一般質問

額をこれから直営でやろ

が整った。今の件数・寄附

葉市との交流での発展性

について、南九州市と千

岸川 国内の都市の交流

ネットに出し

ふるさと納税の

○小城市の子ども子育て
支援について

市長

防災の視点で

協定書を結び

応援に関する

災害時の相互

南九州市とは、

だ。

語を話せるようにすべき

交流し、子どもたちが英

が始まり英語圏の人とも

圏よりも、英語の教科化

岸川 国際交流で中国語

設置し、歴史

域連携会議を

氏サミット広

千葉市は千葉

ていきたい。

活性化に向け

て交流を深め

友好都市とし

方々と英語を通してコ

いく。今後、多くの国の

介して英語力を実践して

中国海鹽県の中で英語を

見当らない。現段階では

として英語圏との交流は

社会の共通語で、小城市

の中で、英語自体が国際

教
市育
長長 グローバルな世

員会として考えている。

かいえん

や文化につい

ミュニケーションの力を

うじ

て千葉氏に関

つけていくことを教育委

め、相互交流

体で連携を深

係ある

うじ

自治

行ってきた。

の取り組みを

をやっていきたい。

取り組みを行いたい

市長 地域の活性化に向けた

交流事業の発展性は
どう考える

ふるさと納税の返礼業務
の市直営は

７ ，０ ０ ０ 万 円 ほ ど 納 め

うとすると、どこかにまた

りはできない

市長 今の件数に対応する体制づく

除く８市は一担基金に積
ている状況だ。納税の義

委託せざるを得なくなる。

年度だけでも約

み、納税者の要望に沿っ
務は当然だが、一担いた

を ・

た使い方をしているが、
だいた善意の寄附金が還
れば、この法人税分は市

寄附があった場合、事業

地域の特産品を

支払い、返礼業務その他

体制に移行し即

その他の質問

基金の考えは。
寄附金の使
民のために生きてくると

流している。市直営でや
途 、活 用 に「 見 え る 化 」
思うが。

総務部長
をした方がいいという意
見も多数あり、見込み額

に充当しないで基金に積

皆さん方に提供

市長 インター

み見える化をしてから活

するやり方に変

億円を大幅に超える

用するという考え方も検

え 、観 光 協 会 が

の

討中だ。

をやっていた体

ネットショップ
現 在 、寄 附 額 の

制 を 、そ の ま ま

富永

％を小城市観光協会へ

の委託をされているが、

はどう考えているか。

英樹

返礼できる体制

▲千葉市との交流（親子三代祭り）

富永 武雄市と小城市を

岸川

▲納税者への返礼品

２８

正樹
富永
２７

利益分から生じる法人税

１１

１５

５４

一般 質問

市 政 を 問 う １６人が
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１１月末の予定です。）
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２０１7年１１月号

