
◆南部団地の区長として、
子どもたちを見守ってくだ
さっていた佐藤さんと。

桜が咲く季節になり、待ちに待った春がやってきました。

3月1日から始まった議会は23日に閉会。意見書では公明党が提出した2件が可決しました。
3月11日で東日本大震災から6年を迎え、復興とともに『心のケア』のなお一層の充実が求めら
れています。原発事故で福島から自主避難した中学１年の男子生徒が「菌」呼ばわりされるなど
陰湿ないじめにあった手記が公開され、この事件を機に「震災いじめ」が各地で起きていること
も分かりました。どれほど辛く苦しかったことか。幼い心に刻まれた傷の深さを思うと、何とも言い
難いやりきれないものが込み上げ、胸が痛みます。
私が今回一般質問した 『いじめ問題について』 は、
いじめ根絶へ向けて、大人社会の“本気度”が、今こそ問われていると思っております。
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１月 1日 新春街頭演説会
5日 新年賀詞交歓会
6日 年詞交換会
8日 消防出初式 ／ 成人式
10日 市議会だより編集委員会

公明党新春賀詞交歓会
15日 女性名刺交換会（佐賀市）
16日 同和問題地区別研修講座
21日 男女共同参画フォーラム
25日 市議会だより編集委員会／ﾊﾟﾌﾞｺﾒ事前説明会
27日 議会運営委員会
30日･31日 文科省主催 家庭教育支援の推進ｾﾐﾅｰ
17・25・26・27日 街頭演説鳥栖市8ヶ所

2月 2日 建設常任委員会勉強会
4日･5日 第23回鳥栖地区文化祭
8日 街頭演説鳥栖市で2ヶ所
10日 鳥栖北文化祭
13日 佐賀県玄海原子力発電所内部を視察
16日 市議会だより編集委員会
17日 2月鳥栖三養基西部環境施設組合議会定例会

全国子ども会育成中央会議研究大会
18日 佐賀県環境整備事業協同組合との勉強会
19日 鳥栖三養基消防組合訓練
21日 代表者会
22日 議会運営委員会
23日 全体勉強会
26日 消費者啓発講演会／鳥栖市子どもクラブ総会

3月 1日～23日 3月議会
10日 鳥栖中学校卒業証書授与式
12日 みんなの音楽祭
17日 鳥栖小学校卒業証書授与式
19日 さが桜マラソンﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動
20日 公明党佐賀県本部エネルギー政策勉強会
23日 『平和と文化の希望展』少子高齢化を生きる
26日 とす弥生まつり
30日 市議会だより編集委員会
31日 地方議員研究会セミナー
7・15・28日 街頭演説 鳥栖市で５ヶ所

ごあいさつ

主 な 活 動

水野達朗先生

山口
県知事

1月30日～31日 （国立オリンピック
記念青少年総合センター）

◆家庭教育支援の推進について

水野達朗先
生

県知事より、 『佐賀さいこう！』 ポーズ★

鳥栖小学校卒業証書授与式

笑顔あふれる街・鳥栖市へ 女性の声を届けます



３月議会

１．いじめ問題について

➀福島県から避難した児童・生徒に対する
いじめが全国で相次いでいる問題について、
市長・教育長はどのように思われているのか、
伺う。

原発事故で福島から自主避難した中学１年の男子
生徒の手記には、「何回も死のうとおもった」 が、
「震災でいっぱい死んだから つらいけど ぼくは
いきるときめた」 という生徒の心の叫びに、涙した人
は少なくないと思います。どれほど辛く苦しかったこと
か。一連の「いじめ事件」を見ていると、そこには共通
する問題点があることに気付きます。ひと言で言うな
ら、学校や地元教育委員会の対応のあり方です。
もっと言うならば、“鈍感さ”にあるのではないかと思
います。なぜ、対応が遅れたのか。
感覚が麻痺していたと見るほかありません。

議会質問
1. 『いじめ問題』について
2. 『ふるさと納税』について

②未来の宝である子どもたちを苦しめる「いじ
め」は、絶対に許さない！との気風を社会全
体で確立する、いじめ根絶へ向けて、大人社
会の“本気度”が、今こそ問われている。市
長・教育長より、鳥栖市の皆様に向けて、『い
じめを無くす』 という、いじめの根絶に繋がる
ご決意を市民の皆様に、お示し下さい。

