一般 質 問

三月定例会の一般質問は︑
十六日及び十七日に

び内容の説明がある︒それを受

けて︑市として︑当該工事箇所

に関係する自治会長に︑当該年

明を行い︑周知を図っている︒

度の工事内容及び時期などの説

壇し︑市政全般について︑十二項目にわたり︑

②着手前に当該工事区間の始点

行われました︒この二日間で︑十名の議員が登

質問を行いました︒
︵通告順に掲載しています︒
︶

及び終点に︑工事に関する予告

ど含め︑市の関与について如何

ついて︑また︑待機児童解消な

システム﹂
について本市の対応に

する考えは⑥
﹁子ども・子育て新

トアなどで公共サービスを開始

キュリティ対策や導入における

配慮した整備を促進する︒⑤セ

を県に要望した︒今後も景観に

道のカラー化やバリアフリー化

珂川宇美線道路整備事業では歩

で規定して取り組みたい︒④那

や都市計画マスタープランなど

うな手法で行っているのか︒

住民に対する情報提供はどのよ

①当該年度の工事に関する周辺

点についてお尋ねしたい︒

求められる︒そこで︑以下の四

将来計画の情報提供は市行政に

道の識別はないため︑苦情及び

い施設であり︑また︑県道︑市

ト︑看板等で︑具体的に示して

④ご提案の通り︑インターネッ

検討︑協議をすすめたい︒

な情報提供のあり方について︑

たい︒県道については︑効果的

極的に情報提供に心がけていき

③情報媒体を最大限活用し︑積

している︒

必要の都度︑工事案内板を設置

看板を設置し︑工事期間中は︑

お考えか︒

費用対効果︑住基カードの普及

②工事期間中の道路利用者に対

いきたい︒

今期の一般質問の総括︑
検証
並びに次期政治活動への
展望について

①救済措置を含め︑現状

拡大など課題を見極め調査研究

する情報提供はどのような手法

すべきと考えるがどうか︒

研究︑検証する必要がある︒

どおり市町村が責任を持って進

①未解決の既存不適格建

議員

きよゆき

把握など具体的な解決策を

していく︒⑥国の幼保一元化の

で行っているのか︒

かなどう

築物の今後の対応について︑ ②郷土意識の醸成を図っていく

審議内容や子ども手当ても含め

③街づくりの視点で︑全市民に

清之

ことは必要不可欠︑全庁的に検

た施策の動きなど動向を見守り

対し︑工事完了後の全体像を示

金堂

研究・検討の状況は②世界文化

討する必要がある︒③市の公募

たい︒待機児童解消はこれまで

答

遺産の法隆寺と市の西南部地域

はしていないが第五次総合計画

路沿いの整備や景観整備に当た

インターネットによる画像情報

の提供等がある︒文字情報だけ

でなく︑図画︑画像による情報
提供を提案したい︒

とし お

俊雄

道路占用工事等連絡協議会が開

まえ だ

道路は︑市民にとって生

催され︑当該年度の事業箇所及

に那珂県土整備事務所にて

①県道の場合︑年度当初

議員

答
活する上でなくてはならな

前田

予想図を看板で表示する方法︑

④全体像を示す手法として︑
完成

問

道路建設︑
改良等の
情報提供について

めていく必要があると考える︒

問

の
﹁縁﹂
の活用で︑
各小学校の通学

整備中の都市計画道路

り︑郷土意識の醸成に資する具
体的な手法が必要では③
﹁春日市
都市景観百選﹂選定のための公
募に向けての策定状況は如何か
④十三路線の愛称を持った道路
の景観整備に関し︑
先進地等の事
例を研究の結果︑愛称路線の整
備状況︑今後の整備方針は⑤住
民票の交付手続き等の場所を拡
大し︑身近なコンビニエンスス

道路工事の案内板
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えており︑見直しが必要な部分
があると感じている︒
②コミュニティバス事業におけ
る課題と位置づけは︑継続して
研究していく︒平成十六年以降

