六月定例会の一般質問は︑十七日︑十八日に

在的に多いことが一因︒社会的

な未熟さから小学校とは違う中

学校への適応に弱く︑また変化

とが考えられる︒

に耐えうるエネルギーが弱いこ

壇し︑市政全般について︑十三項目にわたり︑

③学級担任は︑欠席が続けば家

行われました︒この二日間で︑九名の議員が登

質問を行いました︒
︵通告順に掲載しています︒
︶

庭訪問を実施︒学校では不登校

③更なる条例の推進において︑

ンスについての考えは︒

て企業の取り組みを評価するこ

③事業者への啓発の第一歩とし

は講演会を開催し周知する︒

は︑
十九年度の四九名から二十年

との認識を示されたが︑
小学校で

中心となって対応している︒

点的に取り組むべき喫緊の課題﹂ 間関係ができている学級担任が

まえ教育長は
﹁不登校対策は︑
重

④不登校対策は︑教育支援セン

や不登校のおそれがある場合︑

﹁福岡県子育て応援企業﹂や男

とは推進の観点から有効と考え

ターを核として担う︒支援セン

と能力を十分に発揮することは

され︑自らの意思によって個性

わりなく︑個人として尊敬

スを確保するとの提案に対し︑

あい文化センターの中にスペー

置場所の第一候補として︑ふれ

るセンターの設置については設

よ くに

與國

よう

洋

議員

二十年九月の私の質問に
おいて︑不登校の実態を踏

では︑十九年度の一四七名から

減少が見られるものの︑中学校

機的連携を図っていく︒また︑

登校ネットワーク会議等との有

ターでは学校との連携強化︑不

①国や県の割合と比較し

て高い数値にあり︑深刻に

変化に適応しきれない子供が潜

②小学校から中学校への環境の

受け止めている︒

答

④
﹁喫緊の課題﹂
への取組みは︒

③不登校への対応は︒

②中学校で拡大している要因は︒

①この実態に対する認識は︒

めて高くなっている︒

ともに全国比率の一・五倍と︑
極

校で四・五五
︵全国二・八九︶
％と︑

○・四九
︵全国○・三二︶
％︒中学

める不登校の発生率は︑
小学校で

また︑
平成二十年度の在校生にし

策委員会を立ち上げる︒

一八○名と大きく増加している︒ 六月三○日には春日市不登校対

二十年度一七三名︑二十一年度

個別指導計画を作成し︑最も人

女共同参画に対し取り組んでい

度三八名︑二十一年度三○名と

において評価するなど市独自の
取り組みを行なっては︒

春日市の願いです︒
﹂平成十八年

まだ結論を見出せていない︒ま

問

不登校児童生徒への
対策について

る︒今後︑十分に研究する︒

男女共同参画宣言都市記念碑

る事業者等は総合評価方式入札

一般 質 問
さち え

幸恵

男女が責任を持って
自分らしく生きる
春日市づくり
こんどう

近藤
議員

①一点目の︑情報収集・

十二月に男女共同参画を推進す

た︑二点目のコミュニティの核

学習・相談等の機能を有す

る条例が制定され三年が経ち︑

としての自治会の中に男女共同

答

市民との協働事業にて緩やかに

参画の組織を組み込む政策につ

﹁すべての人が性別にかか

醸成されてきている︒

なっていく︒

いては男女共同参画プランの策

れたが︑何ら対応がなされてい

②男女ともに子育てや介護をし

①平成二十年十二月に審議会か

ないようだが考えは︒

ながら働き続けることができる

定において十分検討︑議論を行

②育児・介護休暇法が改正され

ることに伴い︑市民や事業所へ

社会を目指し︑法律が施行され

行されるが︑ワークライフバラ

平成二十二年六月三十日から施

ら﹁活動拠点について﹂答申さ

問
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祉の制度やサービスの提供など︑
住民の生活支援活動などを行っ

