
今年はいよいよ、東京で２度目の五輪・
パラリンピックが開催されます。

日本パラリンピック委員長の河合純一氏 は

オリンピックは 「平和の祭典」
パラリンピックは「人間の可能性の祭典」

パラアスリートが見せる想像を超えるパフォー

マンスは、人々の意識を変え、私たちが持っ

ている可能性を開くきっかけにもなります。

真の共生社会を築く一歩にすることだと思う。

｢共生」とは､お互いの良さを生かし合うこと。

ミックスジュースのように個性をつぶして混ざり

合うのではなく、 フルーツポンチのように、

お互いの良さを残し、引き出し合うこと！ と、

子どもたちにわかりやすく話されています。
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オリンピックの象徴である聖火は、

121日間をかけて日本全国47都

道府県を巡ります。

3月26日福島県をスタートし、

5月10日～11日に佐賀県入り。

１１日、鳥栖市役所から鳥栖駅前まで（予定)

豊田陽平選手(サガン鳥栖)

今村一郎(今村病院･理事長)

森田久代(走り高跳びｵﾘﾝﾋﾟｯｸ出場経験者)

の３名が、聖火ランナーです。

パラリンピックは、国連が掲げる
「誰一人取り残さない(SDGs)」社会であり、
その実現こそ､公明党がめざすものです。

SDGs（ｴｽﾃﾞｨｰｼﾞｰｽﾞ：持続可能な開発目標）
とは､2015年9月の国連サミットで採択された
「持続可能な開発のための2030アジェンダ」
にて記載された2016年から2030年までの国際
目標。持続可能な世界を実現するための17の
ゴール・169のターゲットから構成。地球上
の誰一人として取り残さない事を誓っている

ご挨拶 いつも皆様より励ましを頂き、

大変に有難うございます｡

昨年11月17日、公明党は結党55年の

節目を大勝利で飾ることができました。

これからも「大衆とともに」との立党

精神を胸に、全力で働いてまいります。

１月７日に新春賀詞交歓会を開催☆
山口県知事をはじめ、各市町の首長、県議会議
員、議長、団体、企業の皆様にご来場いただきま
した。心より感謝申し上げます。

目野 山口 宮本
さとみ議員 県知事 悦子議員

1月13日女性名刺交換会に参加☆

左から5番目 左から6番目
小林万里子副知事 山口知事の奥様



問≫無償化になっていない施設について、
鳥栖市にあるのか？

２０１９年１２月
定 例 会

詳しくは、議会HPの
動画をご覧ください。

１．胃がん対策について

問≫本市の胃がん検診について、

過去3年間の受診率とバリウム検査の

効果及び胃がんの罹患と死亡数について

《答弁》 ❶ バリウム検査の過去3年間の受診率

❷ バリウム検査で胃がんの発見率

❸ 国と県の胃がんに罹った人数

❹ 鳥栖市の死亡数

問≫胃がんの原因について、ＷＨＯと国
と本市の胃がんの原因の見解は？

胃がんは、最近の研究により95％以上は、
ピロリ菌の感染によることが明らかになっている。

《答弁》 本市も、ＷＨＯや国が示している

ヘリコバクターピロリ菌の感染、喫煙、

食事等が 要因 であると考えている。

問≫無償化となって2カ月、市の見解は？

◆１２月定例会 一般質問◆

１．胃がん対策について

２．幼児教育・保育無償化について

３．市営住宅における災害時の避難について

４．九州新幹線・新鳥栖駅開業効果と、

西九州ルート開業について

《答弁》 胃内視鏡検査は、現在医師会と実施に
向けて協議している。今後は、胃がんによる死亡を
減らすため、胃内視鏡検査に移行を進め、市民へ
がん検診の周知や精密検査の受診勧奨も行う。

