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９月定例会

視点・論点

９月定例会において、各常任委員会で議論となったものを各委員長がまとめたものです。

議案質疑での答弁と委員会での

また︑土地の売買について︑

た︒

されるよう求める意見が出され

て市民の立場にたった対応がな

の支給に関する条例の一部改正﹂ 用者負担の問題点などについて

﹁春日市ひとり親家庭等医療費

であるとの説明を受けました︒

順次都市計画税を賦課するもの

県の公告が行われた箇所から︑

い︑開発区域内で︑工事完了の

フォレストシティ開発事業に伴

の国の動向︑障害程度区分︑利

福祉サービスの新体系について

めるもので︑審査に当たって︑

福祉サービス等の制度充実を求

を利用する知的障害者に対する

出の請願について﹂は︑入所施設

総 務 文 教 委 員 会

説明に食い違いがあった件に関

説明を受けました︒委員から︑

算︵第二号︶は︑国からの地方交

平成二二年度一般会計補正予

案はすべて可決された︒

九月定例会に付託された三議

ふみ よ

して︑庁内での情報の共有化を

については︑児童扶養手当法等

障害程度区分の即時撤廃は混乱

文代

求める意見が出された︒

の一部改正に伴う条文等の整備

の原因になることや︑新制度の

なが の

付税や︑純繰越金︑国保会計へ

で︑改正の時期や経緯︑父の規

内容等について時間をかけて精

長能

の繰り出し金の減額などで約十

定が追加されたことなどの説明

を行いました︒

ました︒﹁知的障害者入所施設

の利用者が安心して暮らしてい

ける制度充実を求める意見書提

市民厚生委員長報告

委員長

一億円の財源増となったことに

査すべきなどの意見が出され︑

よしはる

良治

施行日が来年三月一日になって

﹁春日市都市計画税条例の一部

に対して︑全員が原案に賛成し

を受け︑継続審査となった特別

より︑福祉や道路整備などに予

つかもと

塚本

いたことから︑課税にあたって

改正﹂については︑︵仮称︶春日

の ぐち

野口

あけ み

明美

は︑構成市である本市と大野城

施設組合規約の変更について﹂

ました︒また︑﹁春日大野城衛生

明を受け︑全員賛成で可決され

伴い補正予算を調整したとの説

務事業等に異動を生じたことに

計補正予算︵第一号︶は︑財源︑事

﹁平成二十二年度下水道事業会

審査いたしました︒

四件︑報告二件について慎重に

今期定例会に付託された議案

委員長

地 域 建 設 委 員 会

継続審査となりました︒

委員長

市 民 厚 生 委 員 会

会計決算議案を除く全ての議案

算を補填するとともに︑今後の
公債費の増加を見込んで公債費
の繰上げ償還がなされる︑とい
う内容であった︒現市民への還
元と将来市民への還元のバラン
スに留意して予算執行にあたっ
て欲しい旨の要望が出された︒
﹁市の境界変更について﹂
と
﹁境
界変更に伴う財産処分に関する
協議について﹂の二議案は︑宅
地開発による土地の区画の整理
に伴い春日市と大野城市の境界

当委員会に付託された議案十

は︑購入者に十分な説明を行っ

財産処分に関する内容であった︒ 二件及び請願一件について審査

の一部を変更することと︑その

総務文教委員長報告
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市のごみ減量の取組の成果を経
営経費の負担割合に反映できる
よう︑これまで構成市の人口割
合であった負担割合に搬入量の

議決結果
塚本 良治
五藤 源寿
長能 文代

市議会の評価

市議会では︑春日市議会基本

条例に基づき︑定例会ごとに議

用者が安心して暮らしていける制度充

実を求める意見書提出の請願について

春日市議会運営委員会

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

比率を算定要素に加え︑人口割

会活動の評価を行います︒

九月定例会では︑市長から提

出された二十議案のうち︑第六

四号議案 ︵※及
︶ び第六五号議案 ︵※︶

定例会や委員会 開催日程などをお知らせし
定例会や委員会の開催日程などをお知らせしています。
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。

村山 正美
近藤 幸恵
藤井 俊雄
武末 哲治
大久保妙子

に対して︑質疑がそれぞれ一件
行われました︒

一般質問は総勢十六人が行い︑

時間の延長が必要となる程活発

な議論が交わされました︒

本会議最終日の委員長報告
︵委

員会の審査結果報告︶
では︑
請願

第三号 ︵※に
︶ 対して質疑が一件行

われ︑採決の結果︑請願第三号

は継続審査となり︑議会閉会中

に審査を行うことになりました︒

なお︑委員長報告の詳細及び

本会議の会議録を市議会ホーム

ページに掲載していますのでご
覧ください︒

︵※︶
第六四号議案＝市の境界変更につ

いて／第六五号議案＝市の境界変更に

伴う財産処分に関する協議について／

請願第三号＝知的障害者入所施設の利

市議会ホームページをご覧ください

五割︑搬入量割五割となるよう
規約を変更することについて議
論がなされ︑委員からは︑本来
は︑搬入量割十割とすべきでは
ないのかとの意見が出されまし

金堂 清之
野口 明美
前田 俊雄
吉村 敦子
岩切 幹嘉
松尾 嘉三
洋

坂本 靖男
與國

▪創政会〔無所属⑥〕 ▪公明党
〔公明党④〕 ▪近未来２１
〔無所属③〕

た︒執行部から︑搬入量割十割
とするための協議を今後も引き
続き行っていくとの説明を受け
全員賛成で可決されました︒
報告二件は︑全員賛成で承認
され︑決算認定の二議案につい
ては全員賛成にて継続審査とな
りました︒

柴田 英明
友廣 英司

（原案について ◯賛成 ●反対 ※欠は欠席）
※各会派の所属議員の党派は次のとおり

日本
衆政会
共産党
風
近未来21 薫
党
明
公
会
政
創

※その他の案件については全員賛成で可決されました。

議決結果（賛否が分かれた案件）

※松尾浩孝議員は議長職のため、
表決権は
ありません。
風〔無所属②〕 ▪日本共産党
〔日本共産党②〕 ▪衆政会
〔無所属②〕
▪薫

名
件

継続
審査

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○
知的障害者入所施設の利用者が
安心して暮らしていける制度充
実を求める意見書提出について
の請願

竹下 尚志
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地域建設委員長報告