総合的な自殺対策について

答

①多重債務法律相談窓口

を開設し︑市報による周知

を図った︒福岡県主催の自殺予

た︒関係所管による自殺予防対

ている︒
とし お

俊雄

防対策研修会に職員を参加させ
まえ だ

前田

②厚生労働大臣が委嘱︑都道府
県の非常勤特別職の地方公務員

策会議を開催した︒市報による︑

例会以来︑
三回目の質問となる︒ 命を大切にする心を育む教育活

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

とし お

議員

動を続けている︒

市議会ホームページをご覧ください

福祉行政を支える
﹁民生委員﹂
の活動について
ふじ い

としての位置づけである︒③現

自殺予防に関する記事を掲載し

はない︒④生活状態の把握︑相

本年五月︑警察庁より平成二十

②本年度から︑消費者相談窓口

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。

藤井 俊 雄
議員

定数八十七人から六人増員し定
い様﹂の時代は過ぎ去り︑
談援助活動︑福祉サービスの利

一年度中における自殺の概要資

た︒学校現場においては︑学校

﹁隣は何をする人ぞ﹂
という周囲
用援助︑社会福祉に関する活動

料が配信された︒それによると︑ を充実させて︑春日市消費生活

総合的な自殺対策につい

と関わらない風潮が社会を閉鎖
を行う者等との連携・支援︑福

センターを開設した︒また︑今

数九十三人である︒要件の変更

的にしている現在︑加えて︑新
祉事務所等の関係行政機関の事

十二年連続して三万人を超えて

年度は︑自殺予防講演会︑自殺

﹁向こう三軒両隣﹂
﹁お互

たな社会問題が次々に発生し︑
務に対する協力︑住民の福祉の

いる︒自殺対策のモデルといわ

予防パンフレットの作成及び全

生活のあらゆる場面において︑

民生委員の活動は昼夜を問わず
増進を図るための活動である︒

れるフィンランドの事例研究等

ては︑平成二十年十二月定

行われ︑複雑化する地域福祉を

⑤毎月︑毎年集計報告が出され

から︑
自殺対策の成功の要因は︑ 戸配布︑九月の自殺予防週間に

問

下支えしている︒そこで︑﹁民

ており︑そのデータは福祉施設

あわせて︑公共施設へのぼりを

問

生委員児童委員﹂について質問

地方公共団体の取り組みが鍵を

以下の点についてお尋ねしたい︒ ③自殺予防対策会議を継続し︑

の企画立案の基礎資料として現

いるのか︒

①本市における︑この一年間の

する︒

②民生委員の身分や位置づけは︒

取り組みについて

設置する三事業を計画している︒

③本年は委員の改選期であるが︑

②今後予定されている取り組み

握ると言われている︒そこで︑

定数や要件に変更はあるのか︒

について

在活用されている︒

④市のケースワーカー︑社協な

③﹁命を大切に﹂という︑本市

①民生委員はどんな活動をして

どの福祉団体との連携や役割分

の強い意思表示が大事である︒

その中で議論していきたい︒

担は︒

そのためには︑様々な施策の推
進母体が必要であり︑その設置

⑤民生委員が毎月提出する活動
報告書はどのように反映されて

を求めたい︒

需要を把握するとともに︑

①住民の生活実態や福祉

いるのか︒

答

地域住民のための相談業務︑福

市報かすが3／1号付属のパンフレット
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高齢化対策について