問≫胃がん対策の方向転換について

ピロリ菌検査及び、内視鏡検査導入への
胃がん対策の方向転換期に来ていると思うが、
本市の見解は？

《答弁》 ピロリ菌除菌治療件数はＨ24年は、
60万件。医療保険適用が拡大されたあと、
年間150万件に増加し、4年間で約600万件。
ピロリ菌除菌の効果は、胃がんの発症リスク
が低減することであろう

《答弁》 おおむね順調に進んでいる。市の事務負
担は、事務量が増えている。事業所の事務負担は、
市への給付費の請求事務が発生。特に、請求方
法が市町ごとに償還払い、代理受領か、請求に必
要な書類など違うことから事務の負担が大きい。周
辺市町を研究し、事務軽減となる方法を採りたい。

問≫ピロリ菌除菌の保険適用拡大により
ピロリ菌除菌の実施件数の傾向、
効果及び、胃がんによる死亡数は？

２．幼児教育・保育無償化について

《答弁》 市内で無償化になっていない事業所は
ございません。保育の質の確保について、監査・
監督での指摘・指導を行う。

※死亡数が約１０％減っているが、鳥栖市は、
Ｈ29年に10人増え、死亡数が増えている。

胃がんによる死亡数

全国 佐賀県 鳥栖市

平成25年 48,632 374

平成26年 47,903 367 16

平成27年 46,679 344 16

平成28年 45,531 312 17

平成29年 45,226 348 27

平成30年 44,192 333 17

H30-H25
-4,440人 -41人 12人

-9% -11%

本市の40歳以上の受診率

平成28年度 4.50%

平成29年度 5.80%

平成30年度 5.70%

胃がんなどの発見率

胃がん 胃がん以外の疾患

平成28年度 0.17% 6.20%

平成29年度 0.19% 7.30%

平成30年度 0.12% 5.40%

国及び県の胃がん罹患数

全国 佐賀県

平成25年 90,851人 589人

平成26年 86,656人 620人

平成27年 85,419人 615人

本市の胃がんによる死亡数

平成28年 17人

平成29年 27人

平成30年 17人



問≫九州新幹線西九州ルート開業について
本市は、西九州ルートが開業した場合、どのよ
うな効果がもたらされるのか､本市の見解は？

ご協力いただいた27,424名の皆様、ありがとうございました

《答弁》 認可保育所、施設型給付の幼稚園は職員
の人数に応じて積算し、職員研修費を支給。
私学助成の幼稚園は、県の助成、市の事業として
研修参加者一人当たり７，５００円を上限に研修費の
助成を行っている。県主催の研修を鳥栖市からも参
加しやすい機会をお願いしてまいりたい。

『 あおり運転』に対する厳罰化と
さらなる対策の強化を求める意見書 』

を公明党より提出し、全会一致で可決。

今や社会問題化している「あおり運転」の根絶に

向け、安全・安心な交通社会を構築するための

取り組みを強く求めます。

問≫市営住宅における災害時の避難について
どのような状況か？

《答弁》 災害時の避難場所は、原則自主避難所
である各地区のまちづくり推進センター。萱方町住
宅は、萱方町住宅集会所を一時避難場所と想定。
１ 階が浸水想定される鳥栖南部団地アパート及び
前田アパートのでは､１ 階の入居者は上階への避
難について、上階の入居者との協議を踏まえ、避
難できる仕組み作りをしていきたい。
市営住宅管理人会議で、避難をテーマに会議を
行い、防災に対する意識向上に努めていきたい。

《答弁》 新鳥栖～武雄温泉間の整備については、
今後の国・県の動向を注視してまいりたい。

《答弁》

利便性の向上や地域の活性化などが図られている

問≫新鳥栖駅開業より ９年目､開業後の効果
について、本市はどのように分析しているのか

◇ 議 案 質 疑 ◇ .

