よねまる

たかひろ

貴浩
議員

したコミュニティバスやよ

平成 年３月に運行開始

米丸

コミュニティバスやよいの
運行形態について

問

断をしかねている︒個人的には
リーマンショックが経済的に雇
用・消費活動等の委縮を招き︑
その影響が消費を伴う外出等の
委縮になったのが要因の一つと
判断している︒今年度から２年
をかけて総合的な見直しを図っ
ていきたい︒地域・利用者の要
望は︑出来ることから改善を進

こにあるのか︒その改善策は今

の利用者の減少が続く原因はど

ているコミュニティバスやよい

んなに市民から好評をいただい

や期待の大きさも伺われる︒こ

割の重要性や︑市民からの信頼

に周知︑定着している︒その役

来るなど料金を低く設定してい

は一律１００円で乗り継ぎが出

広報活動に利用している︒バス

る︒掲示板は市主催の催し等の

しの中で検討するが︑課題もあ

に対する路線についても︑見直

ことは把握している︒空白地帯

分は路線によっては余裕がない

めていきたいと思っている︒

後どの様な期間を経て進められ

るので割引は考えていない︒

いは︑春日市民の足として十分

るのか︒また好評を得ているコ
ミュニティバスシステムの恩恵
を春日市民として享受できてい
ない地域の方々への対策や買い
物弱者への支援をどう考えてい
るのか︒また︑ 分定時運行に無
理が生じていると思うが︑
新ルー
トの検討︑バス車内掲示板の有
効活用や福祉支援定期券を含め
た割引制度の採用について行政

