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7月豪雨による被害に遭われた方々
に心よりお見舞いを申し上げます。

7月31日現在の被害状況では、床上浸水
26件､床下浸水30件､企業の浸水被害は
10件､作物被害､農林被害､道路冠水被害
など､今までにない被害が発生致しまし
た｡被災した方は､不自由な生活を余儀
なくされておられます｡被害にあって、
立て直しに奮闘されておられます｡お声
を伺いながら､一日も早く安心を届けら
れるよう全力を尽くしてまいります。

◆鳥栖市職員の架空発注問題◆

この度の市職員による架空発注問題につい
て、市民の皆様に多大な不信感を与えまし
たこと、心よりお詫び申し上げます。
5月17日職員による架空発注の一報を受け、
5月22日市長・担当局長より報告がありました
が、詳細の説明は無く、6月17日から始まっ
た一般質問の答弁で事実が少しづつ明らか
になってきました。
鳥栖市浄水場急速ろ過池築造工事で工期
の遅れが生じ、補償額に関する業者間での
話し合いに折り合いがつかず、更なる工期
の遅れを懸念した当時の上下水道局次長は、
2月中旬、舗装工事に係る予算残があること
を知り、とっさの判断で、すでに完了してい
た工事の中から、設計書等を改ざんし、新た
な工事として架空発注を行いました。
4月1日、次長は自らの不正を報告しました。
不祥事が発覚し、6月議会まで約2か月。
何故、次長が不祥事を起こしたのか、その本
当の原因はわかっておりません。幹部自らが
部下を巻き込んで不正を起こすという体質は、
残業しながら懸命に働いている職員に申し
開きできるのか。真面目に汗して働く方々が、
ばかを見るような社会にしてはならない。不
祥事続きの鳥栖市｡法律違反を止められな
かったトップの責任は大変重いと思います。

7月の参院選で公明党は、７選挙区で、
完勝を果たし、比例区は７人が当選。
合わせて１４議席を獲得しました。
公明党に深いご理解とご支援をお寄せ
くださった皆さま、献身的にご支援を
頂いた党員、支持者の皆さまに、心よ
り感謝と御礼を申し上げます。
皆さまのご期待にお応えするため、

公明党の持ち味である「小さな声を聴
く力」を存分に発揮し、全国約3000人
の「議員ネットワークの力」をさらに
強化して、お約束した政策の実現に取
り組んでまいります。

幸津町冠水被害

真木町床上浸水
被害場所の水位

大野川が氾濫
曽根崎町床上床下浸水30件

轟木川の土嚢が決壊し
道路冠水

裏から水が川のよ
うに流れて被害

7月豪雨被害場所

福岡選挙区
しもの六太

比例区

かわの義博
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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)

7月27日～8月1日、全国の高校生約18,000
人が吹奏楽や書道など２３の部門で日頃の
成果を披露する全国高等学校総合文化
祭「さが総文」を開催。秋篠宮ご夫妻も出
席された､２７日の総合開会式では､韓国と
中国の演舞もありました｡鳥栖市は、演劇と
合唱があり､29日に観劇し感動しました｡
高校生・関係者の皆様､有難うございました。

日本多胎支援協会主催
第１０回全国フォーラムへ（佐賀市）

6月30日山口県知事、各市の首長（鳥栖市は横尾副
市長）が出席されました。
公明党より、県議･市議･
町議の5人参加しました。
講演では､単胎と多胎は
何が違うのか？
地域を基盤と
した包括的な
アプローチの
必要性などが
あり、改めて
行政や地域の
支援の大切さ

を感じました。
右から３番目

さが多胎ネット・中村由美子代表

村岡･木村･中本
市議 県議 県議

幸津町と儀徳町の冠水被害場所に横尾副市長・維持
管理課・上下水道課に来て頂き、10年経っても何も変
わらない！との生のお声を直接聞いて頂き、『今、出
来る事は？』 住民の皆様のお声より、6月の一般質
問に繋げました(2面)