みきよし

幹嘉

今後の教育行政の
取り組みについて
いわきり

岩切

の充実が図れる等︑有効な施策

であると評価している︒また︑

学年の枠の拡大については︑国

の動向に期待しているところで
ある︒

②ほとんどの学校で︑社会科学

以来九年目を迎え︑市民の
況も勘案しながら課題の解決に

交通状況を踏まえ︑また財政状

組みについてお尋ねする︒

が多様化しているが︑その取り

また︑児童を取り巻く課題

市における人的措置は全体とし

外国語活動指導員十二名など︑

サポートティーチャー二十四名︑

③教育支援センター指導員五名︑

市議会ホームページをご覧ください

コミュニティバスの
運行について
よう

議員

身近な足として利用されている
取り組む︒

①本市において全小学校の六年

て手厚いものと感じている︒

アドレスは……
http://www.city.kasuga.fukuoka.jp/gikai/index.html

よ くに

モニター会議は開催していない︒

習等の教材の一つとして新聞が

が︑利用者は平成十六年度の一
④十年目の節目を迎えるに当た

生を対象に少人数学級が実施さ

④滞納世帯への訪問の際に教育

定例会や委員会の開催日程などをお知らせしています
定例会や委員会の開催日程などをお知らせしています。
市議会だよりや議長交際費の内訳も見ることができます。

與國 洋
議員

③導入十年を一つの目標として︑

割減と減少傾向にある︒また︑
り︑よりよいものを検討してい

れているが︑現時点での成果に

委員会の職員も同行して催告を

活用されている︒

運行経費は︑
約七︑
二七六万円に
く︒総合的な見直しについては

ついて︑また︑今後も学年の枠

行う︑あるいは︑債権回収に関

今後の教育方針について

縮減されたものの約四︑
九一〇万
コミュニティバスモニター会議

を広げるなど積極的に取り組ん

する専門的知識・経験を有する

費用対効果︑道路の整備状況︑

円の運行補助金を補填︵約八〇

を計画的に開催して︑市民との

でいただきたいがどうか︒

コミュニティバスは導入

％は特別交付税として還元︶し

協働の推進を図りながら十分検

問

ており︑市独自として約一千万

などの支援を行っている︒

人材︵納付推進員︶を配置する
新学習指導要領のＮＩＥ︵教育

②来年度から文科省の示した︑

①
﹁やよいバス﹂
の運行等に関す

①少人数学級編成につい
ては︑子どもと向き合う時
間の確保やきめ細かな指導対応

答

ら市としての支援策について︒

いう学校給食のあり方の視点か

問題になっている︒公平負担と

④全国的にも学校給食の滞納が

ついて︒

しているが︑本市の取り組みに

な支援を必要とする児童が増加

③教育現場で行動や学習に特別

ついて︒

に新聞を︶の授業の取り組みに

①市内には未だコミュニ
ティバスが通っていない地

傾向の対策など大きな課題を抱

域があること︑利用者数の減少

答

実施する時期では︒

態等を含めた総合的な見直しを

④導入から九年を迎え︑運行形

することが必要では︒

いては時期的な目標を明らかに

③検討するとしていることにつ

議﹂
の検討状況︑開催は︒

②
﹁コミュニティバスモニター会

る問題︑課題への認識は︒

討していく︒

平成15年から運行を開始したコミュニティバス

円を充当している状況にある︒

問
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やす お

靖男

春日あんどん祭りについて

さかもと

坂本
議員

ど︑いつ重大な事故が起きても
不思議ではないという状況を回
避すること︑交通渋滞やごみ散
乱などの劣悪な状況を改善する
ことなど重要な課題として︑方
向性について熟議を重ねてきた︒
その結果︑十万人を超える観客