ケート調査を実施し意見を

改善策検討の目的でアン

の考えを問いたい︒

答

なかはら

ともあき

智昭

ター﹁ぶどうの庭﹂がオープン

し︑活動・交流の場の提供︑各

種補助金等の情報の提供︑ボラ

ンティアの相談窓口としての機

能を果たしていると考える︒今

後は︑市民ボランティアがいか

いくか︑また行政としてどう協

議員

今年３月の未曾有の災害

働体制がとれるかが課題である︒

に安定的にかつ有効に継続して

でたくさんの人命が奪われ

中原

支援と今後の方針について

市民公益活動
︵市民ボランティア︶
への

問

また︑未来の春日市を本当に

えている︒市民が公益活動を自

街づくりは存在しないものと考

②市民公益活動は今後も多くの

暮らしやすい街にするには︑行

主的に行う意識を醸成し︑街づ

たことに国民全員が心を痛め︑

政職員の力だけでは不可能で︑

くりの担い手を増やすための施

場面で︑街づくりを支えるもの

相互に助け合う気持ちとボラン

策に努める事で︑地域の自治力

改めて人と人の絆の必要性を感

ティアの活動が必要不可欠だと

を高め市民が様々な地域課題に

であり︑この支えなしで協働の

いう事は︑市民全員が感じると

取り組む街づくりを目指したい︒

じさせられた︒

ころではないだろうか︒

①平成 年に春日市市民公益活

答

るという理念のもと︑平成

①市民活動を市民が支え

に向けてのビジョンを問う︒

行政としての位置づけと︑未来

充実が必要だと思うが︑今後の

益活動︵市民ボランティア︶の

②春日市の未来に向け︑市民公

支援する上での課題は︒

進んだと感じているのか︒また

年が過ぎ︑行政としてどこまで

動支援指針がしめされたが︑７

16

年に春日まちづくり支援セン

ぶどうの庭

35
コミュニティバスやよい

15

聞いているが︑減少の要因の判

17

35
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6

一 般 質 問

12月定例会の一般質問は、
12日及び13日に行われました。この２日間で、
14名の議員が

登壇し、
市政全般について、
19項目にわたり、
質問を行いました。
（通告順に掲載しています。
）

7

財政運営について

まつ お

とくはる

松尾 德 晴

超える ・７％で実施している
年度では６５００万円が超過
課税に相当する︒法定外税は実
施してない︒今後も困難である

民間住宅の耐震化について

改正以前の建物は専門家による

耐震診断を受け︑必要あれば工

事を実施するよう推奨している

③耐震改修の促進を図るため一

市の立場として公共の建築

建築物の耐震化について

④地震防災については︑市職員

減措置が受けられる制度がある

施した場合に︑固定資産税の軽

とくはる

物は計画的に実施されているよ

出前講座︑あすか市民塾で防災

德晴 議員

担等のデメリットがある現在は

うだが︑民間の建築物について

担当職員が講師として出向き︑

まつ お

地方公共団体の財政健全
民間金融機関から借り入れてい

は行政としてどのように把握さ

各団体に防災知識の啓発に努め

松尾

化に関する法律が成立し︑
る︒③職員数の抑制等で︑公債

れているのか︒昭和 年に建築

ている︒また︑耐震化の制度な

定条件に適合した耐震改修を実

新たに４つの財政健全化判断比
債を１８４億円縮減した︒今後

基準法が改正され︑新たな耐震

どを市報等で広報していく⑤県

と認識している②ミニ公募地方

率と資金不足比率を議会に報告
の計画では市民課窓口受付等の

基準が示されたが︑①昭和 年

の相談窓口において耐震診断ア

債は住民参加等のメリットがあ

することが義務づけられた︒春
民間委託を実施する︒④一般財

以前に建築された住宅は何％で

ドバイザー派遣制度があるので

議員

日市の財政健全化はいろいろな
源ベースで︑歳入１９９億円と

どのくらい数があるのか②耐震

その活用を案内している︒

問

データから︑厳しい中にも健全
歳出１８４億円の差額である投

化に適合していない住宅の指導

15

るが︑金利加算や職員の事務負

な運営をなされているが︑今後

資的経費は 年度が 億円︑以

はどのようにしているか③耐震
化に対しいろいろな補助制度が

れた住宅は全棟数の約 ％

●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。

問

新体育館建設も動き出し︑厳し

15

後 億円︑ 億円︑９億円︑
億円を見込んでいる︒

あると思われるが現状はどうか
④市民の防災意識はまだまだ十
分とは言えないので︑防災担当
職員が講習会を開催するなり︑
より一層の啓発に努めてもらい
たいがどのようなことを行って
いるか⑤春日市に建築物耐震化
①昭和 年以前に建築さ

相談窓口を設けてはどうか︒

答

約８千棟が該当する②住宅耐震
化は所有者みずからが主体的に
取り組むことが大事である︒本

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。

14

さを増してくる財政の中で執行
部はどのような運営を目指そう
としているのか①超過課税・法
定外税の実施状況あるいは今後
税として考えているか②財政運
営を行うに当たって市民が参加
できるミニ公募地方債を考えて
はどうか③行財政改革の実績と
今後どのような計画しているか
④５年間の中期計画推計のなか