教育の原点は、『子どもの幸福』です。
しかし、子どもにとって楽しく学ぶ場であるはずの学校
が、いじめなどの深刻な問題により、生きる喜びが奪
われてしまうことがあります｡2015年度、いじめの認知
件数が22万4,540件と過去最多となった。私はお母様
より、「お子様がいじめにあったことがある。障がいを
持っているがゆえに、いじめにあうのではないか。」と、
ご相談を頂きます。このようなことも踏まえて、
私は常々、『いじめは、いじめた方が
100％悪い！』と宣言しています。

命に係わるような陰湿、悪質ないじめは、絶対許され
るものではなく、周りにいる人達が、深刻な状況にいち
早く気づく感覚を磨き、手を差し伸べる必要がある。
いじめ問題については、私の考え方としては、これは、
受け手の問題であるだろう。受け手の受け取り方の問
題である。人と人とが生きていくうえで、いつ、どこで起
こってもおかしくない、起こりうる問題だし、おそらく、未
来永劫無くならない問題である。その中で、子どもたち
には、ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ能力や精神的な強さ、打ち勝つ
力を身に付け、本人がどう乗り越えていくかが重要。そ
の力を育んでいくのが教育である。今後とも、学校教
育のみならず、社会全体の教育力で、健や

かで逞しい子どもたちを育てていきたい。

市長答弁

市長答弁

被災という被害、その後の避難生活、
そして、いじめによって、命を絶ったり、悩み苦しんで
いる子どもたちがいることに、大変胸が痛む思いです。
鳥栖市内においても、福島県から、現在、７人の子ど
もたちが小中学校に在籍し、現在まで、いじめ事例
の報告は受けておりません。間違った認識や風評被
害等を払拭するためにも、大人が子どもたちに対し
て、福島県に対する正しい理解を深めていく言動を
続け、背中で示していくことも大切。今後とも、教育委
員会を中心とし、家庭、地域との連携を図り、すべて
の子どもたちが安心して過ごすことのできる環境づく
りを推進していく。

◆平成29年度一般会計予算
232億9,835万円が成立

◇ 意見書は、公明党が提出した２件が可決◇
無料公衆無線LAN(Wi-Fi)環境の整備促進を求める意見書
指定給水装置工事事業者制度に更新制の導入を求める意見書

教育長答弁

福島原発事故の影響で、避難先で
いじめを受けている問題について、不安を抱えてい
る状況の中で、さらにいじめを受けて、自ら命を絶っ
たり、悩み苦しんでいる児童生徒がいることは、非常
に心が痛むとともに遺憾に感じています。
今後とも、「いじめは、どの子どもにも、どの学校でも
起こり得る」という危機感を持ち、鈍感さを払拭する
ためにも、すべての教職員が一層アンテナを高く張
り、家庭、地域との連携のもとで、児童生徒の状況を
しっかり把握し、「いじめは絶対に許さない」 というス
ローガンのもと、いじめ防止に全力で取り組んでいく。

いじめの認知件数は、H27年度21件、28年2月現在14
件。子どもに大切なことは、少々のことを言われても、
それに打ち勝つ心を育てることも忘れてはいけないと
考える。今後とも、いじめ問題は、児童生徒の健やか
な心身の成長を妨げるばかりか、命の尊厳に係わる
問題であり、「いじめは、いじめた方が１００％悪い」とい
う姿勢のもとで、安全・安心な学校生活が送れるよう、
未然防止や早期発見に向けた日々の着実な実践を
行い、いじめ防止に全力で取り組んでいく。

教育長答弁

３ 月 一 般 会 計 予 算 の 主 な も の 。
庁舎整備事業 2,064 万円

旭まちづくり推進センター改修事業 1億3,645 万円

田代代官町・萱方線等道路改良事業 1億1,077 万円

小中学校トイレ改修事業 1,500 万円



◆3月23日～26日サンメッセ鳥栖で開催された 『平和と文化の希望展』
「ありのままに輝いて！」 と母の想いが綴られてるパネルがありました。

『ええの。ええの。変わらんでええの。 あんたは、 そのままでええのよ。
あんたは何も悪うない。 いじめる方が100％悪いんやから！
あんたが何したって、お母ちゃんだけは、
あんたの見方や！』

