一般質問

江島 ①公共施設の指定
管理の現状は︒
②効果について検証でき

上︑内外に周知されてお

度末に﹁資源磨き構想﹂

を完成させたい︒

6

2015年８月号

アイル周辺の

９月末に基本構想を策定し︑
年度末に完成を

資源磨き構想は

市長

松尾 ①アイルの入館者

は ︑日 量 ５ ４ ９ ト ン ︒

毎分３８０ℓ

③危険地域︑独居老人な

の市内と市外の割合は︒

限界点を見出せないだ

きた︒
﹁資源磨き構想﹂

一にできると主張して

松尾

どは防災無線戸別受信機

②市内や老人へのアイル

け の 湯 量 が あ り ︑泉 質

サービスの向上や
経費縮減などを図る

指定管理のメリット
活かして
市長

地域防災力の強化を
の設置が必要では︒

入館料の割引は︒
市長 ①非常時に︑市と

江島 ①自主防災組織の
組織率と実働は︒

の連絡体制が確立してい
割︑

も い い ︒私 は 常 に 日 本

③まちなか市民交流プラ
②地域防災に行政はどう

市長 ①市内が約

③アイルの湯量は︒

ザの指定管理について︑

る行政区の組織率は１０

についての市長の新た
②今年度防災対策課を新

り︑誰が市内の人か確認

辺 は ︑小 城 市 の ま ち づ

市外が約６割︒

設︑出前講座など地域に

で混乱する︒利用料金の

く り ︑人 づ く り に 資 す

０％だが︑何らかの活動

出向いて活動を支援した

区別は考えていない︒

る 資 源 磨 き に な る ︒周

な思いは︒

い︒

③一次試験で毎分２１０

辺 の 医 療 ︑ス ポ ー ツ 施

年以

③戸別受信機は高価であ

ℓ︑二次試験で毎分３８

設︑環境をリンクさせ︑

②開館当初から

り︑これに代わるものが

０ℓで限界点を見出せ

９月末を目途に基本構

年

市長 アイルとその周

ないか現在調査している︒

ず︑湯量は十分確保でき
％の毎分３００ℓで

想 を 策 定 し ︑平 成

をしているのは約半数︒

関わっていくか︒

ているか︒

江島佐知子
事務所使用料は他の施設
との整合性はとれるか︒
市長 ①桜楽館︑ゆめり
あ︑アイル︑ひまわり︑
きらら︑体育関係８施設
を指定管理している︒
②それぞれ︑施設の目的
に応じて独自事業もしな
がら︑利用者のサービス