11 24

56

市防災ガイドブックの地震編に

議会を傍聴しませんか

22

13

56
32

で投資的経費に充てることので

人市民税の均等割において

①超過課税については法

きる金額はどのくらいか︒

答

各区分での標準税率の１・２倍︑
法人税割においては法人税率を

56
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不登校生徒の対応について

けん じ

賢二

全体化を図っている︒福祉的ア
プローチが必要な世帯にはスクー
ルソーシャルワーカーの活用が
重要と考える︒校内適応教室で

コミュニティバス
﹁やよい﹂
の

けん じ

賢二 議員

弥生地区の運行について
さこ

迫

トや運行時間の変更︑
バスの小型

化︑新ルートの設定などについ

ては︑道路の整備状況や交通事

情︑費用対効果などを勘案しな

高齢者交通事故減少の
取り組みについて

ゆう こ

裕子

のうち高齢者の死者数が５

たかはし

が存在している︒特に弥生地区

割という状況に対し︑悲惨な交

髙橋

と言いながら岡本︑小倉︑須玖

は運行導入時から空白地帯で住

通死亡事故減少をめざして提案

議員

するボランティアの確保及び保

南に隣接している弥生地区には

民の方々が不自由してある事も

さこ

がら検討したい︒無論︑弥生地

春日市でも最新のデータ
護者に対する相談や支援の環境

現在︑バスの路線がない︒この

を含め２点伺う︒

区を含めたコミュニティバス空

で小学生 人︑中学生１０
づくりを期待している︒③県の

地区は小高い山に位置していて︑ 認識している︒地元との協議が

①高齢者による交通事故の減少

コミュニティバス﹁やよ

０人以上の不登校生徒がおり︑
補助事業として２名の指導員と

前提となるため︑１年では難し

をめざした本市の取組みは︒

迫
の学習支援や家庭訪問等は︑こ
れまで同様に不登校専任教員が

発生率も高く深刻である︒
支援センター１名で対策にあたっ

現在︑利用するためには山を登

いかもしれないが︑２年ぐらい

②現在多くの自治体で高齢者の

議員

①教育支援センター︑スクール
ているため︑小学校への配置は

り降りしなければならず︑高齢

の期間を準備して︑実現したい

運転免許証の自主返納を推進す

白地区についても検討していく︒

ソーシャルワーカー︑不登校対
考えていない︒④警察や少年補

者の方や身体が不自由な方に対

と考えている︒

い﹂は﹁市民の足﹂となっ

策専任教員を今後どのように活
導員︑保護司等の方々との連携

して︑決して優しいとは言えな

るため︑自主返納の支援事業を

問

用しようとしているのか︒

の中で進めていく︒⑤学校に︑

い環境になっている︒今も問題

始めている︒高齢者の方が運転

担う︒②不登校専任教員を支援

②コミュニティスクールとして

専門職のソーシャルワーカーを

であるがやがてくる少子高齢化

免許証を自主返納した場合に交

への配置は考えているのか︒

にやよいバスを運行する事が最

の平等性を考慮して︑弥生地区

台帳カードの申請交付料を無料

通安全グッズを贈り︑住民基本

福岡県下の交通死亡事故

今後︑地域とどのように連携し

配置する事で家庭へのアプロー

の対策として︑また︑市民利用

ている︒バスの名前は﹁やよい﹂ ②市内には６か所の 空｢白地域 ｣ 問

ようとしているのか︒

チの道は確実に開くと考える︒

問

③不登校対策専任教員の小学校
④学校に行けないのではなく︑

も早急な取り組みだと思う︒

たり︑本年度より総合的な見直

①本市は︑春・夏・秋・

年末の年４回の福岡県交通

ている︒ドライバーには主要幹

を配布し啓発活動を行うなどし

また年末は市内量販店でチラシ

ＪＲ春日駅で早朝街頭啓発を︑

の協力を得て︑西鉄春日原駅と

署︑交通安全指導員︑婦人会等

安全県民運動期間中に︑筑紫野

答

たいがどのように考えているか︒

にするなどの制度の導入を求め

問題行動が見られる不登校生徒

②弥生地区を含む﹁空白地域﹂
に

①今後の運行状況見直しの検討

⑤法律的に限界があるとは思う

バスを小型化して︑運行しては

の対策について今後︑どの様に

が︑原因が学校ではなく家庭に

どうか︒

課題の一つにあがっているか︒

あると認識した場合︑春日市と

①来年度︑運行開始より

してどのような手段で対応して
①本年度から３年間を不

しを実施する事で準備を進めて

年目の節目を迎えるに当

登校対策推進期間と位置づ

いる︒内容については︑
運行ルー

答

いくつもりなのか︒

答

対応していくのか︒

コミュニティバスやよい

15

け支援センターを中心に取組の

10
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9
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線道路において走行する車を止
め︑直接啓発するセーフティー・
ステーションを行い︑高齢者の
行動に配慮した運転の推進をお
願いしている︒今後も啓発活動
や警察及び関係団体と連携しな

防災計画に女性の意見を
取り入れる事や避難所運営

ゆう こ

裕子 議員

訓練について
たかはし

髙橋

②地域防災計画の見直しの際に
は男女共同参画の視点を取り入
れる方法を検討し︑取り組みを
進めるよう努力していく︒
③全ての避難所に女性職員の配
置は困難だが可能な限り事前配
置できるよう検討する︒

