたのは

教育部でした。質問内容も学校施設やスマホ対策、

川崎市での事件、市立幼稚園、不登校問題、給食

センター、学習支援対策など幅広い範囲でした。 

2 位は都市整備部。市議選挙直後の一般質問で

もあり、選挙を通じて地域の課題やまちづくり、

道路、公園などに関する質問が多く出されました。 

3 位は政策総務部と生活環境部が並びました。

政策総務部では、マイナンバー制度や武蔵野の森

総合スポーツ施設、政府の地方創生事業、行政改

革、オスプレイの横田基地配置問題などが取り上

げられました。一方、生活環境部では空き家対策

の質問が 2 件あり、市民墓地やコミュニティバス、

建設産業振興に関するものもありました。 
*位置指定道路 → 所有者の承諾が無くても日常的に利用･通行できる私道のこと。ただし、自動

車の通行や出入りの自由を求めるには、位置指定道路の所有者(私道の所有者)に承諾を得る必要が

ある。位置指定道路の多くは道幅が大変狭く、写真や図はその一例である。 

 

幼稚園名 廃園時期 
新入園児募

集最終年度 

矢崎幼稚園   平成 30年度末 平成 28年度 

小柳幼稚園  平成 32年度末  平成 30年度 

みどり幼稚園  平成 34年度末  平成 32年度 

 

 

5 月 26 日(火)の文教委員協議会では、市

立幼稚園の廃園について報告がありました。 

報告によると、過去５年間の平均充足率は

61.1%で、私立幼稚園の補完的役割を終え

たとの判断から方針を決定しました。 

質疑では、待機児童数の増加の問題が取り

上げられ、議会側からは廃園後の対策を合わ

せて講じるよう意見要望がありました。 

6 月 12 日(金)の厚生委員会では、介護

保険料について協議されました。対象は生

活保護の受給者と世帯全員が市民税非課

税の年金生活者です。見直し後は保険料が

年間で 3,200 円減額となります。 

今回の改正により、同時に 65 歳以上の

方が緊急等で介護サービスを受けた時、低

所得者を除き、本人負担は 1 割から 2 割 

保険料率 月額 年額
現行 基準額×0.45 2,350 28,200
見直し後 基準額×0.40 2,083 25,000

へと増えます。 

なお、保険料の改正は平成 27 年度から適用

されます。また緊急等での介護サービス負担は

平成 27 年 8 月から実施されます。 
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22 日(月) 本会議(委員会審査報告等) 

 

※ 稲津氏が所属していない委員会には全て 

オブザーバー(傍聴人)として参加。 

6 月５日(金)から 22 日(月)の会期で、平成 27

年第 2 回定例会が開催されました。本会は、本

年 4 月に開催された府中市議会議員選挙後、初

の定例会ともなりました。 

 8 日(月)と 9 日(火)に行われた一般質問で、稲

津けんご氏は、地元の北山町や周辺地域でも要望

が多い道路問題と、災害時の医療体制について質

問しました。 

 

※ 一般質問の詳しい内容と、全体の傾向に

ついては、中面をご覧ください。 

事態となりました。十分な

議論が無いまま採決に入

り、賛成 14、反対 15 で

意見書が否決されました。 
 稲津氏は「違憲性の強い

この法案を成立させてはな

りません。憲法の理念を曲

げないよう、これからも頑

張ります」と述べました。 

市政会 × 

公明 × 

市民フォ

ーラム 
○ 

共産 ○ 

ネット ○ 

リベラル ○ 

維新 ○ 

友愛 ○ 

 

今定例会で注目された議案の一つが、第 3 号

議員提出議案の｢『安全保障関連法案｣の今国会

での成立を断念するよう求める意見書」です。 

今国会で審議されている安保関連法案は、専

門家から「違憲」との声が相次ぎ、大きな議論

になっています。市議会においても、この問題

について政府に対し意見書を出すよう、稲津氏

も賛成者の一人として取り組みました。 

6 月 22 日(月)の本会議では、この意見書に対

して市政会(自民)が反対を主張。意見書の内容と

は関係ない論点を取り上げ、憲法改正を訴える 


	press_01
	press_02
	press_03
	press_04