道路にはみ出した庭木の

やす お

靖男 議員

管理体制等について
さかもと

坂本

た住宅を訪問し︑チラシを配布

して指導を実施していく予定︒

また︑年二回程度市報に掲載し

て︑啓発活動を行いたい③樹木

の剪定を順次実施しているとこ

ろである︒さらに二十三年度予

道路にはみ出した庭木は︑ 算を計上し対応する︒市営住宅

幸恵

さち え

行政職員の健康と
管理について

こんどう

近藤

議員

上げを中止︑古人を偲び︑市民

んどん祭り﹂
と改め︑
花火の打ち

告された︒名称を﹁春日奴国あ

方向性についての最終決定が報

の後︑市民祭り振興会理事会で

場での方向性について尋ね︑そ

て︑
あんどん祭りの︑
市の立

る︒また︑祭り振興会のホーム

て掲載していく予定と聞いてい

容等︑詳細な計画を数回に分け

掲載︑今後は祭りの具体的な内

することにした︒周知は市報に

分析から︑打ち上げ花火を中止

因や環境悪化の原因があるとの

路につく状況に︑大きな危険要

機能の低下にもなる︒市として

るさが確保できないなどの防犯

明が遮られ︑夜間の道路上の明

事もある︒防犯灯や街路灯の照

い︑道路の安全性が損なわれる

識やカーブミラーを隠してしま

おそれもある︒また︑庭木が標

に車同士がすれ違い時に接触の

かり︑危険な状態となり︑さら

⑦今後必要性を探っていきたい︒ ①病気休暇者は十二年度一四人︑

現場を確認し修理をしている︒

治会や市民からの情報提供で︑

は職員が現場に出向いた時や自

ができる箇所に設置し︑
管理体制

ていく⑥事故を未然に防ぐこと

急に対応できる予算措置を行っ

費や補正予算の手段があるが︑
早

必要に応じて研究したい⑤予備

④来年度指導を行っていく中で

十七年度二三人︒休職は十二年

二十年度の福岡県職員の 精
｢神

市民の利益に繋がると考える︒

が豊かな市民サービスであり︑

職員が心身共に健康であること

ル系疾患で重大な問題である︒

なり︑自殺者の七二％がメンタ

毎年自殺者が三万人を超

のふれあいの場とするため︑祭

ページで周知が行われており︑

適正な管理の対応が求められて

度一人︑十七年度一二人と急激

なども同様の対応を行いたい︒

りの内容を大きく変え︑市民の

クセスができるようにしている︒ いる︒そこで︑①管理体制︑そ

同時に市のホームページからア

の取組み方針について②周知方

な変化だが考えは︒②産業保健

歩行者や自転車等にひっか

心に深く刻まれる祭りにしたい

法について③公共施設の庭木の

師への相談件数は十七年度六五

問

とし︑また︑より多くの市民に

状況及び管理体制について④管

件︑二十二年度三一六件と増加

が花火の終了と同時に一斉に帰

参加を頂くため︑
十月二十九日・

理マニュアル等の必要性は⑤市

しているが︑ストレスが解消で

昨年の三月定例会におい

三十日に開催されることになっ

営住宅等の剪定の予算措置が必

きない職場環境ではないのか︒

いた祭りでもあり︑楽しみにし
ている市民も少なくないと思う︒

春日あんどん祭りの様子

本市が最も多い結果である︒

障害及び行動の障害 調
｣ 査では

え︑日本はストレス社会と

た︒この結果については︑熟議

要では⑥カーブミラーが必要な

③時間外勤務をみると平均化さ

問

の結果であり︑何ら異議を申す

箇所が随所に見受けられるがそ

れておらず︑過重労働となり︑

ものではないが︑三十四年間続

の設置基準及び管理体制につい

そこで︑最終結果に至る経緯︑

①精神及び行動の障害に

は︑十四年度から十七年度の四

起因する長期休暇者の推移
導している︒また︑剪定の指導

年間で五六％を越える増加︒基

答
も行っている②庭木がはみ出し

所有者に撤去するように指

①道路法の規定に基づき

メンタル系疾患になるのでは︒

また︑市民に対する周知につい

春日駅及び春日原駅などホ

祭り振興会では︑近年の

て尋ねる︒

答

ームにおける将棋倒しの危険な

答

て⑦管理体制構築の必要性は︒

問
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本的に︑社会全体及び地方公務
員を取り巻く環境の変化が反映
し︑公務員に求める資質や責任
が高くなっていることが起因と
考える︒対策は︑十四年度から
職場復帰訓練の制度化や十六年
度以降は専門医の職員健康管理