自転車の安全使用に対する
取り組みについて

ともゆき

朋之

どの協力を得て街頭活動を行う

など︑市としては︑自転車の安

全利用推進の為︑交通安全運動

や啓発活動に鋭意取り組んでい

る︒また︑夜間のライト点灯な

車駐車場で配布を行い︑市報に

さかき

経済的で︑また環境にも

も安全運転の啓発記事の掲載を

榊

どマナーアップのための有効な

優しい乗り物として昨今再

行っている︒条例等制定に関し

議員

でできる図上訓練いわゆるＨＵ

び注目をされ︑多くの市民の足

ては︑現在警察庁が本格的な取

チラシを作成し︑講習会や自転

県を除く全国の我が党の議

Ｇ等の重要性は認識し紹介して

として大変便利に利用されてい

この 月一か月間被災３

②高齢化が進む中︑高齢者の運
員で﹁女性の視点からの防災行

いるが今後各自主防災組織に取

り締まりの強化や道路交通法の

がら効果的な対策を講じていく︒
転免許保有者数は大幅に増加す
政総点検﹂を実施し見えてきた

り組んでもらえるよう啓発する︒ る自転車の利用者は︑年々増加

改正を検討している段階でもあ

④実働を伴う訓練と同様に机上

ることが見込まれるため︑本市
点をふまえ伺う︒

傾向にある︒ではあるが︑一部

問

の実情に応じた自主返納支援施
①地域防災会議へ女性委員の登

⑤現在 名の女性消防団員の任

問

策を必要に応じ研究していく︒
用をする考え︒

10

するよう事前に決めておく考え︒ 聴覚障がい者が含まれる場合の

③避難所運営に女性職員を配置

の視点を反映させる考え︒

②地域防災計画に男女共同参画

補助事業を現在準備している︒

⑥世帯主が生保受給者で世帯に

ながら増やすことを検討する︒

用が実現︒今後の活動状況を見

転車の取り締まりに対して方向

している現実がある︒警察が自

そのマナーの低下が社会問題化

重篤な事故を引き起こし︑また

の心無い利用者の悪質な運転が

しており︑さらに効果的な啓発

営協議会においても協議課題と

研究していく︒各学校の学校運

考にして︑必要性について検討︑

るので︑警察庁や先進事例を参

④避難所運営訓練︵ＨＵＧ︶を
取り入れ︑地域と連携した防災
訓練を実施すべきと思うが︒
⑤災害時の後方支援や高齢者宅
訪問等できめ細かな支援を実施
するため女性消防団員を増やす
考え︒
⑥聴覚障がい者の方や高齢者の
方で未だ住宅用火災警報器の設
置が出来ていない方への補助事

委員の登用は現状では残念

①地域防災会議への女性

業をする考え︒

答

ながらゼロで︑女性委員の登用
ができるよう検討に入っている︒

年４回の福岡県交通安全

県民運動期間中に︑筑紫野

署︑交通安全指導員︑婦人会な

答

ついての抱負をお伺いする︒

と合わせて︑今後の取り組みに

教育の現場で行われている指導

る条例等制定を考えてはどうか︒

当市で自転車の安全使用に関す

また︑啓発の意味も含めて︑

じる必要があるのではないか︒

市としても何らかの手立てを講

にも加害者にもならない為に︑

の利用者が︑交通事故の被害者

ができるよう検討していく︒

図上訓練HUG

性を示せていない現在︑自転車

11

かつ み

飲酒運転撲滅運動の
取り組みについて
しろうず

白水 勝 己
議員

﹃飲酒運転は絶対にしない・

員︑婦人会などの協力を得て︑
西鉄春日原駅とＪＲ春日駅で早
朝に街頭啓発を行っている︒主
要幹線道路では︑走行する車を
とめ︑直接ドライバーに啓発を
行うセーフティー・ステーショ
ンを実施し啓発に努めている︒
特に年末の交通安全県民運動中

