
7月補正予算で交付金を活用した主なもの

❶事業継続応援給付金事業 1億8,183万円
事業者の事業継続を支援（法人・個人事業主）

❷小中学校タブレット端末導入事業 1億2,719万円
小学校6年・中学校3年生にタブレット端末を整備

❸ひとり親世帯臨時特別給付金事業 9,219万円
1世帯5万円、第2子以降1人あたり3万円

❹子どものインフルエンザ予防接種事業２，４０６万円
生後６か月～高校３年生１人1回あたり2千円補助

９月補正予算で交付金を活用した主なもの

➀ＧＩＧＡスクール環境整備事業 2億673万円
（市債1億4,200万、7月補正と合わせて6億円)

1人１台タブレット端末のＩＣＴ環境を整備
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ご挨拶 新型コロナウイルス感染症予防
に努めてくださっている、すべての皆さま、
そして、ウイルスと闘いながら、地域医療を懸
命に支えてくださっている医療従事者の皆さ

まに心より感謝申し上げます。
「3密」の回避や手洗いの基本は、インフル
エンザの流行時期も同じです。
感染症対策の基本は変わっていません。

◇9月27日、第13回全国大会では党代表
に山口那津男代表が再任。来るべき“政治
決戦”の勝利に向け、新体制で出発しました。
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新型コロナウイルス感染症対応
臨時交付金を活用

ＧＩＧＡスクール構想



１. 新型コロナウィルス感染症

問≫ 陽性者・感染者が発生した場合の
市の対応は？

《答弁》佐賀県より陽性者の年代･性別･居住地
の連絡があり、翌日、陽性者の主な症状、行動
歴、濃厚接触者の有無等、情報提供がある。陽
性者や濃厚接触者の調査は県の保健福祉事務所
が行う。

問≫‟コロナうつ"という言葉が生まれるなど、
感染症拡大に伴う生活の変化によって心の病
を抱える人が増加している。元気だった方、
妊娠中の方の心配は大きかった｡市の対応は?

《答弁》 新型コロナウイルス感染症に関する
相談は、2月から9月3日までに260件寄せられた。
専門家の｢市民こころの相談｣や乳幼児をお持
ちのご家庭へは｢赤ちゃん訪問｣を行って相談
を受けている。コロナの影響で経済的な不安、
感染への不安、働き方の変化に対するストレ
ス、自粛生活を強いられ、生活のリズムが崩
れているなど相談を受けている。

問≫新型コロナウイルスを理由とした不当な
差別や偏見は、社会を分断する。コロナ差別
や偏見に対して、誹謗中傷を払拭するには?

《答弁》新型コロナウイルス感染症は、どんな
に気をつけていても、誰もが感染しうる感染症
だ。感染者、そのご家族等、濃厚接触者に対す
る不当な差別、偏見、ＳＮＳ等での誹謗、中傷
及び感染者やその関係者を特定する行為は決し
て許されない。 本市では、このような不当な
差別や偏見、いじめ等が行われないよう、
ホームページに人権の配慮について掲載し、
市民の皆さまへ憶測やデマに惑わされず、正確
な情報に基づいた冷静な行動をお願いしている。

《答弁》中学校では、感染の心配やスポーツ大
会・試合の中止を心配する声があった。
小学校では、欠席する児童が数名と、コロナと
いう言葉を使っていじめ認知の報告もある。
児童生徒の心のケアについて、機会あるごとに
指示し、感染者が確認された学校に、臨時的に
スクールカウンセラーを配置。児童生徒の状況
把握は、保護者との連携に努めた。8月31日、
リモートでの「なくそう いじめ｣子ども会議を
実施。これからも、児童生徒の状況把握に努め、
関係機関と連携を図りながら対応していく。