義幸

松尾
ている︒適正揚湯量とし
て

県知事の許可を得てい

その他の質問
女性の活躍推進につい

る︒通常毎分２２０ℓ揚
湯している︒

27

向上や経費削減に取り組

4

10
て

80

んでいる︒
③財政課などとも協議を
して︑整合性がとれるよ
うに整理したい︒

▲地域防災に関する打ち合わせのようす

17人が 一 般 質 問

市政を問う
りたい方は、会議録が各町図書館にありますのでご覧下さい。
議録の設置及びホームページ掲載は８月末の予定です。）

▲アイル周辺、右端がアイル

看護学部誘致の
住民説明会は

諸泉 財政支援の見通し

樋渡 市民交流プラザの

公民館で大学誘致の説明会は
機会を見て行う

学部誘致となり︑大学の

指定管理者として㈱まち

市長

諸泉 看護学部誘致の設
や住民説明会を開くべき

的効率的に対応また施設

まちに活力をつけるための
一つの大きな核となる

市民交流プラザの
運営及び目的は

市長

まちづくり推進課長

の管理に民間能力を活用

希望で公民館跡地となっ

市民交流プラザの整備

置場所について︑住民の

づくり小城が今議会で提

し経費の節減を図ること

だが︒

計画の中で事業整備主体

た︒

を目的とするとなってい

関心も高く狭い場所で大

は小城市︒指定管理者は

市長 大学側は︑実習病

のグラウンドゴ

整備

公共下水道の効果的な

施設の維持管理が

が行政機関でこの

窓口等が入居する

樋渡 指定管理者制度の

の節減になるのか︒

営よりも指定管理が経費

と今後の対策

小城市の空き家の状況

その他の質問

ている︒

し︑その範囲内で提案し

場合の試算限度額を設定

ストの面でも直営でした

中長期的な視点︒またコ

市民サービスの向上︒

まちづくり推進課長

運用に市民ニーズに効果

百万円が指定管理料︑直

案されているが︑その理

街地のエリア︒交通の便

院や教授陣の確保等があ
市長 中心市街地活性化

文教地区であり中心市
もいい︒大学としては５

り︑８月ぐらいに整備構

計画認定の必須条件等に

ルフ場を整備

婚活事業について

できない理由は︒

▲㈱まちづくり小城が維持管理する市民交流プラザ

丈夫か︒

千㎡は最低必要で︑公民

想を策定する︒そこで数

より︑㈱まちづくり小城

るが１年間約５千５百万

館 跡 地 と 前 の 庭 ︑桜 岡

字的なものも見えてく

を指定管理者とし

まちづくり小城というこ

支館と駐車場︑

る︒財政支援は県とも相

て選定した︒

由は︒

市長 交流プラザにサテ

桜岡小のプール

談したい︒小城公民館で

円ぐらいのうち約４千８

ライト教室を西九州大学

まで整備して５

の住民説明会は機会を見

とで位置づけされている︒

が設置協議の中で︑看護

千 ㎡ ︒プ ー ル は

中には小城公民

た公共施設でその

樋渡 新しく作っ
て行いたい︒
る ︒そ こ で ︑不
足する駐車場は

し ︑１ ０ ０ 台 の

借地解消の方向性につ

館 ︑水 道 課 ︑市 民

駐車場を確保す

いて

その他の質問

る︒

公民館西側の奥

邦美

樋渡

定次
諸泉
移転して改築す

一般質問

2015年８月号

7

▲建設予定地の小城公民館周辺

一般質問は要点だけをまとめたものです。全体を知
また、小城市のホームページにも掲載されます。
（会

17人が 一 般 質 問

市政を問う

は︑なぜ料金に格差があ

賀水道と小城市水道で

水を供給している︒西佐

事業で市民生活に必要な

永渕 小城は３つの水道

新市で協議するとなって

業団の使用料金について

定書では︑西佐賀水道企

永渕 小城市合併時の協

悪い︒

長は約３倍と給水効率が

いか︒

でいる︒小城市はできな

の不均衡対策に取り組ん

永渕 佐賀市は水道料金

れを重視した︒

が始まっていたので︑そ

水道企業団での統合の話

一般質問

行革で水道料金の
格差是正の考えは

るか︒
いたが︑いつ︑どのよう

市長 財政上厳しい︒

格差是正に努めている
検討し調査したい

市長 給水原価が違う︒
に協議したか︒

永渕 ３つの水道事業の

△238

1,404

０
８㎥

1,404

1,317

△87

1,404

０
９㎥

1,649

1,468

△181

1,404

△245
10㎥

1,894

1,620

△274

1,404

△490
15㎥

3,120

2,484

△636

2,430

△690
20㎥

4,345

3,348

△997

3,456

△889

る考えは︒
市長 佐賀西部での統合
の推移を見ていく︒

その他の質問
西九州大学誘致について
※佐 賀 西 部 広 域 水 道 企 業 団 は
小 城 市・多 久 市・武 雄 市・
嬉 野 市・白 石 町・江 北 町・
大町町・西佐賀水道企業団
で構成