あつ こ

敦子

ごみ減量推進の
取り組みについて
よしむら

吉村
議員

環境委員会と連携し︑地域にお
ける啓発活動を推進している︒
②生ごみリサイクルのため︑段
ボールコンポストなどによる生
ごみの堆肥化の普及に努めてい
る︒古紙などの集団回収に取り
組む団体などには報奨金の支払

税の納入について

の ぐち

野口

あけ み

明美

議員

ているので整備計画の段階で導

入について検討していきたい︒

②生活保護基準の違いから単身

者の場合︑福岡市の方が本市に

比べ三万五千円合計所得の多い

方までが非課税になっているが︑

一般的な給与所得者や自営業の

方などは同じ税額である︒

ているところであるが︑
︵仮称︶ 復による個人所得の増加が見込

本定例会で平成二十三年

ガレージセールを実施し︑
リユー

めるようになるまでは現在の減

いを行っている︒また不要品の

みの一つとして︑ごみ減量

スへの意識啓発を図っている︒

春日フォレストシティ開発事業

少傾向が続くものと考えている︒

地球温暖化防止の取り組

がある︒家庭や職場などででき

③学校ではプリント類や雑誌類

に伴い︑固定資産税は︑対前年

国保税については︑医療費の増

相談や研修等を開始︑産業保健
日を週三回へ充実︒予防の観点
る身近なエコ活動である︒

などの分類回収を行っている︒

度比一億四千九百九十八万七千

加など支出における不足分は︑

うに周知し︑
推進しているのか︒ として実施している︒

ある市民税は︑
平成二十年以降︑ てきたが︑加入者以外の負担の

七千円の減で︑この主な原因で

問題や︑国保税の増額も含めて

計からの繰り入れなどで対応し

③市民税については︑景気の回

から産業保健師から積極的な声
①燃えるごみの中には再利用で

また資源ごみの回収として︑ペ

円の増︑自主財源の柱である市

制度改革での新規事業の対応等

②ごみを分別することで︑再資

減少傾向が続いているとの説明

度の当初予算の審査を行っ

かけや相談をし︑繰り返し相談
きる紙や段ボールなどがあり︑

ットボトルのキャップやプルタ

これまでも徴税の強化や一般会

問

できる体制作りを行なった︒
ごみの量を減らすことができる

税は︑対前年度比八千七百八万

問

③労働環境を均一に整えること

ブなどの収集をリサイクル活動

で均一化できない要素がある︒

源化ができる︒この資源ごみの

慎重に検討し判断していきたい︒

①平成二十五年度に高機

能︑高容量の機能を備えた

電算システムへの変更を予定し

答

う考えを持っているのか︒

税の今後の推移に対してどうい

の中︑市民税及び国民健康保険

うなるのか︒③厳しい経済状況

福岡市と春日市を比較したらど

高いのではないか︒同じ所得で

②本市の市民税が他市と比べて

制度導入の検討の進捗状況は︒

ら︑コンビニでの市税振り込み

率向上と市民サービスの観点か

を受けている︒そこで︑①徴収

①広報パンフレットを全
戸に配付︑更に転入者には

進については︑自治会連合会の

別の周知に努めている︒分別推

ごみ袋お試しセットを配布し分

答

ているのか︒

の取り組みはどのように行われ

みのリサイクルなど︑ごみ減量

活の中で︑ごみの分別や資源ご

切だと思う︒小中学校の学校生

環境保全を考えたエコ活動が大

③子どもたちが環境を大切にし︑

に取り組んでいるのか︒

リサイクルについて︑どのよう

師も配置し充実させた︒②相談

は必要だが︑
業務の性質や内容︑ と思うが︑ごみの分別はどのよ

総合学習でのダンボールコンポスト講習会

国民健康保険の被保険者証の

あけ み

カード化の実施について
の ぐち

野口 明美 議員
国民健康保険法施行規則

などを考慮し当分の間従前の交
付ができるとされてきた︒県内
の実施状況をみると︑平成二十
二年九月末で六十保険者中七保
険者が実施しており︑実施率は
十一・七パーセントと低い水準
である︒