能強化をどう図るか。

飛び地解消へ情報の
共有化が急務

課題がでてくる。行政区

災、子どもクラブ等々に

集中しているが、自主防

諸泉 小城町に飛び地が

かけ、行政区についても

関係する部局課に照会を

等の申請が出る。そこで

宅は、開発行為の届け出

総務部長 大型の分譲住

事実。

有化してこなかったのは

ンはあるが、全庁的に共

ある程度の行政区ゾー

認識している

市長 小城町に飛び地が多いのは

の区割の網かけがあった

区長に調整作業して許可

牛津拠点地区の活性化の
方策は
想を具体化する

↑

建設部長 構想では、

繁茂や泥土の堆積で環境

いない。

が共有化されてないケー

○教育環境整備について

について

○空き家の利活用と対策

その他の質問

が、庁舎内で情報が共有

する。
発地でも同じことが起っ

スもある。開発時と転入

ただ転入届の際、情報
ている。まちづくりとし

時にずれが
ある。

てこれでいいのか。

模様がずっと点在し、開

化されていない。まだら

市長 牛津拠点地区市街地活性化構

③駅構 内 の エ レ
ベーター設置等
である。

↑

永渕 本年３月に牛津拠
点地区市街地活性化基本
構想が策定された。拠点
地区の範囲と課題は。
「 Ｉ Ｃ カ ー ド 」が

牛津駅で

市長 牛津駅やセリオを
利用できるよう働

永渕
中心としたエリアを想
づ

きかけは。

ちょう

え

定。新町、栄町、江津、
てん ま

本町、友田、天満町の６
市長 「 Ｉ Ｃ カ ー
ド」の導入は大賛

地区。
この地区での重視すべ
成。江北を含め関

新たな飛び

き課題は、医療・福祉施

と新しく住宅開発での家

地は関係行

そこで、
が飛び地となっていると

政区長及

市長 以前からの飛び地

の２つのご指摘。以前か

び、市も支

係市町に働きかけ

らの飛び地の解決は非常

援しながら

設の充実、牛津駅周辺整

械借上料は隣保班で支出

に難しい。新しい住宅開

話し合いの

たい。
している。補助制度の創

発は、その集落の区長な

場を作って

備である。

設はできないか。

り市のほうでも一応の調

いく必要が

が悪化。高齢化で水草の

まち うら

街裏水路の環境保
全は

市長 水路の維持管理の

整はしていると認識して

ある。

①駅の南北を結ぶ自由通
また
路（ＪＲの線路を跨ぐ）

永渕 牛津駅の創造的機

永渕 街裏水路は水草の

補助制度は煮詰め切って

いる。

至佐賀

除去ができないので、機

２０１7年１１月号
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定次
▲基本構想の牛津駅自由通路（案）鳥瞰図