問≫市民のお声より
団地の皆さんは､災害時に不安を抱えている。住民
の安心・安全の場所として、団地の空き部屋を活用

した避難場所の確保について、本市の見解は？

《答弁》 電気・水道・ガスの開始手続きは、入居者の
ため、空き室は停止され、使用は難しい。団地の集
会所を地区の代表者からの申請により、協議したい。

防犯カメラ設置事業 2,640千円

通学路における犯罪防止を目的に小学校区ごと
に防犯カメラを設置し、児童生徒の通学時の安
心安全を確保する。

※各小学校が希望する設置個所をもとに地域と
協議(１台づつ)定期的に動作確認予定。メンテ
ナンス・点検は教育委員会の担当者が行う予定。

３．市営住宅における災害時の避難

４.九州新幹線・新鳥栖駅開業
効果と西九州ﾙｰﾄ開業について

次期ごみ処理施設建設予定地について

あさひ新町より、『候補地再選定を強く要望する』
請願書が提出されました。厚生常任委員会にて、
議論が尽くされ、趣旨採択となり賛成多数で可決。
議会としては、『次期広域ごみ処理施設問題に誠
意ある対応を求める決議書』を提出し、賛成多数で
可決致しました。

問≫公明党が行った利用者様や事業者様へ
のアンケートの実態調査のお声より

保育士の人材確保とともに、これまで以上に
保育士のスキルアップが必要。研修の充実を
とのお声対して、本市の見解は？

11
.6

22.5%

65.2%
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（2020年2月6日）

幼児教育・保育の無償化に関する実態調査（最終報告）

幼 保 無 償 化
利 用 者 『 評 価 』 ９ 割

階段昇降車購入費 3,300千円

鳥栖北小学校に、階段昇降車を医療的ケア児へ
の対応として設置(◆鳥栖小に続いてで2台目）

※今年度中に購入し、４月の始業式から使用。

１日あたりの乗降客数
H23年 約1,800人

約1.8倍に増加
H30年 約3,300人

新鳥栖駅周辺駐車場年間利用台数
H23年 約16万台

約1.3倍に増加
H30年 約21万台
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🎶 日頃の活動は、とびまつ妙子のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ・Facebook・Twitter・LINEで♪

(トビトビなるままに)

議員提案条例「共に学び成長する子ども条
例」が､ 『第１４回マニフェスト大賞』の優秀賞
に選ばれ、『審査員賞』を受賞しました☆
全国より反響があり、視察や取材を受けまし
た。また、 3月29日に、議会改革フォーラム
が鳥栖市で開催される予定です。

サンメッセ鳥栖前都市広場

2019年は、131回の街頭演説を
実施。今年も頑張ります！

11月 災害対応について議運の視察で
札幌へ☆災害時の議会対応ﾏﾆｭｱﾙ
作成に向けて取り組んで参ります

10月全国市議会議長会研究
フォーラムin 高知☆議会活
性化に取り組んで参ります

10月26日
市民フェスタ・2019inとす☆
不器用な私でも教えて頂き
ながら、10分程度で折り紙
のｸﾘｽﾏｽカードを作成でき
ました🎄

10月に稲刈り初体験し、
その米を、12月に餅つきして、
美味しく頂きました(*^^*)

皆さま、ありがとうございました💛

真木町子どもｸﾗﾌﾞの稲刈り＆餅つき

2月7日 環境省主催の
「令和元年度浄化槽トップ
セミナー佐賀」に参加☆

浄化槽は災害に強い事を
学びました

1月26日
防災士研修講座＆試験☆

権藤博氏

11月24日権藤博氏の「野球殿堂入り祝賀会」
81歳とは思えないほどお元気♪

11月23日 ハートケア・フォーラム
「不登校・ひきこもりの実態と支援〜8050問題」へ

山口大学大学院
山根俊恵教授

2月 鳥栖地区文化祭☆

真木町で採れた新鮮な野菜販売
とっても美味しいかったです。

緒方孝市さんも
お祝いに駆け付け

２月４日防災士資格
取得試験に合格致
しました。

防災士認証登録者
数は､ 2020年１月末
時点で、188,009名。

(女性は19%）
女性の視点で、
防災対策に取り組ん
で参ります。

2日間受付をさせて頂きました