総合戦略推進本部を設置し︑
事業に取り組む

北島 次の参議院議員選

若者の市への参画に
ついて

健康が大きなキー

挙から選挙権が

歳に引

ワードと言われてい

は︑医療︑スポーツ︑

周辺の資源磨き構想

北島 市長はアイル

市長

地方創生事業の活用は
文孝

業︑漁業を絡めては

生事業を活用して農

るが︑これに地方創

意義と思うが︑たとえば

を持ってもらうことは有

街の色々なものに関わり

き下げられ︑若い人にも

周辺は健康という

市長 現在︑アイル

れないか︒

フード店経営など考えら

生たちにレストランや

り︑牛津高校生の生徒さ

市長 現在広報さくらに

るので小城市の基幹

ん方に料理に参画しても

としている︒その中

産業である農業︑水

らっているが︑空き店舗

旬の食材を使った料理を

産業︑林業等とどう

等でそれらを販売する試

にはやはり食という

絡めるか構想の中に

みも非常にいいと思う︒

紹介するコーナーがあ

入っている︒

ことも当然入ってく

構想を立ち上げよう

キーワードを持って

空き店舗を活用して高校

どうか︒

18

市長

水道課長 西佐賀水道は
●
水●
道課長 合併後︑２回

1,166

財源での不均衡対策をす

小城市水道に比べて給水
（平成27年４月現在）

行政改革を行い︑生じた

※基本水量：西佐賀８㎥、小城市７㎥
※佐賀市は旧久保田町民にかかる料金のうち10㎥まで490円を上
限として、また、10㎥を超える場合は、689円を上限として補助。
※小城市は旧小城町と旧三日月町の一部。西佐賀水道は、旧三
日月町の一部、旧牛津町、旧芦刈町、旧久保田町、旧福富町。

協議した︒佐賀西部広域

1,404

北島
▲資源磨き構想の核となる牛津保健センター

和正
永渕
７㎥

面積が３・８倍︑管の延
西佐賀
西佐賀
水道料金
と比較
と比較
水道料金 水道料金

佐賀市
小城市
西佐賀水
道企業団
水量

（円、税８％込）

水道料金比較表

17人が 一 般 質 問

市政を問う
りたい方は、会議録が各町図書館にありますのでご覧下さい。
議録の設置及びホームページ掲載は８月末の予定です。）

8

2015年８月号

小城市の防災︑
牛津川の河川改修

空き家特措法への
市の対応は

松並 対処されない空き

松並 消防署から報告さ

たい︒

て取り組んでいく︒

今後は消防署とも連携し

るが︑十分でないため︑

市のルールを作って
対処していく必要がある

となる︒特に山崎地区の

家を公表することによ

れる空き家への対応は︒

市長

備計画が策定され︑
遊水地の事業については

り︑抑止できないか︒

河川整備計画にもとづいて
整備される

上瀧 国土交通省武雄河
かけて計画的に工事が行

連携をしながら進めてい

市
●民
●部長

市長

川事務所より牛津川の河
われる︒引き堤３か所を

建設部長 今回施行され

年

川改修の計画が発表され
きたい︒

は︑４８０件が報告され

年度

含め流域内の安全度︑上

た特措法には公表につい

平成

たが︑その進捗状況はど
下間のバランスなどを考

て お り ︑増 加 傾 向 に あ

の取り組みは︒

選挙管理委員会事務局長

歳以上に選挙

する機会を設けられない

為の重要性を生徒に教育

松並 中学校で︑投票行

ラシを全戸配布している︒

に加 え︑投 票 所の案 内チ

型スーパーでの啓 発 活 動

の告 知︑県と連 携した大

行政無線やホームページで

防災

松並 投票率向上への市

各選挙の投票率低下
について

うなっているか︒

て規定がないため︑条例

学校給食について

慮しつつ︑着実に整備さ

▲河川改修が急がれる牛津川

25

30

れるが地元の協力が必要

増加し続ける市内の空き家件数(小城消防署調べ)