諸泉

至肥前山口

和正
永渕
②駅南口の開設

一般質問

▲まだら模様の行政区で自主防災はどうする

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

一般 質問

市 政 を 問 う １６人が

一般質問

救命用具のポリタンクに
網かけを

地域看護学部名称変更は
なぜか

について、市長はどのよ

また、今回の学部の名称

うな影響があるのか。

外れる」ことで、どのよ

地域看護学部の「地域が

ず、看護学部となった。

進めていたにもかかわら

部地域看護学科の設置を

可について、地域看護学

深川 西九州大学学部認

た。

見が付され

から是正意

議会のほう

校法人の審

いる。今回、大学設置学

いで申請されたと思って

あった。大学側も同じ思

ただけたらとの思いが

に大学のほうでやってい

づいていく教育を総合的

た。

べきであると指摘をされ

看護学部と名称を変更す

いないとの意見を受け、

た学部学科名称となって

育課程を適切にあらわし

課程の範囲内

市長 申請内容が一般的な看護教育

うに受けとめているのか。

看護学会と

有効なポリタンク活用の情報
を提供する

市長 西九州大学の学部

いうのがあ

教育長

変更ということで結果的

るが、今回

①平成

年に下砥

年６月、３５

設置された。

ことで水路に救命用具が

ができるだろうかという

地区の青少年育成会で何

痛ましい事故を受け、各

川のクリークで子どもの

教
市育
長長 平成

更新と追加は。

の現状は。②救命用具の

た水路に

に国の認可が看護学部と

の申請内容

個のポリタン

要とされている在宅看

程の範囲内

看護教育課

その他の質問

うなポリタンクの情報提

１ヵ所から今年６月点検

クの救命用具が設置され

なった。この地域看護学

は一般的な

救命用具を視察に行き、

時は４３７ヵ所に増え

た。いろんな救命用具が
○郷土で活躍した人のク

部は、これから地域で必
○防災について

護、在宅介護とか体制を

であると判

うじ

○千葉氏が小城市に残し

高度医療という流れの中

教
市育
長長 有効という観点

た文化や仏教遺産につ
から、機能するようなポ

断されるこ

いて

で優秀な看護師の人材が
リタンクでないと意味が

とから、教

日本地域

た。②青少年育成市民会

あり、網かけのポリタン

ローズアップについて

供を考えている。

議では、毎年６月を危険

クがいいのではないか。

朽化したものは交換して

一週間後に、事故があっ

箇所点検の月として、老

江尾
松
島 ①救命用具の普及

高志

深川
地域で育って、地域で根

江尾
松
島 地元の人と三根町

いる。

▲網かけのポリタンク救命用具
牛津町柿樋瀬

義幸
松尾
ないので、実質使えるよ

▲平成３０年４月開校予定の西九州大学看護学部

２０

の河川に設置してあった

１０

２７

一般 質問

市 政 を 問 う １６人が
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１１月末の予定です。）

２０１7年１１月号 10

責 任 も 重 い た め 、再 度 検 討 し
ていく

放課後児童クラブ支援員
の処遇改善は

教育長

より放課後児童クラブ運

務時間をそれぞ

い。そこで、勤

作業もできな
営指針が策定され、保育

れ８時間にする

年に厚労省

市長 芦刈夏祭りの花火

士と同様のレベルを求め

ことにより、収

松並 平成

大会と沖ノ島参りの太鼓

られるようになったが、

入を上げること

れたか。

沖ノ島参り、牛津の長崎

浮立を船上で見られるの

市内の保育士と児童クラ

はできないか。

差日本一を誇る有明海、

街道、赤れんが館、町会

は芦刈しか無いすばらし

ブ支援員の時給の状況は。

下村 小城市南部観光は

館、石工の里がある。

い祭りと自負と感動を

芦刈夏祭りの花火大会と

オートキャンプ

下村 干潟体験

持っている。

立を船上から観れたのは

産業部長 花火、太鼓浮

ラブの方は９９２円。

００３円、放課後児童ク

いる保育士は最高で１，

市の負担になる

が、３分の１は

県の補助はある

教育部長 国・

していただくよ

すばらしいと思った。

松並 県内で比較すると

教育部長 担任をされて

うにすべきでは。

下村 すばらしい観覧席

処遇は良い方だが、そも

と協議が必要。

ため、市長部局
策を検討し取り

のその遊漁船が少なく、

観光課長 改善
組む。

そも佐賀県自体は全国的
産業部長 観光・行政・

ついて、サブチーフは１

ある。また、勤務時間に

いる、災害ボランティア

松並 武雄市が実施して

募っていただき、市はサ

た め 、Ｎ Ｐ Ｏ 法 人 等 に

市長 市民の自主的、自
の懇親会で観た

遊漁船クラブ・漁協・商

日５時間、リーダーは１

下村 遊漁船上
海面と夜空に映

工会とも連携を図り、遊

ポートに取り組む。

発的な貢献活動を損なう
える花火と、走

参加希望者のためのバス
の運行は。

日５・５時間と短く、運
営指針で求められる事務

漁船の仕事を企画したい。

に処遇が最も低い水準に

増船させる方策はないか。

ぎ、良さを体験

場での事故を防

どんなものがあるか。

市長 すばらしい観光資源がある

市南部の観光行政は

仁司
下村

陽一

松並

ボランティアバス
の運行は

▲朝倉市の災害復旧ボランティア参加者

２７

る船上の太鼓浮
立はどう感じら

２０１7年１１月号
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市長
場、干潟体験場、干満の

一般質問

▲船上での太鼓浮立の競演