とし お

俊雄

自転車の安全利用の
環境整備について
まえ だ

前田

月 日付で警察庁は﹁良好な

自転車交通秩序の実現のための

総合対策﹂を打ち出したものの︑

その具体的内容がまだ明らかで

なく︑本市道路管理者が行う施

設整備などのハード面と︑警察

調整に時間を要し︑整備指針策

議員

このテーマに関しての質

定の遅れがでてきている︒②警

が行う規制などのソフト面との
問は︑平成 年以来︑今回

道路整備行政について

よ くに

與國

よう

洋

議員

都市計画道路である市内

げる飲酒運転撲滅運動は︑市民
に啓発活動に力を入れる︒

シを配布するなど今後も継続的

する中で︑自転車が係っての事

る理由は︑交通事故全体が減少

で７度目となる︒繰り返し訴え

を注視しながら︑現在の素案に

のと考えている︒警察庁の動向

容や見解が具体的に示されるも

察庁から総合対策についての内

町交差点の間が︑また長浜太宰

が︑福岡筑紫野線は井尻から宝

線で拡幅工事が進められている

３路線である︒現在那珂川宇美

長浜太宰府線︑那珂川宇美線の

の県道は︑福岡筑紫野線︑

一丸となり継続的な啓発活動が
②市職員及び教職員に必要な機

故は増加しており︑特に自転車

ついて見直しに着手したい︒も

問

必要である︒飲酒運転は犯罪で
会をとらえ厳しく指導し又懲戒

対歩行者の事故は︑警察庁の統

問

あり︑許すことの出来ない行為
処分基準を改正し違法行為に対

には︑市内量販店においてチラ

である︒
そこで︑本市における飲酒運

市民参加型の飲酒運転撲滅運動

しない宣言書﹂を提出できる︑
で動向をみていく︒

酒運転撲滅条例を考えているの

③県は今後全国初の罰則つき飲

安全教育等のソフト面と道路施

すには︑自転車利用者に対する

これまで︑﹁こうした事故を減ら

る︒これらを精査しながら対応

検討図に基づき整備を進めてい

策定している自転車・歩行者道

年比で４・２倍となっている︒ ③道路改良工事等においては︑

とも本市内でのみ未整備部分が

拡幅工事が完了するが︑３路線

平成 年度に那珂川宇美線の現

が全く手つかずの状態にある︒

転撲滅運動として︑﹁飲酒運転を

も必要ではないかと考えるが︑

とし根絶を図ることとしている︒

うしばらく時間をいただきたい︒ 府線は須玖北から下白水北の間

させない・許さない﹄を掲

25

計によれば︑平成 年は︑平成

問

10

してはより厳しい処分を課す事

16

22

③春日市における今後の飲酒運

況について︒

②市職員及び教職員への指導状

について︒

飲酒運転撲滅の啓発活動と状況

①現在︑春日市における市民の

次の点について伺う︒

②策定完了の時期について︒

①整備指針策定の進捗について︒

についてお尋ねしたい︒

いただいていた︒そこで︑３点

針﹂の策定を求め︑策定を約束

﹁自転車の安全利用環境の整備指

続けてきた︒また︑そのための

設の整備が必要である︒
﹂と訴え

していきたい︒

残る︒このことは市民に﹁春日

①那珂川宇美線の泉交差

点から那珂川町との境界ま

なっている︒市としてはこの未

での５００メートルが未着工と

答

備の優先順位に対する考えは︒

み姿勢は︒②市内を走る県道整

了後の県道整備に対する取り組

①那珂川宇美線の現拡幅工事完

関心事となっている︒

この改善は市民にとって大きな

との強い印象を与えるとともに︑

市 内 の 道 路 整 備は遅れてい る ﹂

転撲滅運動の取り組みについて︑

③策定完了までの間︑所管部内

りに着手したが︑平成 年

①平成 年度に素案づく

いか︒

飲酒運転撲滅のための条例制定

年末の交通安全県民運動期

①本市では春・夏・秋・

で整備方針を周知すべきではな

自転車走行帯

等を今後︑検討していくのか︒

26

10

答

23

答

間中に筑紫野署︑交通安全指導
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10

11

整備事業の早期完成に向けて最
優先で取り組んでもらえるよう︑
福岡県に強く働きかけていく︒
この整備が完了すれば︑本市の
東西の交通渋滞は飛躍的に改善︑
解消すると考える︒
②那珂川宇美線の残り区間を最
優先し完成させたい︒また︑南