の ぐち

あけ み

野口 明 美
議員

救急受診の手引きについて

っての注意点として︑救急医療

機関を利用する場合は︑緊急性

集したわけではないが︑一般的
なボランティア登録者に占める
あけ み

の高い重症の患者さんが安心し
の ぐち

高齢者の比率と比べても高いと

明美 議員

て医療が受けられるよう理解と

野口

思っている︒

やす お

保育所待機児童の
現状について

さかもと

坂本 靖 男

議員

診した方がよい場合などについ

市報においても同様の記事を掲

ての手引き︑福岡県小児科救急

春日・大野城・那珂川消

された人のうち︑必ずしも救急

医療ガイドブックを渡している︒ 待機児童が増えている︒そこで

載する︒また︑母子健康手帳の

に値しない事例もおありになる

①本市における保育所待機児童

防署の年間出動件数は三千

協力を呼びかけている︒七月の

問

②ケアマネージャー等に制度が
浸透していなかったことが︑需
要が少なかったことの一番の要
ネージャー情報交換会等を開催

と聞き及んでおり︑本市の救急

今後も︑緊急時における救急車

数は︑
又︑
第一希望での入所率は︒

経済状況の大変厳しい中︑

○○九によると︑平成二十
して︑積極的な周知に心がけて

医療体制を懸念している︒逆に

の適正な利用方法や適正な救急

②定員数及び定員充足率は︒

交付に合わせて︑救急外来を受

三年度には高齢化率が十六・三
いく︒

﹁なぜ救急車を呼ばなかったの

受診について︑市民に分かりや

③潜在的なニーズを含めた需要

百六十八件で︑日ごろ救急搬送

％となり︑
老年人口が十五歳未満
③平成二十四年度から二十六年

か﹂と言われたケースもあると

すい内容で広報などを通じて啓

を予測し︑
計画的に保育の供給量

因と考えている︒今年はケアマ

の年少人口を上回る見込みとあ
度までの計画は︑二十三年度中

お伺いしていることから︑大切

発していく︒

春日市高齢者福祉計画二

る︒生活支援事業のサポーター
に策定することとしている︒生

な命を救うため︑救急医療を本

る適正受診を図るため︑国保制

小児救急医療ガイドブックと母子健康手帳

答

ある︒また︑第一希望での

①四月一日現在十四名で

要があるのでは︒

応できる体制を構築しておく必

援の観点からも入所希望者に対

考慮しながら︑また︑子育て支

を踏まえ︑潜在的需要の存在も

⑤待機児童が増えつつある現状

はないか︒

に運営費の助成も検討すべきで

は︑健康診断事業費補助金以外

又︑届出保育施設の拡大の場合

マの本市の取り組みについて︑

を増やす対応︑待機児童を出さ

い︑都市部を中心にではあるが

共働き世帯が増える等に伴

者の方のボランティアが増加し︑ 活支援事業については︑現時点

制度により︑本当に元気な高齢
では安心生活創造事業を補完す

問

介護保険給付費の抑制につなが

るものとして必要な事業であり︑ 当に必要とする人のために︑ま

や救急車を正しく利用するとい

るなど︑
介護予防をより一層促進

制度の事業開始当初︵平成二十

う市民一人一人の意識と協力が

ない為の対策が必要ではないか︒

一年度︶の登録目標に対して︑

大切なことではないかと考える︒

た安心して救急医療を受診する

現在の四十八名のうち高齢者二

そこで︑子供から高齢者まで

継続する必要があると認識して

十四名の登録数はどう捉えてい

の幅広い年齢層に活用していた

する事業︑制度となるよう強く

るのか︒②生活支援事業の当初

だけるための﹁救急受診の手引

④届出保育施設の拡大︑保育マ

予算と比較すると少ない需要で

き﹂の作成を提案するが市長の

ためには︑日ごろから救急医療

あると思うがどう分析している

御見解を問う︒

いる︒

のか︒③生活支援事業は二十三

国民健康保険の被保険者

年度までか︒その後も継続する
①初年度としては︑満足

度を説明した小冊子を送付して

に対して︑医療機関におけ

のいく登録者であったと考

おり︑その中で受診などにあた

答

えている︒高齢者を限定して募

のか︒

答

要望する︒そこで①サポーター

問
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入所率は九割を超えている︒
②定員は千五百九十人で︑入所
児童数は千五百二十二人︑定員
充足率は九十五・七％︒
③本市では︑一部の都市部での
ような爆発的な保育需要の増加