春日警察署
︵仮称︶

してクローバープラザのグラウ

ンドを要望したが︑関係機関で

の検討の結果︑市職員駐車場を

市は︑新設警察署土地利用計画

含む場所が候補地となった︒本

俊雄

研究会を昨年十二月に立ち上げ

とし お

建設について
ふじ い

藤井
議員

協議を開始︑二十三年一月二十

まさ み

正美

元気な︑
春日市の実現を

むらやま

村山

議員

行され︑被保険者証のカード化
から健康保険証︑年金手帳及び

の向上などが図られるとの認識

管轄人口は四〇万人を越え全国

心を守っているが︑筑紫野署の

任管理のもと県民の安全安

一つとして押し込むことは避け︑

に伴う財政的な要素を選択肢の

県警と協議した結果︑土地活用

を締結した︒②早期設置に向け

質問する︒来年度の当初の保育

そこで︑子育て支援について

にあると確信している︒

の安心で元気な春日市﹂の実現

今後の春日市がめざす市

が実施になり十年が経過してい
介護保険証の機能を持たせた社

でも稀であり︑早期に新警察署

防犯対策︑安全・安心のまちづ

所入所待機児の身通しとその解

一日に県警と春日市で基本合意

る︒平成二十一年六月一日現在
会保障カードの活用も含め検討

を建設すべきで︑その用地は県

くりのため︑早期実現を求める

消策はどうか︒子どもの医療費

警察行政は︑福岡県の責

のカード化の実施状況は︑全市
してきた︒電算システムの変更

が買収し建設を行うべきだが︑

ことが得策と判断した︒③市民

無料化は中学卒業までが常識に

本市では︑被保険者の利便性

町村数千七百七十一に対して千
を計画しているので︑その中で

春日市・大野城市・那珂川町を

の安全を守ることを市として態

なりつつある︒春日市でも対象

の一部を改正する省令が施

三百四十四と︑実施率は約七十
被保険者証のカード化について

管轄する新警察署用地を当市役

度で示さなければならない︒

できること︑遠隔地等の特別扱

士が別の医療機関で同時に受診

で常時携帯できることや家族同

枚配付されることにより︑小型

する︒①新警察署の場所が決定

民として理解できないので質問

上永久的に提供することは一市

以上の市民の財産を無料で事実

り︑市民の治安効果が薄れる︒

④今建設しなければ先送りとな

希望する高齢者の願いに応え︑

業で対応できない住宅の改修を

次に︑介護保険や住みよか事

年齢の拡大をすべきではないか︒

本年度後半から保育所へ

の申し込みが増え︑待機児

童も増加傾向にある︒待機児童

答

の立場での再交渉を求める︒

日警察署への市有地貸付は有償

筑紫野警察署の分割︑仮称春

でも導入を検討すべきだ︒

国で成果を収めている︒春日市

ての住宅リフォームの制度が全

支えている世代の就労対策とし

また︑子どもと高齢者の生活を
る理由は︒③市内の三交番のう

した経緯は︒②新警察署の用地

本市については世帯で一枚交

ち︑一交番は県有地で他二交番

いが不要になるなどのメリット

付されているところであるが︑

は当市が有料で貸していると聞

として当市所有地を無償提供す

被保険者証のカード化の実施に

①平成十九年四市一町の
首長の連名で県知事︑県議
会議長︑県警本部長に候補地と

答

協議はできないのか︒

初の条件と変更が有るが︑県と

くがこれらとの整合性は︒④当

カード化については︑国
民健康保険法施行規則にお

が︑附則で︑保険者の財政状況