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

一般 質問

市 政 を 問 う １６人が

樋渡 先般の九州豪雨の

自助、共助という意識を

要となるが、そのための

は各学校でその計画を立

り休養日の設定について

一般質問

市の更なる防災対策は

公共施設管理は市民合意
が重要

ら、市の考え方

災害を鑑みて災害に対す

ることも必要

市長 組織の強化、連携の強化を図

江島 公共施設等管理計
に理解を求める

てているのが現状。定期

して検討していく

市長 財政状況、市民ニーズを考慮

画では、 年で床面積５％、

高めるための自主防災組

体制について。②個別施

目指しているが、①推進
期間が短く、床

はあるが、活用

有利な起債事業

てきたと思われるが。

れの職員の意識の強化を

その組織の体制、それぞ

直しの中で、市としても

はという意見も

日を設けてみて

活について休養

江渡
樋
島 学校の部

市長 今後防災対策の見

図る。また市民の皆様た

あるが小城市の

がら行動されることを伝

い運動部活動の

教
市育
長長 望まし

ていない。

る思いが増すばかりで、

設計画の推進状況につい
面積削減の条件

対策を講じる必要も生じ

必要がある。③

億円の縮減を

て、他計画との関係や市
もある。計画で

更新費用

民ニーズをどう捉える
は施設をなるべ

ちがとってもらう行動、

部活の現状は。

部活動の現
状は

的な期日の設定は行われ

か。③国の制度活用で財
く長く活用する
り、国の制度活

あるいは災害に対する意

えることも必要だ。災害

運営についてと

識を強く持ってもらいな

が起きたときは市の職員

いう提言を参考

、

年度で一般財源を投入し

を招集して防災計画に基

福祉部長 ①平成

織の強化も必要と思う。

政負担の軽減を図るべき。
市長 ①経営戦略会議を

用については厳

ようにしてお
活用して各部局横断的な

しい面もある。

年

連携を図る。職員の理解
促進が重要。②平成

広域化で国保はど
うなる

て赤字を解消する。②今

江島 平成

に市内各中学校

校教育施設整備計画など

づいた体制で行動する

広域化に向けて、

後、県内統一に向けて協

の既存計画との整理が必

で部活動運営計

議される予定。

が、即救助の場合におい

①小城市の準備状況。

画を作成してお

要になってくる。また、

て地域の皆さんの力が必

▲昭和２８年祗園川堤防決壊による災害（三日月町史より転載）

改めて市としても早急に

江島佐知子
②国保税の見通しは。

園・幼稚園再編計画や学

な ら な い が 、公 立 保 育

度までに策定しなければ

３２

市民ニーズに応えなが

年度からの

▲３０年度から民営化される岩松保育園

邦美

２８

樋渡

３０

２９

２５

２５

一般 質問

市 政 を 問 う １６人が
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１１月末の予定です。）

２０１7年１１月号 12

受動喫煙防止への市の
取り組みや考えは

子育て環境の良さの
見える化が必要

上げられた。また、喫煙

や脳卒中への影響も取り

まる上に、虚血性心疾患

路上喫煙防止の指定は、

を図りたい。条例による

喫煙者マナーの向上啓発

所の設置による分煙と、

取り組みは。

りわけ優れている独自の

支援推進体制の中で、と

香月 現在の市の子育て

果を生んでいる。

携して実施し、非常に効

をめざした研修会等を連

戦術としてさらに工夫を

果を取りまとめ、それを

企画政策課などで練り成

実し発信する

市長 現在の秘書広報係で工夫・充

厚生労働省より「たばこ
万人、受動喫煙

例制定は考えていない

白書」が報告された。喫
により

市長 マナー向上啓発は図るが、条

煙が原因での疾病が従前
では１万５千人の方が毎

年ぶりに

の が ん な ど に 加 え 、内
年、命を落とされている

昨年、

臓・心臓や脳疾患との因
とのデータも出ている。

低ランクと位

人材不足の懸念もあり、

化されるが、将来のＩＴ

等、時間をかけ丁寧に年

業（電話・来所・訪問・巡回）

じた就学支援や、相談事

生徒一人一人の特性に応

対応の他、幼児・児童・

士等の専門職員が不登校

も支援センターは、心理

学
市校
長教育担当部長 子ど

アップを図る

げ、イメージ

の認知度を上

て環境の良さ

小城市の子育

してもらう。

らい、子育て

らい住んでも

小城がいい」と選んでも

香月 「 子 育 て す る な ら

大切なものである。

いく。非常にこれからは

年から必修

そのための組

平成

年から実施している幼児

織、体制を充

西

ラミング教育について

小学校におけるプログ

置付けられて

先進事例もあるので、取

間約７００件を実施。

加えて、秘書係がやって

果関係も指摘された。さ
世界保健機構ＷＨＯは、

いる。現在、

り組みの前倒しも考えら

界の中でも最

全国で一割強

れるのでは。

ための「見え

の自治体が路

教
市育
長長 道徳や英語の教

教育・保育ネットワーク

実すべき。

る化」が必要。
例で規制して

科化による負担感は大き

事業は、公立・私立すべ

保育幼稚園課長 平成
いる。市の現

く、県からも大きな指導

上喫煙等を条

状と市長の考

ての就学前の施設を対象

市長 市の経

年の完全実

に、情報を共有するため

営戦略会議や

等はなく、

施をしていきたい。

の会議や職員の資質向上

え方は。
市長 喫煙場

▲小城市の幼児教育・保育ネットワーク研修会

まだ考えていない。

らに、受動喫煙により確

香月チエミ

日本の受動喫煙対策を世

西

正博
西