実現しました☆

これまで何度も、学校・保護者・障がい者団体の皆様
の要望が出され、後押しをすることができました。
私は、安全安心の学校に！との要望を頂き、3月の総
務文教委員会で医療的ケア児について質問。鳥栖小
学校を視察。総括で再度、階段昇降車の必要性を訴
え要望。4月の進級にあわせて、階段昇降車が導入。

5月21日 『福岡未来フォーラム』を開催☆
水谷修先生が、福岡選挙区 しもの六太、全国比
例区 かわの義博の応援にかけつて下さり、ご講
演頂きました。子どもが幸せに暮らせる、一人も
置き去りにしない社会を目指してまいります。

真木町夏まつり☆

毎月の街頭演説での
ご声援に感謝💛

かわの義博
参議院議員

夜回り先生

水谷修先生

目野さとみ
町議

ラムネ早飲み大会や、くじ引き等があり
サガン鳥栖のユニフォームが当たった
姉妹も笑顔いっぱい (*^^*)
20代に作っていただいた浴衣を
数十年ぶりに着てみました。
浴衣で、お・も・て・な・し

冠水被害場所視察

8月8日佐賀県市議会議長会議員研修会★

1987年夏の甲子園で佐賀商業のエース。
ノーヒットノーランを成し遂げた佐賀市出身
のプロ野球解説者・新谷博氏による
『真実を見抜く力』リーダーの在り方を学ぶ。

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2358488551080464&set=a.1392174561045206&type=3&eid=ARDwOVAOS44Q5jSp3fXcNcouNrMlOW6Il3xyH8VZECm7vguAGiS4cqN-qj540PSavcYMW4X03YhqpN_3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2358488551080464&set=a.1392174561045206&type=3&eid=ARDwOVAOS44Q5jSp3fXcNcouNrMlOW6Il3xyH8VZECm7vguAGiS4cqN-qj540PSavcYMW4X03YhqpN_3
https://www.facebook.com/taekotobimatsu1117/photos/pcb.360410771296842/360410727963513/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCRIzmPGgF7O7PkPuIUtGjf6cAXqQWZpMNmRlW6V8k-FbQXWXuZ-OfH2QxkRj9EmFhw18Bas-cmGHqV&__xts__[0]=68.ARAEozQxWXXzTygPTs4Wa5zKGLk_KGdMvVXAl7qLHrdMvnLVT0PRO2dkA_2IRvkw-eeRzSq3Ooz96hB1Tef189GYETWZNG9QX5B32zRb_0LbYP6rYblaPEQngHfE-1MRMv7uKSU0uCb1gWoTsCzDmq1POScMLCWMbNaw1J314g6fBONV0JN-9dta1q9tiPw4dDJ9Or_8uThFrTZCgBNkYT24qOJtrS7raTtHeEz38MmkSuNgmBklL8d7ikqVcwTHPUfz3KDgD4toBPiwtcY3AWqD7dDEO4ifGbXNKB1pDxQVqBgQ1cLgK6iKbeK47gI8Jh_fokDBmXLO6BCBGHDn-XA
https://www.facebook.com/taekotobimatsu1117/photos/pcb.360410771296842/360410727963513/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCRIzmPGgF7O7PkPuIUtGjf6cAXqQWZpMNmRlW6V8k-FbQXWXuZ-OfH2QxkRj9EmFhw18Bas-cmGHqV&__xts__[0]=68.ARAEozQxWXXzTygPTs4Wa5zKGLk_KGdMvVXAl7qLHrdMvnLVT0PRO2dkA_2IRvkw-eeRzSq3Ooz96hB1Tef189GYETWZNG9QX5B32zRb_0LbYP6rYblaPEQngHfE-1MRMv7uKSU0uCb1gWoTsCzDmq1POScMLCWMbNaw1J314g6fBONV0JN-9dta1q9tiPw4dDJ9Or_8uThFrTZCgBNkYT24qOJtrS7raTtHeEz38MmkSuNgmBklL8d7ikqVcwTHPUfz3KDgD4toBPiwtcY3AWqD7dDEO4ifGbXNKB1pDxQVqBgQ1cLgK6iKbeK47gI8Jh_fokDBmXLO6BCBGHDn-XA
https://www.facebook.com/taekotobimatsu1117/photos/pcb.360410771296842/360410591296860/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCfNM84LFkkv_tEWUk61WpPrlmhq2FF6F69-bGxuqdiiemhLIxUm_KRY_HKCIOhXe3UVJ3QmGqeNB0S&__xts__[0]=68.ARAEozQxWXXzTygPTs4Wa5zKGLk_KGdMvVXAl7qLHrdMvnLVT0PRO2dkA_2IRvkw-eeRzSq3Ooz96hB1Tef189GYETWZNG9QX5B32zRb_0LbYP6rYblaPEQngHfE-1MRMv7uKSU0uCb1gWoTsCzDmq1POScMLCWMbNaw1J314g6fBONV0JN-9dta1q9tiPw4dDJ9Or_8uThFrTZCgBNkYT24qOJtrS7raTtHeEz38MmkSuNgmBklL8d7ikqVcwTHPUfz3KDgD4toBPiwtcY3AWqD7dDEO4ifGbXNKB1pDxQVqBgQ1cLgK6iKbeK47gI8Jh_fokDBmXLO6BCBGHDn-XA
https://www.facebook.com/taekotobimatsu1117/photos/pcb.360410771296842/360410591296860/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCfNM84LFkkv_tEWUk61WpPrlmhq2FF6F69-bGxuqdiiemhLIxUm_KRY_HKCIOhXe3UVJ3QmGqeNB0S&__xts__[0]=68.ARAEozQxWXXzTygPTs4Wa5zKGLk_KGdMvVXAl7qLHrdMvnLVT0PRO2dkA_2IRvkw-eeRzSq3Ooz96hB1Tef189GYETWZNG9QX5B32zRb_0LbYP6rYblaPEQngHfE-1MRMv7uKSU0uCb1gWoTsCzDmq1POScMLCWMbNaw1J314g6fBONV0JN-9dta1q9tiPw4dDJ9Or_8uThFrTZCgBNkYT24qOJtrS7raTtHeEz38MmkSuNgmBklL8d7ikqVcwTHPUfz3KDgD4toBPiwtcY3AWqD7dDEO4ifGbXNKB1pDxQVqBgQ1cLgK6iKbeK47gI8Jh_fokDBmXLO6BCBGHDn-XA