る︒解決できたものもあ

年８月に整

上瀧 地産地消は進んで

46

いるのか︒
教育長 地産地消は大事
である︒栄養職員はじめ
学校の計画取り組みは進
んでいるが︑その実態は

85
36

大きく進んでいるとはい
えない︒大規模な給食セ

か︒

教育長

通じて提言していく︒

なことなので︑校長会を

年齢が下がる上で︑重要

18

ンターでは食材を定期的

200

に納入できないこともあ
り︑現実的には不十分な
面もある︒

293

平成25年度

0

平成23年度

小城

平成21年度

207

144

100

134

三日月
78

86
77

牛津
58

114

365

芦刈

300

480
500

73
400

2015年８月号

9

陽一

松並

政登
上瀧

で規定することを検討し

市長 平成

一般質問

24

一般質問は要点だけをまとめたものです。全体を知
また、小城市のホームページにも掲載されます。
（会

17人が 一 般 質 問

市政を問う

光岡 第一次産業の今後
産意欲の低下を防ぐた

業所得の低迷からくる生

一般質問

が︑小城市の将来に大き
め︑農畜産物の付加価値

減反廃止で農家への影響は

岸川 減反政策が終了す

集積を進める︒

進で補助等も受けられる

今まで同様に生産調整数量で
水稲を作りたい

れば大規模農家は耕作面

市長

年で終わるが︑転作補助

積１００％で米の主食米

岸川 減反政策が平成

金や農業の振興策など農

を作ることができるのか︒

なる︒

律を適用していくことに

き家等に限ってはこの法

定︑施行されたので︑空

部は大豆を中心に︑中山

し︑転作作物では︑平担

に従って水稲を作付け

設定された生産調整数量

市長 農家へは︑地域で

る︒

ため転作率を守

価を安定させる

ン ス を と り ︑米

し︑米の需要供給のバラ

市の再生協議会等で協議

市長 県の再生協議会︑

営化方針は

公立保育園・幼稚園民

その他の質問

家所得に対しての影響は

なお︑条例の中に上乗

間地域は飼料用米を推進

あるのか︒

せして規定していく部分

したいと考える︒

にうたうもの︑また︑こ

法に基づいた内容︑条例

は︒

金︑小城市全体で減少額

岸川

減反による補助

市長 目標は設

えは︒

標面積などの考

約化について目

岸川 農地の集

の条例が単なる空き家対

●長
市
● 米の直接支払交付

策という形だけでなく︑
まちづくり的なところま

で︑１億４千５百万円の

構の利用など推

が ︑中 間 管 理 機

定していない

金 廃 止 で 約 １︐９ ３ ６

条例の準備をしており︑

も必要になるので︑現在

建設部長 この法律が制

光岡 小城市の対応は︒

空き家対策特別措置法
の全面施行を受けて

地域が一体となった
農業発展を目指す

く影響すると思われる︒

を行っていく︒

開発や６次産業化の支援

を高め︑特色ある農畜品

極的に活用し

プラン等を積

り ︑人 ・ 農 地

りの促進を図

円滑な貸し借

市長 農地の

振興と具体策は︒

そこで︑小城市の農業

市長

小城市の農業振興策は

実
光岡

英樹

岸川

で踏まえながら検討して
いく必要がある︒

減額が想定される︒

▲大豆の播種風景

な が ら ︑地 域
が一体となっ
た農業発展を
目 指 し ︑生 産
体制の効率化
と低コスト化

30
ha

に向けた動き
を加速してい
きたい︒
さ ら に ︑農

▲市内64地区に設置されているワイヤーメッシュ

17人が 一 般 質 問

市政を問う
りたい方は、会議録が各町図書館にありますのでご覧下さい。
議録の設置及びホームページ掲載は８月末の予定です。）

2015年８月号 10

まちなか市民交流プラザ
駐車場は

で︑今のところ北からの

西九州大学の駐車場
は万全か

北側に来館者のため︑
１００台確保

①小城公民館跡地
進入路の整備は考えてい

市長

は駐車場としての機能が
ない︒

中島 通学路などの速度

整し︑更なる整備を進め

針は︒

中島 水難防止対策の方

跡地︑民家があった跡地︑

かに︑ゲートボール場の

