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杉村康之 当選！ 
～府中で初めて、 

自由党の議席を獲得～ 
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

去る 4月 27 日、府中市議会議員選

挙において自由党の杉村康之候補が

当選し、府中で初めての自由党の議

席を獲得した。 

杉村氏は、当選の報を聞いてスタ

ッフを前に次のように語った。 

 

「この勝利は、 
 皆さんの勝利です」 
「選挙中、街角で手を振っていただくと必ず車から降りて握手をし

ましたが、『○○さんから聞いてるよ、がんばって！』とご声援をい

ただきました。それが一人や二人ではありません。私の知らないと

ころでたくさんの方に声をかけていただいているんだというのがよ

くわかりました。この勝利はみなさんの勝利です。本当にありがと

うございました。 

やっとスタートにつくこ

とができましたが、これから

が本番です。初心を忘れず、

是々非々の立場を貫いてま

いりますので、今後とも厳し

い目で応援をしていただき

ますよう、よろしくお願いい

たします。」 

 
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

次は、総選挙！ 
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

調布市、狛江市でもそれぞれ自由党候補が当選し、

年内にも予想される総選挙における鈴木盛夫氏

（自由党東京都第 22 総支部会長）の勝利をめざし

て弾みがついた。 

お

＜自由党東京

TEL：042
 府中市は、小選挙区の区割改正で第 22 区ではな

くなってしまったが、府中支部としても、側面か

ら全力で鈴木氏を応援してまいります。 
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平成 15年府中市議会議員選挙の結果 
 候補者名 党派 票数  

1 手塚 としひさ 無所属 3426 当

2 隆 みわ子 公明党 3365 当

3 高野 のりお 自民党 3336 当

4 鈴木 きんじ 無所属 3268 当

5 田中 しんいち 公明党 3222 当

6 相原 ひろし 自民党 2976 当

7 ならさき 久和 公明党 2973 当

8 前川 ひろ子 ネット 2889 当

9 遠田 むねお 公明党 2807 当

10 そなえ 邦彦 無所属 2792 当

11 むらさき 啓二 社民党 2786 当

12 しばの 和夫 公明党 2768 当

13 村木 しげる 自民党 2728 当

14 重田 ますみ ネット 2686 当

15 山口 みやび 共産党 2648 当

16 宮本 武蔵 無所属 2623 当

17 小野寺 あつし 無所属 2588 当

18 池田 茂二 無所属 2546 当

19 ひるま 利蔵 無所属 2536 当

20 小山 くにひこ 民主党 2526 当

21 服部 ひとみ 共産党 2493 当

22 目黒 重夫 共産党 2395 当

23 松村 ひさし 自民党 2360 当

24 村井 浩 民主党 2357 当

25 杉村 康之 自由党 2318 当

26 上妻 よしひろ 自民党 2288 当

27 稲津 けんご 民主党 2261 当

28 土方 こうへい 無所属 2198 当

29 高野 まさお 無所属 2145 当

30 林 辰男 自民党 1823 当

31 くわしま 耕太郎 民主党 1325 落

32 いがり 洋子 無所属 828 落

33 松元 成一 無所属 612 落

34 橋本 秀雄 無所属 337 落

※按分票は四捨五入しています 
党員募集！  
問い合わせ・お申し込みは 

都第２２総支部＞ 会長・鈴木盛夫 
4-88-1181 FAX：0424-88-1281 

日本を立てなおす具体策があります

http://www.jiyuto.or.jp/ 
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＜元気！レポート No1＞ 「速報！臨時議会」 
 