《松雪局長答弁》
上下水道局を預かる立場として、不祥事を防ぐこと
ができなかった責任を痛感し､深く反省するとともに
市民の皆様からの信頼回復に向け、局の先頭に
立って､「不正は許さない｣､｢不正をさせない」組織
づくりに鋭意取り組んでまいる所存です。

今回の架空発注は､

●鳥栖市浄水場急速ろ過池築造工事で工期の遅れ

●土木工事請負業者の栗山・坂口建設共同企業体と

建築工事請負業者の(株)マツコーで補償額で対立

●業者間での話し合いに折り合いがつかず、更なる
工期の遅れを懸念した当時の今村上下水道局次
長は、業者の間に入って調整を図った。

●両者の主張する補償額の差額の一部を鳥栖市が
肩代わりすることを共同企業体に申し出。

●今年2月中旬､架空発注を
行った。架空発注の工事費
用は、課長権限で決裁できる
１,２７４,４００円である。

《答弁》 市と業者間で紛争となった場合､その処
理を規定した条項はあるが､今回の場合､業者間
の紛争に市が調整に入ったことから、「あっせん
又は調停」及び「仲裁」にかかる条項を適用して、
その処理にあたることができなかった。

③紛争処理の契約について

工事には業者との請負契約の約款があり､紛争処
理についての記載があるが、公共工事の場合､紛
争処理の規定はどのようになっていのか。約款に、
問題が起こった時の記載はあるか。約款に基づ
いて処理すれば問題は起こらなかったのか。