学校周辺道路

においては︑

市長 通学路

が約５千㎡︑その中で駐

市長 キャンパス予定地

安全対策を必

制やその他の

な ど ︑速 度 抑

いて

市有財産の利活用につ

その他の質問

をしていきたい︒

が考えられるので︑検討

総務部長 様々なケース

考と増設の考えは︒

別受信機の設置箇所の再

中島 防災行政無線の個

していく︒

防止施設の整備など対応

細に把握しながら︑転落

建設部長 危険箇所を詳

ていく︒

市長 よりよい整備を行っていく

安心・安全なまちづくり
正樹

超過対策︑安全対策など

桜岡小学校プール︑桜岡

や抜け道とし

は十分か︒今後の方針は︒

支館︑支館の北側などを

て利用され

現在の駐車場のほ

整備︒市民や地元からは︑

る道路には

堤

まだまだ不足ではとの声

﹁ゾーン

﹂
を耳にするが︒

車場を確保︒近隣の民間

要に応じて整

と表示をする

駐車場も確保の予定︒

備をしている︒
今 後 は ︑危
を 行 っ て ︑関

険箇所の点検
桜岡青少年健全育成会

係機関や地域

その他の質問

について

の方と協議調

▲水難事故防止のためのポリタンク

堤
なく︑代替の確保をすべ
④簡易的な部屋を確保︒

▲オープンが待たれるまちなか市民交流プラザ

中島

克彦
堤
きでは︒
②近隣の空き地の整備を
すべきでは︒
③ＪＡ小城支
所からの進入
道路の整備は︒
④舞踊などの
畳の部屋は︒
市長 ①北側
に︑来館者の
ための駐車場
として１００
台確保︒
②今は考えて
いない︒
③基本的に国
道２０３号線
から︑出入り

一般質問

2015年８月号

11

30

一般質問は要点だけをまとめたものです。全体を知
また、小城市のホームページにも掲載されます。
（会

17人が 一 般 質 問

市政を問う

一般質問

基本協定は平成
に合わせた準備

新学部の建設は
今後の協議次第か

市長

年

月開校

回の地域看護学部では地

西九州大学小城

香月 大学卒業生による

香月

域で就職し︑地域に貢献

でてくる︒その点から各

地域の看護師不足の補填

市丸 禁煙ではなく分煙

キャンパス地域看護学部

する看護師の養成︑対策

階にガラスばりの分煙室

というが︑市で四大卒の

を大学側にも要請する︒

を︒たばこ税が３億４千

の誘致について︑財政支

看護師不足の現状は︒就

清水・小城公園の清
掃協力金について

援の方針と負担増の影響

職は一般的には県外では︒

を作ってはどうか︒
市丸 清水の竹灯り︑小

は︒

万円ほど市に入ってい

城公園の花見︒清掃協力

市長 平成

の学位偽装が整備スケ

香月 県との協調補助の
市長 ８月を目途に大学

の県内の看護職員不足は

交流事業等について

中国浙江省海塩県との

その他の質問

いる︒

と大学側から受け取って

ては現段階で白紙の状態

る︒ペナルティーについ

側も含めて三者協議す

を策定した段階で︑大学

市長 大学側が整備構想

協議の状況と︑大学講師

されているが︑そ

が策定する整備構想を精
定し︑予算

の金額と使い道は︒
産
●業
●部長 清水竹

の範囲内で

ジュールに与える影響は︒

年度末予測

市長 議員の熱意は感じ

4

金及び駐車料として徴収

市長 議員の熱意は感じている

分煙について

典夫
市丸
ている︒

30

４３１人で︑慢性的︒今

27

る︒年次計画をもって分
煙室を作ってはどうか︒
市長 現状のままでいき
たい︒

香月チエミ
査し︑補助の上限額を設

灯りは収入として

の支援を基
本とする︒

▲西九州大学誘致予定の現小城公民館

市丸 職員に対して︑昼

万円︒開催
のための経費とし

今後経費や

１千

て使用している︒

で見直しな

財源など具
公園の維持管理費

がら︑市の

小城公園の花見は

を含め観光協会の

財政計画に

体化の段階

運営費として使用

いきたい︒

組み込んで

２１２万円︒小城

60

している︒

▲清水竹灯り

休み以外禁煙にされたの
はなぜか︒
副市長 勤務時間中に職
場を離れると︑仕事に支
障が出てくる︒
市丸 喫煙所は北側の駐
車場にある︒庁舎の３階
分かかる︒人目につ