問≫ 国立成育医療研究センターが､7～17歳

の子ども延べ3,500人に行った調査では、

７割以上の子どもが「ストレス反応」と呼ば

れる心身の不調を示していることがわかった。

鳥栖市の現状と対応について伺う。

９ 月 定 例 会
◆ 一 般 質 問 ◆

1. 新型コロナウィルス
感染症対策

2. 令和2年7月豪雨災害

小中学校タブレット端末導入事業 1億2,719万円

◆8月末に入札により発注し、10月中に導入

◆プロジェクトチームを中心に取り組みを進めていく

（早ければ今年度、来年度の導入を目指しています）

※ 私は、ＧＩＧＡスクール構想を前に進めるために、
『地域未来構想２０オープンラボ』に登録し
活用することを要望致しました。
また、9月補正予算で、
全児童生徒へのタブレット端末の予算が計上さ
れ、ＧＩＧＡスクール構想が進むことになります。

ロタウイスワクチン予防接種委託料 11,126千円

◆本年8月1日生まれ以降の今年度の対象者約300人

◆赤ちゃん訪問時に、個別に説明

◆医療機関へも周知し、ホームページ等でも広報予定

2020年 ９月 定 例 会 ◆議案質疑◆

鳥 栖 市 部 設 置 条 例 の 一部を改正する条例

◆スポーツ文化部を新設、施行日は１１月１日を予定

◆今回の組織機構の見直しにより、福祉分野と教育分

野が総合的な相談・支援体制の充実を図るため、学校

教育課にインクルーシブ教育推進係を新たに設ける

2020年 ７月 臨時議会 会 ◆議案質疑◆

問≫ 鳥栖市民に向けた新型コロナウイルス
感染症対策に関する情報発信の在り方につい
て、あわせて、今後さらなる支援策を講じる
必要性について、どのような考えか。

《答弁》第１次､第２次､第３次対策を進めてい
る一方で、依然として予断を許さない状況であ
ることから今後の感染状況の推移などを注視し、
さらなる対策の必要性について検討を進める。
本市、国や県における対策に関して、支援の対
象となる方を適切に把握し、迅速に情報をお届
けする方法など、引き続き工夫してまいりたい。



《答弁》 昨年７月の大雨災害により、曽根崎町の
ウグメダ地区などを中心に、乗用車の浸水被害が
発生。 旭まちづくり推進センターと、今回から、
基里まちづくり推進センターの駐車場に避難して
いる。民間事業所に対する市からの表彰は、検討
して参りたい。

問≫ 浸水地域の駐車場所について、
７月の大雨では、基里のセブンイレブン様や
鳥栖三養基医師会立看護高等専修学校様のご
厚意で駐車場をお借りし、事前に車を移動し
安心された。その様な民間事業所などを表彰
することは、冠水対策の一助となり、支援が
広がると思うが、本市の見解は？

《答弁》ウグメ田地区沿いの大野川は、護岸改
修を年次的に行っていく。 今後も、効果的な
排水機能を維持していくため、道路側溝等の新
設や改修、河川や水路の浚渫や改修等に継続し
て取り組んでいくとともに、道路冠水が発生す
る箇所への注意喚起強化策として、議員ご提案
の「冠水注意」看板についても、設置を検討し
てまいりたい。

問≫ 今後もさらなる防災・減災の対策を進
めるべき。道路冠水場所の対策、浸水対策と
して浚渫等の計画的・継続的な実施と、毎回、
車が横転している轟木・衛生処理場線に「冠
水注意」看板を設置することで、通行車両に
注意喚起を考えて頂きたい、本市の見解は？

問≫ ７月６日からの大雨についてと、

台風10号では、大型ということで、避難され

た方が約700人｡小学校を初めて避難所として

開設した｡今回の経験で感じたことは?

２．令和２年７月豪雨災害

《答弁》昨年７月８月の降水量は、1,377mm。
今年７月は1,328mm。(昨年の２か月分の雨量)
昨年に比べ被害が少なったのは、雨が降ってい
ない日もあったこと。県や本市など、河川の浚
渫などを行い、危険な河川や水路に監視カメラ
を設置。さらなる被害の拡大防止に努めたこと
も効果があった。
台風10号では、９月４日から問い合わせが多く。
避難所開設時刻には、避難者が開設を待たれた。
１８カ所の避難所、小学校特別教室で、災害対
応に初めて従事した職員にとって、貴重な経験
や訓練になった。