《市長答弁》 今回の市職員による架空発注問
題につきましては、議員の皆様をはじめ、市民
の皆様に多大なご迷惑をお掛けしております。
改めて深くお詫び申し上げます｡ これまでも､不
祥事が発生するたびに､職員に対し､法令遵守や
服務規律の確保等について指導を徹底してきた
が、このような事態が発生し誠に痛恨の極みだ。
今回の不正な発注処理が行われたことは、職
員個人の資質や管理職員の職務に対する認識
の甘さはもとより、市全体の組織としての弛みが
要因であると痛感いる。市の行政は､市民の皆様
からの信頼の上に成り立っていることを、今一度、
全職員が心に刻み、職員一人ひとりが、公務員
は全体の奉仕者として、住民本位の行政の推進
に全力を尽くさなければならないという原点に立
ち返り、襟を正して職務に専念していくことが肝
要であると考える。 今後、同様の事態が再び
起きないよう、再発防止策を検討するとともに、
全職員に対して、法令遵守や服務規律の確保を
より一層徹底し、市民の皆様からの信頼回復に
向け､誠心誠意努めて参りたい｡

２０１９年６月
定例会

詳しくは、議会HPの動画を
ご覧ください。

１．架空発注問題について

①市長はどのように受け止めておられるのか

1.架空発注問題について
2.旭地区冠水被害について
3.通学路の安全対策について
4.女性職員の活躍推進について
➀ 管理職職員に占める女性割合のについて
②今度の対策③国の30％目標の実現に向けて

②市上下水道局の架空発注の詳細について

上下水道局長は、架空発注問題をどのように受け
止めているのか。何が原因で架空発注に至ったの
か詳細の説明を求めます。

浄水場を視察

【答弁を受け】業者間の紛争について､記載がない
なら、何故､次長は介入したのか？絶対にないと言
えないなら、紛争処理の規定を早急に作成すべき。

【答弁を受け】 誰が指導を徹底し､誰が組織のゆ
るみをしたのか｡市長のご答弁では､心が伝わって
きません。管理職が処分を受けて､事足れりじゃな
いか､そんな考えがみじんでもあったら大間違いだ
と思います｡これは大罪です｡その認識をはっきりと
持っていただきたい。と訴えました。

右上⤴

④農地法違反問題以降の対策について。

では、昨年の農地法違反問題で、何を学び、以降
に、どのような対策を図ったのか？

《答弁》 弁護士から出された報告書に
再発防止の４項目の提言等が出された。
課題に対して具体的な取り組みは、
❶ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ研修の実施。
❷用地職員普通課程研修
❸「(仮称）鳥栖市職員ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽの指針｣の見直し
❹各部課・係内の週一回のミーティングの実施。
❺係長級以上の年次的研修の実施。
❻大型事業に取組みを行う際､課長級の幹事会や
係長等の部会を設置し、相互チェック機能の強化
❼「リスク管理及び危機管理に関する研修」の実施



①通学路路面表示の現状と本市の施策は。
鳥栖市が通学路において取り組んでいる路側帯
のカラー化の現状と今後のスケジュールは。

②今度どのような対策を図るのか。
③国の30％目標の実現に向けて市の見解を伺う

《答弁》 業務上生じた問題などを取り扱う委員会な
どの庁内機関はございません。議員ご提案の相談
窓口に関しては、職員が相談しやすいシステムに
ついて、どのようなものが必要か改めて考えていく。

《答弁》 ②女性管理職育成の研修の充実に努める。
③働きやすい職場づくり、職員配置、管理職等の育
成研修の充実など、個性と能力を十分に発揮できる
よう努める。女性職員の登用について推進していく

⑥ ２度と同じ不正を起こさせないためには

『児童虐待防止対策のさらなる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。
昨年3月､目黒区での女児虐待死、今年１月､野田市で小学
4年生の虐待死、６月､札幌市で2歳の子どもの虐待死。と、
痛ましい虐待死事件が発生。取り組みの推進を強く求る。