公園等及び学校遊具の

やす お

安全確保について
さかもと

坂本 靖男 議員

の調査などを迅速に行い︑被害
者への早期対応に努めている︒

福祉政策について

で相談してほしい︒経営指導・

支援は︑春日市商工会が行って

いる︒また︑市も資金繰りのた

及び中小企業振興センターの各

また︑事故報告書は作成︒③公

あつ こ

敦子

めの助言を行うとともに国・県

よしむら

市における遊具に対する安全管

一回実施︒内容は各遊具の腐食

ュアルとし︑年二回︑学校は年

生活困窮者支援として︑どのよ

の影響を受け︑長引く不況の中

で起きたリーマンショック

平成二○年九月アメリカ

月一回ハローワークでアドバイ

している︒就労相談員が同行し︑

ハローワークと連携して支援を

就労支援プログラムを作成し︑

活保護からの早期脱却を目標に︑

吉村

制度を適切に紹介している︒

る人口増加要因などを含め︑今
理体制について︑①過去五年間

等の確認︑遊具の緊急度をラン

うなものがあるのでしょうか︒

ザーと支援の進捗状況の協議や

議員

園愛護会や各地域の代表の方々
などにも協力を呼びかけ︑利用
状況の把握に努め︑遊具の安全

後︑十分見極めながら︑保育行
の事故件数は︒②本市での事故

クづけし遊具の修繕等を実施︒

また︑中小企業に対する融資

就労可能な方への個別プログラ

生活保護世帯への支援は︑生

政の重要な課題として︑定員の
対応の体制︑また︑事故情報記

遊具履歴書は作成︒⑤遊具の正

制度があるが︑個人経営の場合

ムへの参加指導など適切な支援

管理に生かしたい︒④﹁遊具の

弾力的運用の手法など︑基本的
録等の作成の実施は︒③遊具の

しい利用方法を明示した看板を

など︑資金を有効利用できるよ

を行っている︒平成二一年度は

遊具の事故が全国でしば

に対応して参りたい︒
利用状況の把握は︒また︑子ど

設置しているが更に設置を増や

うに︑アドバイスや指導がある

三三人が自立︑二二年度は二六

は起きていない状況であるが︑

④状況を慎重に分析し︑民間保
もと保護者・地域住民の協力を

して対応したい︒⑥関係機関や

のでしょうか︒

安全に関する指針﹂を点検マニ

育所とも連携して参りたい︒ま

得て遊具の利用状況を把握し︑

担当所管との連携強化を図りな

しば起きている︒そこで本

た︑保育ママについては当面︑

維持管理や改修などに生かす事

がら遊具の安全確保に努めたい︒

問

制度の成熟の度合いを見守りた

が必要であると思うが︒④維持・

市内の新たな宅地開発などによ

い︒運営費助成は財政上の困難

管理体制について︑点検内容︑

平成二一年度の全国の生活保

問

もあり引き続き検討したい︒

点検頻度や点検マニュアル・遊

護世帯数は︑過去最多を更新す

援についてお尋ねします︒

した︒

生活保護世帯の就労意欲のあ

る方への支援として︑就労支援

プログラムがありますが︑その

活用と成果についてお尋ねしま

自営業者への支援は国が

総合支援資金貸付制度や︑

す︒

答

つなぎ資金貸付制度を設けてい

る︒社会福祉協議会が窓口なの

人という成果があがっている︒

⑤しっかり検討して参りたいと

具履歴書などの有無は︒⑤安全

る見込み︑と新聞報道がありま
遊具の利用に関する看板

次に︑生活保護世帯の自立支

思っている︒

管理の啓発・指導の実施状況と
その体制は︒⑥維持管理体制︑
安全点検マニュアル︑事故情報
記録︑チェック体制やパンフレ
ットなどは︑遊具を扱う担当所
管が共有し︑連携できる体制を

五件︒②担当所管と遊具業

①公園等で四件︑学校で

構築する必要があると思うが︒

答

者との連携体制を構築︑事故遊
具の使用禁止措置及び発生原因
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あつ こ

子育て支援について
よしむら

吉村 敦子 議員
学童保育のあり方につい
て︑お尋ねします︒

を行って受け入れをしていくこ
となどについて︑いろいろ問題
や課題が考えられ︑甚だ難しい
実態があると理解し︑判断して
いるところである︒
指導者などの課題があるが︑
自由来館施設の児童センター︑
あるいは公園︑また学校の校庭