《答弁》 運転調整を実施する必要がある場合、
内水氾濫による浸水被害が生じることが想定さ
れるため、広く市民の皆さまへの情報発信を
行っていく必要がある。他の自治体の先進事例
などを参考とし取り組みを進めてまいりたい。

問≫ ７月の豪雨では、筑後川及び宝満川流
域に設置されている排水ポンプの運転調整が
行われるおそれがあると報道があった。
運転調整の実施により浸水被害が生じること
について、今後の対応について伺う。

問≫ 避難所の対応と避難所に粉ミルクや液
体ミルクを備蓄して頂きたいが､市の見解は?

《答弁》 折り畳み式の簡易ベッド８０台、
災害協定会社より段ボール製のパーテーション
やベッドを確保。７月は学校体育館の避難所で、
スポットクーラー及び大型ファンをレンタル。
人口の５％の１日分の食料・水を小学校などに
備蓄。災害時に必要な食料・資機材等は、民間
企業と協定を締結。
粉ミルク、液体ミルクの備蓄についても、民間
企業と締結している災害協定の中で確保できる。

《答弁》 無料通信アプリ｢ＬＩＮＥ(ﾗｲﾝ)」や
SNSは、市からの災害に関する情報の発信だけ
でなく、市民からの災害状況、
道路の冠水状況など情報も
収集でき、防災訓練等に
活用している
自治体もあるため、
その活用について、
十分に検討する。

問≫ 災害情報について、市民よりＬＩＮＥ
を活用できないのか？とのお声を頂いた。
本市もＬＩＮＥを活用して情報発信をするこ
とで、メールなどより分かりやすく市民に届
けることが出来ると思うが、市の見解は？

心の悩みを抱えたら 厚労省から委託の団体

｢ＳＮＳ心の相談｣ は､LINE・Twitter・ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ

『こころのほっとチャット』で検索☝
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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)

６月定例会で一般質問した、

｢子宮頸がんの個別通知｣について、
市は、『保護者の方に国がリーフレット等を

整備した際、対象者への個別の周知を対応し

たい！』との答弁でした。

10月9日厚労省は、リーフを改訂し、

鳥栖市は高校1年生を対象に郵送でお届けし

ています。

ロタウイルス感染による胃腸炎の主な症状は、
水のような下痢、嘔吐、発熱、腹痛など。
ほぼ全ての子どもが５歳までに感染するといわれ、
繰り返し感染するが、初めての場合は重症化しや
すい。今まで、ロタウイルスワクチンの希望者が
２～３万円前後を自己負担で接種していました。
私は、Ｈ27年より、市独自で助成が出来ないか？
と訴え、公明党のネットワークで公費で受けられ
る定期接種化を強力に推進してまいりました。

◆ロタワクチン無料に◆

＜何人くらいが子宮けいがんになるの？＞

毎年、約1.1万人の女性が子宮けいがんになり、
約2,800人の女性が亡くなっています。

患者さんは20歳代から増え始め、30歳代までに
がんの治療で子宮を失ってしまう（妊娠できなく
なってしまう）人も、毎年、約1,200人います。

出典国立がん研究センターがん情報サービス 2015年全国推計値に
基づく累積罹患リスク、2017年累積死亡リスクより

ウイルス感染 でおこる子宮けいがん

女性の多くがHPV（ヒトパピローマウイルス）に

“一生に一度は感染する”といわれる
がんに
なる場合も

感染を防ぐことが
がんにならないための手段

10月は、乳がん撲滅に向けて早期発見・治療を啓発する
『ピンクリボン月間』です。 ９人に１人が乳がんになる時
代。早期発見・治療には、がん検診が重要です。

10月は、『ピンクリボン月間』 記念街頭演説🎀

唐津市高島 目野さとみ・宮本えつ子
みやき町議 ・ 唐津市議

鳥栖市 池田利幸議員

9月13日真木町207除草会の皆さま、大変にあり
がとうございます。真木町では、田園環境を守る会、
生産組合、真友会の皆様が町をきれいにしています。

1クラス約35人の
女子クラスとして換算