からたばこを吸いに行け
ば

かないからサボる人間も

10

17人が 一 般 質 問

市政を問う
りたい方は、会議録が各町図書館にありますのでご覧下さい。
議録の設置及びホームページ掲載は８月末の予定です。）

2015年８月号 12

小城市における
土曜教育の方針は

現在２８６名が利用︑
事業は今後も継続する

福祉タクシー事業の
現状と今後について

市長

その都度検討はするが︑

各学校の創意工夫と
体験学習など

納税は約４億２千万円︒

教育長

福祉タクシー事業

西

現在具体的なものはない︒

化する意味合いが入って

全国８位とも聞く︒そう

族で有意義に過ごすこと

は対象の方々の利便性の

いう財源を福祉への活

年度より土

向上には有難い制度だと

用︑人への投資に活用す

日授業を開始されるの

いる︒
実施計画については︑

考えている︒現在は障が

ることも考えられるので

が難しい場合もあり︑対

各学校が創意工夫して行

い者福祉に限った制度だ

は︒

曜日授業が開始されると
小城市と同じ形で全県

う教科でも︑地域の人材

が︑今後︑高齢者の方の

応が必要である︒
下進んでいくと思う︒県

等を活用し体験的な学習

人口比は増加すると思

聞いているが︑なぜ土曜
か︑これは佐賀県内全て
下一律に土曜授業をする

などもよい︒

て小城市の教育委員会と

はどういうものか︑そし

土曜日授業の位置づけと

従来の学校

の考えは︑

る ︒文 科 省

曜のみであ

ていくと考えられるが︒

う︒精神疾患の方も増え

次に︑文科省における

しての土曜日授業実施に
５日制度は

まな活動を経験させる機

全ての子ども達にさまざ

事に取り組んでいるが︑

でも土日にさまざまな行

教育長 小城市では地域

実 ︑豊 か な

環境を充

どもの教育

土曜日の子

と連携し︑

育関係団体

うち︑３６７名の方に交
％︒
この事業の実施要

付し︑利用率は約
西

綱では︑第一条に障がい
者の方の生活圏の拡大及
び社会参加の促進を図
り︑福祉の増進に寄与す
年には小城市

ると趣旨にうたってあ
る︒平成

にご寄付頂いたふるさと

メラ検査も推奨する動き

胃がん検診に胃カ

福
●祉
●部長 精神障がい者

があるとの事で︑市の対

西

の方は年々増加の状況は

応は︒

について

子どもたちの安心安全

ンビニ健診﹂について

健診受診率向上と﹁コ

その他の質問

も必要になるとも考える︒

もあるが︑胃カメラ検査

のためには︑体制の整備

福
●祉
●部長 検査精度向上

ある︒内容については︑

▲小城市は健康・福祉日本一をめざす

市長 現在︑対象の方の

対する考え方と土曜授業
堅持しなが

会が十分とは言えない︒

ものにし土

ら ︑社 会 教

土曜日が保護者の休日で

曜日を活性

78

胃がん検診について

の学校でされるのか︒
場合は︑その月の第一土

深川 平成

正博

西

高志
深川
ない家庭においては︑家

一般質問

26

2015年８月号

13

28

実施の計画は︒

▲平成28年度より土曜日授業が始まる小中学校

一般質問は要点だけをまとめたものです。全体を知
また、小城市のホームページにも掲載されます。
（会

17人が 一 般 質 問

市政を問う

オやアイラブ小城やユー
常に有意義なので︑活用

活用できるというのは非

一般質問

富永 人材誘致認定者の
チューブなりを使って︑

できる場をつくっていけ

や商工観光業の振興並び

立案し︑新しい人材発掘

信番組等を積極的に企画

チューブ等を活用した発

トホンで受信できるユー

で覚える時間を

や考えなどを体

事に対する姿勢

ながら︑プロとしての仕

土曜授業等とリンクさせ

材誘致認定者を登用し︑
運用について

市内循環・巡回バスの

市営住宅建設

Ｑ 市営住宅や西九州大
学 誘 致 に つ い て ①Ｐ Ｆ Ｉ
などの手法は考えられた
か︒

①ＰＦＩとは︑社会資本の整
備・運営において︑民間の資
金や経営力を活用して公共と
民間が協力して行う事業方式

Ａ 西九州大学誘致でＰ
ＦＩを研究したという報
告は受けていない︒市営
住 宅 に つ い て は ︑時 間
的・経済的な理由から直
営の方がいいということ
だった︒