きよゆき

清之

子ども 子･育て新システムの
基本的方向について
かなどう

金堂
議員

だと理解している︒

⑵幼稚園と保育園は夫々の特性

を生かした運営を行ってきてお

り︑拙速な改革は行うべきでは

ない︒等の意見が各方面から出

ており︑国の動きを慎重に見守
りたい︒

まさ み

春日原保育所の
民間委託について

むらやま

村山 正 美

議員

よいのでしょうか︒

どのようなところを利用したら
援助活動で﹁まかせて会員﹂が

ファミリーサポートセンターの

たい︒なお︑有料ではあるが︑

とめ財源と権限は市町村に移譲

る︑③子ども・子育て基金にま

化する︑②子ども指針を創設す

にされたが︑①子ども園に一本

テムの基本的方向の案が公

性等を図る必要があれば︑その

の必要はないと考えるが︑整合

②基本目標等については見直し

公的責任の重要性を認識し︑本

任と保育の質のため︑民間委託

九％に低下する︒保育の公的責

営は二保育所だけで定員では十

り果たすことが重要だと考える︒ この議案が可決されると公設公

市においてもその責任をしっか

を止めるべきだ︒

①今定例会に春日原保育

また︑様々な事情で帰宅時間
学校に迎えに行って﹁まかせて

する︑④小学校入学前の子ども

都度検討したい︒

また︑春日原保育所の運営を

⑶①国の状況がポイントだが︑

に家には誰もいない児童を受け
会員﹂の家で過ごし︑保護者が

を一括所管する︑子ども家庭省

⑷この手当てが子どもの健やか

春日福祉会に委託する議案が可

⑴子ども・子育て新シス

入れてくれる︑子どもの居場所
迎えに行く制度があるので必要

を創設するの４点に整理してよ

な成長を応援するという趣旨を

決されると︑保育所の総定数の

所の運営を春日福祉会に委

づくりを考えていただけないで

な方にはこの制度を活用される

ろしいか︒

説明し︑保育料や学校給食費な

うち公営が十九％で︑春日福祉

問

しょうか︒

ようご紹介してまいりたい︒

⑵基本的方向案では︑一気呵成

ど滞納している費用への優先的

会が三十一％になる︒

問

所が︑公民館横の公園と聞きま

に﹁子ども園﹂にするという幼

な使用を勧奨している︒今後と

⑷﹁子ども手当﹂支給に伴う保

との齟齬の場合の見直しは︒

支援対策春日市後期行動計画﹂

の関係について︑
②
﹁次世代育成

市町村の権限とその責任などと

提供﹂
について︑①財源の保障︑

⑶﹁市町村の裁量による一体的

がどうか︒

める事態を再考すべきと考える

定の時に一法人が三分の一を占

議案が可決されたら︑次の再指

の運営を春日福祉会に委託する

②仮に︑今議会で春日原保育所

障から考え直すべきだ︒

るのは︑安定した保育行政の保

頂いた︒また︑
保育については︑

いては︑関係条例の議決を

①指定管理者の導入につ

育料や学校給食費などの徴収の

は︑議員ご指摘の四点が主

⑴システムの基本的方向

取組は︒

答

答

一つの法人が三分の一を占め

託する議案が提案されている︒

した︒公民館には誰か大人が居

保一元化策が読み取れるが︑拙

も納付推進を工夫し︑
進めたい︒

放課後児童クラブに入所
できなかった児童の居場所

し︑そしてまた新たな施設整備

の入所基準︑条件の緩和・見直

づくりについては︑児童クラブ

答

利用できるよう要望いたします︒

公民館を児童の居場所として︑

のご理解とご協力をいただき︑

す︒自治会の方々︑地域の方々

い︑など数多くの利点がありま

借りることができる︑家から近

子どもたちが一番よく行く場

る︑公園でトラブルが起きたら

速に進めるのは如何なものか︒
子どもたちが遊ぶ公民館横の公園

公民館に駆け込める︑トイレを

もらえない児童の居場所として︑ や公民館などの利用をお願いし

放課後児童クラブで預かって

問
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実施者は市町村とされ︑保育所
の運営は公営または民営となっ
ても責任を果たすことが公的保
育制度である︒本市では︑公設
公営保育所の意義やあり方など
を議論し︑良好な民間の保育力
をベースに︑
公設保育所の委託︑