気が弱くて、いじめられても言い返せなかった
少年に見かねた、母の言葉です。

答弁

③企業版ふるさと納税について

市民の皆様は、「鳥栖はもったいない」と言います。
「もっと何かできる街なのに。活性化できる街なのに、
活性化できていない。」
「行政は、もっと鳥栖市を活性化すべきだ」
「私たちが、活性化したいといろいろとやっても、限
界がある。」 と言われます。
「企業版ふるさと納税」は、地方公共団体が行う地方
創生の取組に対する企業の寄附です。
企業に対し自治体がいかに事業の魅力を訴えられる
かが重要であり、発信力も求められます。
本市としても、企業版ふるさと納税を取り組むべきで
はないか？伺う。

とびまつ妙子の
◆ホームページ
◆Facebook
◆Twitter
◆インスタグラム
もご覧下さい(*^▽^*)

２. ふるさと納税について

➀本市における「ふるさと『とす』寄附金」の使途につ
いて､どのように生かしているのか？

昨年11月までは、寄附金の使途は７事業ですが、
ご寄付いただいた金額に対して、事業ごとに使用で
きたのか？また、寄附金額と市民税などの控除額に
ついて、その差はどのくらいあったのか？伺う。

➡平成２８年１２月から区分を、 ９つの分野に見直した。
〇市民協働の推進に関する事業
〇福祉の充実に関する事業
〇産業の振興に関する事業
〇環境の保全に関する事業
〇まちづくりの推進に関する事業
〇教育文化の推進に関する事業
〇その他市長が必要と認める事業
◎子育て支援に関する事業
◎スタジアムの環境整備に関する事業
寄附者から頂いた寄附金は、寄附者の思いにそって、
それぞれの分野に活用している。
➡寄附金額と市民税などの控除額の差は、H２７年度、
単純に比較すれば約２千万円の差額。（▲２千万円）

②ボランティアによる地域活性化や福祉向上のため
のボランティア活動など、寄附金の使途について、
事業の項目追加を考え寄附金を増額させる考えは
あるか？伺う。

地域活性化を担う様々なイベントや福祉団体等には
ボランティアのみなさまの参加が不可欠であり、今後
も継続した活動を行っていただく必要がある。寄附金
を前提とした事業の実施は考えていないが、現在の寄
附金の使途にボランティア活動に関する分野を追加し、
支援を推進していくことも、本市への興味を持ってもら
うことにつながるかと考える。今後も、本市に寄附をし
ていただくために、必要に応じ、寄附金の使途の項目
の見直し、謝礼品の見直しなどを検討していく。

答弁

現段階では、企業版ふるさと納税制度の活用はして
おりませんが、今後、“鳥栖発”創生総合戦略に位置
付ける事業をはじめ、地方創生関連事業の推進に
あたり、事業の規模や内容に応じて、こうした制度の
活用も視野に入れながら、本市の強みを高める取組
を推進してまいりたい。

答弁

給付型奨学金 17年度分 4月中に締切



２月1３日鳥栖市議会の有志で、
玄海町の佐賀県玄海原子力
発電所内部を視察。九電の方から、
安全対策について説明を受けました。

水野達朗先生

今年、1月1日の新春
街頭演説から出発。

◆あなたの書き損じはがきをユネスコ世界寺子屋運動へ◆
ご協力下さった皆さま、大変有難うございました！

集まった１０８５枚のはがきは、ユネスコを通じて、発展途上国
の教育支援に使用して頂きます。🌻 鳥栖ひまわりネット 🌻
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2017年 第16回 新春女性名刺交換会
県知事夫人 と 農楽(のら)ガールの皆様☆

3月20日 斉藤鉄夫 党幹事長代行・河野義博 参議院議員
による「エネルギー政策勉強会」 場所：公明党佐賀県本部

☆ 笑顔あふれる街・鳥栖 ☆
笑顔が素敵な未来の宝である中学生

2月10日 鳥栖北文化祭♪

2月4日･5日 第23回鳥栖地区文化祭♪

鳥栖地区では、受付を☆

(トビトビなるままに)
☆鳥栖市議会では、4月22日14時より、

議会報告会を開催します☆
場所：基里と旭まちづくり推進センターで、2ヶ所で同時開催

私は、旭まちづくり推進ｾﾝﾀｰ担当です。 .
皆さまのご来場をお待ちしています。(*^^*)

最後に、スマイル通信は、いかがでしたか？
今回は、レイアウトを変更してみました☆
ご意見ご感想をお寄せ下さい。（haruyuumoe2007@yahoo.co.jp）

昨年は、８６回。３年間で約２８０回を
達成することが出来ました☆ 皆様より、クラクションや会釈、
手を振ってのご声援をいただき、本当に有難うございます☆