選挙後、初の議会が、5月 12、13 日の両日、開催され

ました。 

■会派は１人会派、「自由党」 

9:30 頃、市議

会に到着し、ま

ず会派届を議

会事務局に提

出しました。選

挙後、各派から

お誘いがあり

ましたが、当面

は「自由党」単

独で活動いた

します。いわゆ

る１人会派は発言が制約されますが、①是々非々を貫く

という自分の姿勢を行動に表す、②各会派の主張、活動

を見極める、という理由から、決断いたしました。 

■延々と続く「暫時休憩」 

事務局を出ると、CATV が撮影していました。いささか

緊張の面持ちで、表示板の自分のボタンを押す。10:00

から開会。いよいよ始まるかと思いきや、数分で「暫時

休憩いたします」との仮議長の声･･･「？？？」 

この臨時議会は、選挙後初の議会なので、主に、議長、

副議長、各委員会などの人事や議席を決めます。まず、

議長を相談するために「暫時休憩」したわけです。それ

から延々と水面下で３大会派間の駆け引きがありまし

た。この間、ときどき情報を持ってきてくれる議員もい

ましたが、１人会派の私は、ほとんど待機状態でしたの

で、役所の中を挨拶に回ったり、議会手続の条例や規則

を読んだりして過ごしました。 

夕方になって、市政会から議長は「○○」で、市民フ

ォーラムから副議

長は「△△」で、と

依頼がありました

ので、了解しました。

直後、本会議が再開

され、投票が行われ、

以下のとおり決定

しました。 

議 長 上妻斌宏 議員（市政会） 

副議長 村崎啓二 議員（市民フォーラム） 

その後いくつかの議題を処理しましたが、本会議場で

過ごしたのは、この日延べで1時間もあったでしょうか。 

■各派代表者会議 

第２日は主にその他の人事を決めますが、10:00 に開

会後、例によって「暫時休憩」。非公式の「各派代表者

会議」というところで、常任委員会、その他の細かいポ

ストを実質的に協議します。ここでは、「１人会派」は

会派でないのでオブザーバーとしての参加で、原則とし

て発言はできません。ただ、会派所属の１回生議員は参

加もできないので、１人会派の方が勉強にはなります。 

常任委員会は、総務、文教経済、厚生、建設環境の４

つ。条例で議員は必ずどこかに所属することになってい

るので、私は総務委員会を希望し、認められました。し

かし、その他の細かいポストは大きな会派から順番に取

っていくので、自由党には１つも回ってきません。あわ

やゼロかと思っていると、公明党がとっていたポストを

譲ってくれました。ただし「譲りましたからね」との念

押しつきで。正直言うと常任委員会だけでよかったので

すが、「何でもやります」といって、頂戴しました。 

そんなこんなで２日間の日程を終え、その後３日間の

新人研修がありました。市の各担当部長から市政の概要

について説明を受け、また府中市の主な施設を１５ヵ所

見学しました。今回はそれぞれ２０分程度のですので、

概要のみですが、早く市政の実情・議会のしくみを把握

できるよう、猛勉強してまいります。 

次回第１回定例議会は、６月１０日の開会予定です。 

 

「市民百人委員会」のご案内 
～政治と市民を身近なものにするために～ 

市議会で議決される主な案件について、事前に皆様

にお知らせします。皆様から賛否のご意見をいただき、

議会で一票を投じる際の参考にさせていただきます。も

ちろん全市民の代表ですから、「市民百人委員会」のご

意見に縛られるものではありませんが、異なった決断をす

る場合には充分な説明をいたします。 

連絡の手段は、時間の関係上、FAX か Email に限ら
せていただきます。ご参加いただく場合には、お名前、ご

住所、FAX番号か Email アドレスを書き添えて、返信ハ
ガキかFAX・Emailにて、お申し込み下さい。（府中市民
以外の方のご参加も歓迎します） 

■ 杉村康之事務所 ■ 
〒183-0051◆府中市栄町 2-14-21-101 

TEL◆042-335-0097 ／ FAX◆042-361-9856 
Email◆sugimura@sea.sannet.ne.jp 

URL◆http://www.fuchu21.gn.to/ 

府中市議会の新・会派構成 

府中市議会市政会 １２ 
市民フォーラム ７ 
府中市議会公明党 ５ 
日本共産党府中市議会議員団 ３ 
生活者ネットワーク ２ 
自由党 １ 

 