水害防止のため
貯留施設の建設を急げ

四年度から二十五年度に用地取
得︑二十六年度︑二十七年度に
工事と考えている︒西小学校付
近の貯留施設整備や春日北小学

全国市議会
議長会表彰

次回▼九月定例会
会期日程予定

去る五月二十六日に開催さ

︵議案の上程︑
一日 本会議
提案理由の説明︶

校付近の増補管の整備について

まさ み

正美 議員

れた第八十六回全国市議会議

むらやま

はスケジュールの組み立てには

長会定期総会において︑長年

村山
至っていない︒

の議員活動を通じて︑地方自

三日 本会議
︵議案質疑︑
委員会付託︶

四日 休会
︵閉庁︶

二日 議案の考案

議会運営委員会

②財政状況︑国の状況も見なが

治の発展と市政の振興に貢献

本市議会からは︑勤続三十

五日 休会
︵閉庁︶

め︑民営と公営の相互の連携に

五年の特別表彰を村山正美議

より︑質・量ともに優れた保育

①水害防止には︑排出抑
制が要です︒昨年︑総合文

ら︑できるだけ人命等にかかわ

決算審査特別委員会

問
化ゾーン駐車場地下に貯留施設

した市議会議員の功績に対し︑

議会運営委員会

国の情勢が変わった場合を考え

員︑勤続十五年の表彰を友廣

考えていきたい︒しかし︑計画

このことは︑西小学校運動場

ると︑市民に安易に約束できな

英司議員︑金堂清之議員がそ

今年度に予定されていた用地購

適切な範囲であると考えて進め
の地下貯留槽の建設も遅れる結

い状況である︒

事業を展開している︒

た︒春日福祉会が入所児童総数
果になるのではと心配される︒

をコンクリート化してしまい︑

の三割を保育するが︑これまで

具体的に︑総合文化ゾーン︑

れぞれ受章されました︒

かなどうきよゆき

ともひろ

むらやままさ み

の保育実績などからも緊密な連

西小︑及び北小周辺の地下貯留

※都合により変更になる場合があります︒

十六日 本会議
︵委員長報告︑
質疑︑
討論︑
採決︶

各常任委員会
︵閉会中の
調査事件の調整等︶

十五日 議会運営委員会

各常任委員会
︵議案採決︶

十四日 決算審査特別委員会

十三日 本会議
︵一般質問︶

十二日 休会
︵閉庁︶

十一日 休会
︵閉庁︶

︵一般質問︶
十日 本会議

九日 休会

八日 各常任委員会
︵議案審査︶

議会報編集特別委員会

七日 各常任委員会
︵議案審査︶

六日 各常任委員会
︵議案審査︶

携のもとに︑市全体の保育の向

施設の建設を検討しているのか

ひで し

上にも大きく貢献して頂けると

①まずは︑ふれあい文化
センター第三駐車場地下の

国庫補助の採択を目指し︑二十

二十三年度に事業認可を取得︑

成二十二年度に基本設計を行い︑

貯留施設の整備に取り組み︑平

答

立てる決意を持つべきだ︒

早期完成の立場で︑年次計画を

も改善されている現状を踏まえ

らに国の地方に対する財政配分

べて百億円程減少している︒さ

②市の借金残高は︑最高時に比

障する防災計画を明らかにせよ︒

明らかにして︑市民の安心を保

入が先送りになっている︒

指定管理者制度の導入などを進

の建設が明らかになりましたが︑ る問題は最優先していく方向で

表彰式が行われました︒

ふれあい文化センター第３駐車場

確信している︒

②現行においても二ヶ所までは

建て替え工事中の春日原保育所

左から金堂議員、村山議員、友廣議員