よ くに

よう

において本年度から３年をかけ
て︑警固断層の重点的な調査が
行われる︒この調査結果が本市
の地域防災計画改正の内容に大
福岡県も地域防災計画の見直し

きな影響を及ぼすと考えられる︒
①春日市での大規模災害

を行っており︑これらの調査結
果を踏まえて検討していきたい︒

は風水害︑地震︑航空機の

與國 洋 議員

防災対策の推進について

問
墜落等に代表され︑これらに対

さち え

幸恵

女性の社会進出への
サポートについて

こんどう

近藤

性や男性に男女共同参画の学習

機会を提供する事業を予定︒就

職の資格取得は隣接する県クロー

バープラザ﹁あすばる﹂に女性

の為の資格取得講座が開設され

ており本市は地の利を生かした

ていくとともに市民に対し県事

議員

多くの女性は高学歴化と

業の周知に努めていく︒②平成

活用を目的とし協力関係を築い

社会参画の意欲の高まりと

問

とに現在検討中である︒市とし

用対効果など詳細なデータをも

業主体である県が総事業費や費

そこで地震ハザードマップを作

る情報の収集には限度がある︒

市民にとって地震被害を予測す

づく地震対策を進めているが︑

物の耐震調査を行い︑これに基

は被害も発生した︒市は公共建

これを震源とする西方沖地震で

には警固断層が縦断しており︑

ドマップが作成されたが︑市内

なるもの︒５月には浸水ハザー

であると考えられる︒今後︑本

を表示することは合理的な手法

に︑学校施設の屋根等に学校名

偵察員が被害場所を特定する為

①出産や子育てで就労を断念︒

考えられる︒

図られ︑大きな利益に繋がると

税収入の向上や市民力の向上が

用等について研究していきたい︒ を要すると考える︒春日市では

市における有効性︑耐久性︑費

また︑経済的理由で就労が必要

がり︑女性の社会進出は緊急性

らない等︑将来の社会保障に繋

特殊出生率は高く︑少子化に至

また︑男女の就労率が高いほど

ている︒④国の動向をみていく︒

な就労形態に対応できる様にし

行い延長保育︑病後保育等多様

保育施設の紹介などサポートを

機の状況又入所が困難でも他の

努めている︒③保育所選択や待

ワークライフバランスの啓発に

て連携を強め︑市内事業所へは

する不安から就労を望んでいる︒ 共同参画審議会に委員を選出し

②大規模災害発生時に災害状況

ては他の整備工事との関係上︑

成し︑市民に地震被害見積もり

であるが︑自信が持てない女性

する被害を的確に見積もること

年度より商工会から本市男女

今後の財政負担の見通しや︑拡

情報を提供することも必要では︒

には︒②企業や事業所に対する

北を貫く長浜太宰府線︑福岡筑

共に︑経済不況や社会保障に対

幅や開通後の効果を見極めなが

②大規模災害において︑空中偵

取り組みは︒③就労には保育所

確認のため空中偵察を行う際︑

ら︑県と協議を進め優先順位を

察は極めて有効な手段︒空中か

等のシステムや制度のサポート

は防災対策を進める上で基本と

決めていきたい︒

ら即座に場所を特定できるよう︑

が大切であるが︒④女性の就労

①現在改修を進めている

男女共同参画センターで市

民の為の講座を開設し多くの女

答

育ママ﹂の考えは︒

進している﹁幼保一元化﹂や﹁保

学校の体育館などの屋根に名前

ては平成 年度に全戸配布

①警固断層の情報につい

で保育所不足となるが︑国が推

19

を表示してはいかがか︒

紫野線の２路線については︑事

那珂川宇美線の泉入口交差点

答

ハザードマップについては︑国

記載している︒より詳細な地震

した防災ガイドブック保存版に

20
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地球温暖化対策

やす お

靖男

緑化推進について
さかもと

坂本
議員

成果が得られたと考えている︒
課題は緑被率の向上︑市民の緑
への関心や意欲を盛り上げてい
くこと等である︒又︑生垣補助
申請は平成 年度から１件︒②
案内チラシ等を配布するよう検
討したい︒③特別緑地保存地区