３．通学路の安全対策について

《答弁》 「報告・連絡・相談」をこれまで以上に徹底
し、上司と部下の意思疎通を良くし、業務上の課題
や不安などを共有。部下の相談は､上司がもう一歩
踏み込んで話を聞き一緒に解決にあたる。職員の
意識改革も重要。不正は許さない､不正をさせない､
意識の醸成を図る。今回の不祥事を心から深く反省
し､今後､局の総力を挙げて市民の皆様からもう一度
信頼していただけるよう、全力で取り組んでいく。

《答弁》 通学路の路面標示のうち市道の「区画線」
や「スピード落とせ」の法定外表示は、市の取り組
みで､通学路合同点検等による緊急性が高い箇所
などを対応。限られた財源での対応のため、地元
からの要望に対して、充分
には応えられていない状況。
「横断歩道｣や「停止線」など
交通規制に関わる道路標示
は、交通管理者である警察が
取り組む。関係機関と連携し、
努めてまいりたい。

《答弁》 小学校中心から300ｍの整備は、一定の目
途がついている。小学校中心から500ｍにおいて、
既にカラー化や歩道が設置された路線と連続する
路線を整備。（昨年度は１路線で約290ｍを実施、今
年度は１路線で約400ｍの実施を計画）今後の予定
は､地域の要望等もあることから､路側帯
カラー化が必要な箇所の整備に取り組み、

更なる通学路の安全・安心の確保を図る。

②鳥栖小ＰＴＡによる通学路の危険個所と
真木町の通学路路面表示に対して見解は

⑤相談できる庁内委員会はあるのか
今後も、様々な問題が発生すると予想される。問
題が起こった時に、相談できる庁内委員会はある
のか。相談できる仕組みはどうなっているのか。

◆ 議 案 の 採 決 ◆ ．

市長の給与 3ヵ月給与3割減額案は６対１４で否決

➨上下水道局の架空発注について、水道事業の
最高責任者として、その責任を明確にするもの

市長の辞職勧告決議案は１４対６で可決
➨給食センター問題で公表の遅れ、
農地法違反問題で1年3ヵ月公表しない、
そして、上下水道局の架空発注。と一連の不祥事は
市民に大きな不信と混乱を与えた責任は重い。

【答弁を受け】部下より報連相を行って貰うには、日
ごろより、挨拶やコミュニケーションが大事だ｡本気で､
不正を起こさせない体質にするには、ここにいる執
行部自身が変わらなければ鳥栖市の未来はない。

【答弁を受け】 この対策で、二度と不正を起こさない
ということか。これは、上下水道局だけの問題ではな
い。全庁挙げて全幹部がお詫びをし、決意を持って
出直しをしないと、鳥栖市への信頼は到底戻らない。

⑦市職員の懲戒処分等の指針について
全職員が指針の内容を見れる状況を作り出すことで、
不祥事発生の抑止力となると思うが、見解は。

《答弁》 平成２９年度に「懲戒処分の指針」を策定。
内部資料として取り扱ってきたが､非違行為の抑止
になると考える。市のﾎｰﾑ･ﾍﾟｰｼﾞ及び内部情報ｼｽ
ﾃﾑに掲載し、指針の周知を図ってまいりたい。

①幸津・儀徳の住民のお声に対して市の見解は

《答弁》 ①住民の皆様のお声を受け､大雨による
冠水被害を少しでも抑えるために､水位観測器の
設置ができないかを検討する､車両等の一時避難
場所の確保や周辺水路等の浚渫など、様々な工
夫や方法等により、効果的な取り組みを検討する。
②部長の答弁にもあったとおり、当面の対応策と
して、現状においてできることを検討していく。

２．旭地区冠水被害について

6月4日幸津町・儀徳町の冠水被害場所で、区長
様・住民の皆様約20名の生のお声を直接聞いて、
幸津町・儀徳町の住民の皆様が少しでも安心安
全に暮らせるよう、市として対策が打てないか。
②実際に、現地視察された副市長の見解を伺う

4.女性職員の活躍推進について