実に肺がんの危険性が高

１５

一般質問

２２

３２

３２

２０１7年１１月号

13

１３
▲「路上喫煙」を規制する条例のある自治体

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

一般 質問

市 政 を 問 う １６人が

一般質問

安心・安全なまちづくり、

に接続されて事業効果が

中島 全ての下水道事業

個別に対応する

中島 都市下水路の今後

市長

大坪 国道２０３号線長

大坪 安心・安全な街づ

年度）から

完了（平成

●設
建
●部長 １００％とい

表れるため、これからも

来それぞれの校区の育友

は請願書が出される前の

わせて、接続率の向上を

うのが理想。鋭意努力し

の整備計画と現在の安全

くり、交通安全対策につ
会の皆さんから市や議会

話か、それとも請願書に
上の年数が経過し経年劣

図ることも今後の下水道

ていくし、していかなけ

神田地区自歩道整備事業

いて、全体的に人口減少
へ請願がなされて、その

伴っての計画か。

化等が進んでおり、状況

経営の健全化を目指す上

ればならない。

３年後の接続率は何％を

に歯止めがかからない
対策を講じている状況

建設部長 自歩道につい

等を調査し整備計画を策

で大きな課題であると考

下水道のあり方として事

中、小城市も定住対策事
だ。ハード面、ソフト面、

てはこの庁舎前の歩道が

定したい。安全対策とし

える。

面の課題と対策は。

業に取り組まれているが
時間がかかるかも知れな

切れてる分から長神田交

ての課題としては、大手

目指すか。

全体的な人口増には至っ
いが迅速に安全対策を講

差点まで自歩道整備をす

町で１か所、小城高校テ

業促進の目安となる整備

ていない。要は交通安全
じ、市・市民の皆さんや

る。これは以前から地区

ニスコート北側で１か所、

率を向上させることにあ

対策も含め地域生活基盤
警察関係と連携して安全

要望等があっており請願

関係部署とも協議しなが

は個別に対応していく。

急性がある箇所について

建設部長 整備後 年以

の徹底ではないか。

対策をとっていきたい。

書が出る前からの計画で

ら整備していきたい。緊

月の事故以

市長 緊急性がある箇所については

都市下水路の計画的な整
備と十分な安全対策を

交通安全対策について

德葊
大坪

ある。
学
市校
長教育担当部長 ２年

中島 公共下水道の課題

位前、保護者の方から通
学路について変更したい

と今後の方針は。
建設部長 下水道整備の

というような申し出が三
日月小学校長のほうに
あった経緯がある。

効果は、受益者が下水道

▲整備が進む下水道

４２

１１

ラムを策定

市長 小城市通学路交通安全プログ

正樹
５０

年

中島

▲新設された登校門（三日月小体育館東側）

２７

一般 質問

市 政 を 問 う １６人が
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１１月末の予定です。）

２０１7年１１月号 14

牛津運動公園の総合的な
開発を

運動公園には以前から指

上瀧 牛津町寺町の牛津
ないと思う。借地につい

いと思うが不足はしてい

不足は土、日の利用は多

の現場を見に行ってきた

上瀧 九州北部豪雨災害

今の状況で活用してもらいた
い

適しているような男女兼
ては解消に努めているが

が市として減災のための

教育長

用のトイレ、駐車場不足、
解消していない。市有地

えていない。

借 地 、レ フ ト 側 奥 に あ る
の活用については特に考

耕地面積の動向と
その影響は

減少したが定住は促進さ
れ経済効果は大

光岡 小城市における耕

転換の支援、荒廃農地解

市
産長
業部長 施設園芸への

続きが必要。

ない。ただ一時転用の手

置は、農振除外の必要は

市長

地面積の動向とその影響

消に取り組む耕作放棄地

業、新規就農者への支援

再生事業、６次産業化事
年前からすれ

などを国、県、農協など

林の整備は進めて

市長 市として山

が集まり、にぎわいが創

く働く世代や子育て世代

が、定住は促進され、若

げも減少してきている

る。当然農産物の売り上

ていく。

援を継続し

農業への支

とができる

効率よく収益を上げるこ

各種団体と連携しながら

箇所もよく認識し

ことが大事で危険

行政としてどのような手

る中、農業振興の面から

光岡 耕地面積が減少す

市
産長
業部長

は。

外との関係

て

○高齢者福祉行政につい

その他の質問

について。
市長

減少してい

はいるが思うよう

出され、経済活動も盛ん

ば面積は

にはいかない。今

になり、その効果は大き

るか。

回の豪雨災害は観

くなっているという側面

光パネル設

光岡 太陽
測史上最大で記録

もある。

ておくことが必要

助けができるのか、また

置と農振除

である。

営農型太陽

る。まず避難する

的短時間雨量であ

事業は計画的に行ってい

車では乗り入れができな
いほとんど放置
されている１９
００㎡の市有地
がある。この際、
総合的に整備し
活用することは
考えられないか。
教
市育
長長 トイレ
は昔からあるよ
うな男女兼用で
はあるが上下水
道とも基本料金
内でおさまって

６０
ｈａ

政登
上瀧

実

光岡

光パネル設

▲水田に設置された営農型太陽光発電設備

１０

６０
ｈａ

どのような施策を講じて
いるか。

２０１7年１１月号

15

いるので利用は
少ない。駐車場

一般質問

▲有効利用が待たれる牛津運動公園

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

一般 質問

市 政 を 問 う １６人が