やす お

屋外広告物について
さかもと

靖男 議員

申請済が１３６件︒②取組状況

を見ながら今後設定したい︒③

市報などを通じ周知を図ると同

時に郵送で通知し︑手続きに応

可申請を促したい︒④全ての無

坂本

屋外広告物が無秩序に表

許可広告物は把握していない︒

じない場合は直接訪問をし︑許
示されるとまちの美観は損

問

幹嘉

みきよし

障がい者にやさしい
まちづくりについて

いわきり

岩切

議員

障がいのある人も安心し

る︒⑤関係所管との調整不足等

構築するという観点からお尋ね

現在２件の占用料を徴収してい

身にも危害を及ぼすことが考え

があったと痛感している︒調査

する︒

なわれ︑また︑管理を怠ると人

に潤い等を与えるとともに︑ 充︑緑のボランティアとの連携

られる︒そこで︑①本市におけ

の必要性があり︑調査手法を検

①発達障がい児の早期発見の取

等の指定拡大︑公園愛護会の拡
などを行い︑緑を育む団体の組

る屋外広告物の設置状況及び設

討したい︒⑥構築物の固定資産

緑は市街地における景観

日射を遮り︑気温の上昇を抑え
織化︑育成を図っていくなど︒

置許可済状況は︒②今後は目標

確認申請時にパンフレット等を

助制度周知の為︑戸建て住宅の

垣補助事業の申請状況は︒②補

いるがその成果と課題は︒又︑生

様々な緑化推進に取組んできて

ている︒①本市では︑
壁面緑化等

化の観点からも重要な役割を持っ

検討したい︒

に要請できるよう︑要綱改正を

力義務として緑化推進を事業者

上緑化は採用していない︒⑥努

用が想定されることなどから屋

かること︒維持管理に多大な費

人工地盤整備等の初期費用がか

いる︒⑤既存・新設を問わず︑

現状︑徴収状況は︒⑤平成 年

河川占用料条例﹂に係るものの

出するもので︑﹁春日市道路及び

の措置は︒④道路境界線から突

は︒③無許可広告物の対応︑そ

年次を立て取組んでいくべきで

か︑今後関係所管と検討したい︒ ドの導入についての考え方︑聴

向け︑どのような連携が効果的

い︒⑧正確な把握と適正課税に

的な賦課課税方法等を検討した

ムページ等を活用しながら効果

税調定額は７５００万円︒⑦ホー

②視覚障がい者のために音声コー

うか︒

問診の検討も必要だと思うがど

なく発見できるように︑現在の

り組みについて又︑兆候を漏れ

て生活できるまちづくりを

るなどの熱環境を改善する機能
④緑被率 ・９％を目標として

問

を備えている︒また︑地球温暖

問

20

35

作成し配布してみてはどうか︒
③
﹁春日市緑の基本計画﹂
で︑市
全体の緑被率を ・９％から平

答

ンケート調査によると︑﹁や

①平成 年７月の市民ア

備要綱﹂等を活用すべきでは︒

えるが︒⑥﹁春日市開発行為整

上緑化は重要な施策の一つと考

⑤新たな緑を創出するには︑屋

とって目標水準の位置づけは︒

その具体的な施策は︒④本市に

成 年度 ・９％としているが︑

34

用料︑固定資産税と連携ができ

があると思うが︒⑧設置届︑占

て頂く︑納税を促していく必要

のの現状は︒⑦公平に納税をし

固定資産税・償却資産に係るも

要では︒⑥屋外広告物における

件は少なすぎる︒状況把握が必

度に調査をすべきであった︒２

置した福祉避難所の設置は避難

④災害時に︑専門スタッフを配

の作成が必要と思うがどうか︒

関する防災マニュアルやガイド

仕方が異なるため︑障がい者に

③障がいの内容によって対応の

の対策について︒

覚障がい者の緊急通報システム

健康診査で︑医師の審査結

①１歳６か月児︑３歳児

り組みについて︒

者の安心感につながる︒その取
は︒

答

果はもとより︑発語の数や言語

をした︒調査件数６０６件
で申請済が１１２件︑４９４件

の理解︑保護者の育児不安など

答

①平成 年度に実態調査

ていない︒体制づくりが必要で

21
が未申請︑平成 年 月現在で
10

22

21

35

や満足﹂以上が６割以上であり︑

23
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12

13

の相談をお受けしている︒また
心理士による﹁ハート相談﹂を
年 回実施している︒今後は言
あけ み

明美

市民の健康対策について

の ぐち

野口
議員

続することを考える②乳がん子
宮頸がんの受診者は増加してお
り︑クーポン券の成果があった
と考える③産婦人科医の女性の
割合が少ないが事業者に対し︑
女性医師の派遣を希望する等︑
受診率の向上に努める④大腸が