としてカード様式とされている

いて平成十三年四月以降︑原則

答

ついて取り組みを問う︒

がある︒

（仮称）春日警察署の建設候補地

政は︑﹁子育て支援と高齢者

六パーセントで︑四分の三がす

も取り組んでいきたいと考えて

所用地の三千平米︑時価三億円

問

でにカード化している︒カード
いる︒

問

化では︑被保険者証が一人に一

問
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の解消のため︑定員の弾力的運
用︑保育士の確保の協議などを
行い︑入所枠が拡大できるよう
努力している︒
医療費無料化の対象年齢の拡
大は私の公約の一つとしており︑
市政運営の信任を受ければ新年
度の早い時期に具体的な方針な
どを固める︒
新たな住宅リフォーム制度の
創設は︑厳しい財政のなか優先
的に取り組まなければならない
事業が山積みしており︑困難な
状況にある︒
警察署用地について今の段階
で有償貸付の話をすると︑春日
での警察署の設置という合意が
どうなるかとの懸念もあり︑貴
重な意見として受け止めておく︒

建て替えが完了した春日原保育所

議会を傍聴しませんか

市議会では、
市民に密接に関係するさまざまな事項を論議し、
決定しています。
あなたも一度、
本会議や委員会を傍聴して、
議員、
市長、
執行部の真剣なやりとりを身近で感じてみませんか。

一般質問などの本会議傍聴の受付は、
市庁舎１階市民ロビーからの傍聴席入り口で行っていま
すので、
受付簿に住所氏名を記入して、
傍聴席にお入りください。

委員会の傍聴は、
委員会の開催時間の１時間前までに議会事務局に申し出を行ってください。

また、
聴覚障害者の方も、
事前に議会事務局にご連絡いただければ、
手話通訳での傍聴ができます。
なお、
本会議の模様は市民ロビーに設置されているTVモニターでもご覧になれます。

議会中は、
一般質問の質問予定者名と質問項目を掲載した一覧表を各地区公民館に置いています。
お気軽に議会傍聴にお越しください。

●一般質問は、
ケーブルテレビでも生中継されています。

●親子で傍聴できる親子席もあります。

三月定例会
会期日程
一日 本会議

︵議案の上程︑
提案理由の説明︶
議案の考案
二日 議案の考案
三日 議案の考案

四日 本会議
︵議案質疑︑
委員会付託︶

議会運営委員会

予算審査特別委員会
︵閉庁︶
五日 休会
六日 休会
︵閉庁︶

七日 各常任委員会
︵議案審査︶

八日 各常任委員会
︵議案審査︶

九日 予算審査特別委員会

議会報編集特別委員会

議会運営委員会

十日 本会議
︵補正予算採決︶

予算審査特別委員会

十一日 各常任委員会
︵議案審査︶
十二日 休会
︵閉庁︶
︵閉庁︶
十三日 休会

十四日 予算審査特別委員会
十五日 休会

十六日 本会議
︵一般質問︶

十七日 本会議
︵一般質問︶

十八日 予算審査特別委員会

十九日 休会
︵閉庁︶

︵閉庁︶
二十日 休会

︵閉庁︶
二十一日 休会

二十二日 各常任委員会
︵議案採決︶

二十三日 予算審査特別委員会
︵議案採決︶

二十四日 議会運営委員会

各常任委員会
︵閉会中の調査事件
の調整等︶
二十五日 本会議
︵委員長報告︑
質疑︑
討論︑
採決︶

※ お詫びと訂正
３月に発行した市議会だより
の２ページで︑名前を誤って表
記しておりました︒
︵誤︶中山小聖
︵正︶中山木聖
訂正してお詫びいたします︒