地 方 創 生 ︑ふ る さ と
納税

Ｑ ふるさと納税の使途
は︒
Ａ 寄付金の使途は大き
く４つある︒
①みんないきいき健康
②宝ぴかぴかかがやき
③こどものびのびすこやか
④みずきらきら快適
の プロジェクト︒

が疲弊しているというこ
とで色々な施策を講じな
がら人口減少を食い止
め︑地方を活性化するた
めに自治体が色々な計画
を立てて国に要望する︒
小城市では今年度プレミ
アム付き商品券の約９千
万円と他の事業の５千万
円︑計１億４千万円ほど
の交付金になっている︒

Ｑ 祇園祭が来年７００
年祭を迎える︒小城市を
挙げてバックアップしな
いのか︒
予算的裏づけがされな
いのか否か︒地方創生︑
ふるさと納税を活用でき
ないか︒
Ａ 祇園祭など小城市に
は色々な伝統︑文化︑芸
能があるが︑ふるさと納
税を活用したり︑地方創
生事業で充当できないか
考えていかなくてはいけ
ない︒
７００年祭ということ
で従来の祇園祭と違って
小城市の祭にしていかな
いと難しいと思う︒

その他

Ｑ 芦刈幼稚園の幼保一
元化について︒
Ａ 芦刈幼稚園と芦刈保

2015年８月号 14

議会報告会

議会報告会を
開 催
５月 ・ 日に市内４
か所で開催し︑市政の現
状や課題についての報告
と質疑応答を行った︒そ
の概要は次のとおり︒

Ｑ 小城公民館跡に大学
が誘致される予定だが駐
車場は確保できるのか︒
Ａ 執行部は小城高校南︑
公民館南︑桜岡小プール
跡地で対応するといって
いる︒また︑都市再生整
備計画策定事業の中で整
備を進める︒

西九州大学誘致

14

人材誘致認定者の
活動の積極的ＰＲを

活動が一般市民の目にな
ＰＲができるよう目指し

ればと考えている︒

人を育てるという観点から
見直しを含め検討している

かなか見えにくい︒市が
たい︒

市長

持っている情報発信の道

その他の質問

具 で あ る﹁ 広 報 さ く ら ﹂
富永 教育の活性化に人

に市民への情報提供に取

子ども達に持っ
きる力を身につ

20

﹁アイラブ小城﹂︑スマー

組むべきと思うが︒
商工観光課長 現在︑見

けるいい機会に

かけじく

13

Ｑ 私立大学に公の団体
が助成をすることは憲法
第 条に抵触しないか︒
また︑定員割れが生じた
場合はどう対応するか︒
Ａ 総事業費が約 億円︒
大学は市と県に対して補
助の要請をされている
が︑市としては県の決定
をみて対応していくとの
ことである︒また︑憲法
第 条の抵触については
執行部に伝える︒

Ｑ 地方創生の五原則
は︑自立性︑将来性︑地
域性︑直接性︑結果重視
である︒小城市ではどう
取り組むのか︒
Ａ 東京一極集中で地方

4

て も ら う と ︑生
直しということで条例の

なると思うが︒
学校教育課長

中身︑優遇措置なりの見
直しをしており積極的な
ＰＲ活動は今していな

今 後 ︑学 校 教
育現場で人材誘

い︒制度改正を行った上
で︑ご意見やご提案・ご

致認定者の方を

89

89

正樹
富永
指摘のとおり広報やビデ

▲進む掛軸の修復作業

17人が 一 般 質 問

市政を問う