まさ み

正美

脱原発︑
市民の健康と
安全・安心について

むらやま

村山

議員

活用することが考えられる︒今

後︑公共施設の整備を計画︑検

討していく中で︑導入について︑

効果と課題を見据えながら情報

収集︑研究に努めたい︒また︑

住宅リフォーム助成制度の創設

中では困難である為︑情報の収

については︑現下の財政状況の

福島原発の事故は︑次々

情報の提供を行いたい︒

んの受診率の向上を図ると同時
に早期発見早期治療による医療

り︑被害の重大さが明らかにな

②現在糸島市と福岡県が安全協

①本年度で終了が見込ま
れる国の基金事業︑子宮頸

費抑制の観点から料金等の方向

るにつれ︑脱原発の世論がます

定締結に向けて協議中であり︑

集に努め市民や事業所の方々へ

ガン等ワクチン接種緊急促進臨

性を出したい⑤小学校では中・

ます大きくなっている︒

に新たな被害が明らかにな

お願いしている︒③障がい種別
時特例基金や妊婦健康診査支援

高学年を指導し︑中学校では３

最近の報道では︑原発に頼ら

問

ごとに気を付けることを記載し
基金などの来年度以降の事業継

年生の保健体育の時間に食生活

検討していきたい︒

問

たマニュアルやガイドの作成は
続について見解を問う②がん検

ない自然エネルギーの開発や︑

③県では定点観測を今年度６か

信票か緊急連絡カードの常備を

ご本人にも周囲にも有意義であ

や生活習慣の見直しと検診の必

電力自由化による特定規模電気

ン券配布事業の成果はどうか③

上の人等の無料化は今後の課題︒ 事業者からの自治体や民間企業

所増設する予定であり︑その測

当分は県の動向を見守りながら

る︒今後研究︑検討を行いたい︒ 診について一定の年齢に達する

要性を学ばせている⑥満 歳以

るが︑他市の状況等も参考にし

その情報の内容等を分析し︑検

定内容を十分に注視し︑まずは

①春日市も積極的に自然エネル

の電力購入が報じられている︒
24 24

25
度は 年度の夏までに方針が出

査機器の必要性を判断したい︒

平成 年度は影響ないが︑ 年

健診に際しては︑安心して健診

る︒

②春日市は玄海原発から キロ

促進し脱原発に貢献すべきだ︒

宅での自然エネルギーの活用を

フォーム制度を導入し︑個人住

公共施設での自家発電や住宅リ

ギーを活用する方向に向かい︑

集団検診における婦人の内診の

70

ながら︑効果的な支援の在り方

④今後の課題として認識してい

女性への検診手帳や無料クーポ

システムは専用のファックス送

ので︑今後研究していく︒通報

み取る為の技術的な問題もある

いく︒②音声コードを正確に読

語聴覚士による相談も検討して

36

について検討していきたい︒

ができるよう女医さんを極力取
り入れて受診の向上に繋げては
どうか④大腸がん検診は健診対
象年齢の 歳以上の方全員を無
料にしては如何か⑤学校のがん
に関する教育の現状と今後につ
いては⑥特定健診の受診向上を
図るため︑満 歳以上や市民税
と国の実施目標に達成できない

は国の動向が明確でないが︑

①これらの事業について

場合の本市への影響は︒

答

市単独事業ででも 年度以降継
24

婦人検診車

①公共施設の自家発電と

しては︑自然エネルギー設

備を整備し︑使用電気の一部を

答

全安心を保障せよ︒

能の検査機器を持ち︑市民の安

③食と土壌の安全のため︑放射

を締結すべきだ︒

圏内であり︑九電との安全協定
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40

非課税世帯の方の無料化の検討
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