
【6月18日参議院決算委員会での河野さんの質問より】

自閉症スペクトラムのお子さんを抱えるお母さん
方のママサークルより、「地方の現場では理解
が進んでいません」「診断が付かなければ公的
な支援も受けられずに自費で対応しています」と
いう切実な声を頂き、発達障がい児向けの通所
サービスに関し、行政のマニュアルでは、
「医学的な診断名や障害者手帳は必須ではな
く、市町村保健センターや保健所などの意見で、
利用は可とされている。」しかし、多くの市町村で
は医師の診断を必要としているため、支援を受
けやすくするように改善を求めました。

加藤勝信厚労相 「自治体の担当者を集めて
開催する会議の場でマニュアルを改めて周知
するなど、必要な対応を取る」と応じました。

6月末～7月の豪雨・台風で被害に遭われた
皆様に心よりお見舞いを申し上げます。

全国約3,000人の公明党議員は、４月から
３ヶ月間で、 「防災・減災」「中小企業」｢介護」
｢子育て｣の四つをテーマにアンケートを行う
「１００万人訪問・調査」運動を展開し、皆様のご
要望をお聞きしました。
この度の災害で頂いたご要望と、防災・減災
アンケートで頂いたお声は、国・県・市のネット
ワークで、しっかりと取り組んでまいります。

6月１日から始まった定例会は、２０日に閉会
しました。一般質問では、２２名中１6名が登壇し、
私は8日の4番目に登壇いたしました。 訪問・調

査で頂いたお声を元に質問致しました。
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来年夏の参院選・全国比例区

かわの義博（40歳） 2013年初当選

4月7日、鳥栖市での活動を紹介☆

スマイルキッズ（ひとり親
のサポート支援)）代表の
福島さん☆
日々『笑顔』で頑張ってい
る、あなたを応援します‼
ブリッジフォースマイル佐
賀(児童養護退所者支援)
の事務局もされています。

双子ちゃん三つ子ちゃん
サークルのえだまめクラブ
の皆さまと☆
多胎児支援をしているえだ
まめクラブは、昨年より復活
し活動を開始しました。

◆冠水被害場所の村田町
と幸津町の住民の皆様より
要望を伺う。

◆自閉スペクトラム症を支援
する『Ａふぁみりーｓ』と、

ママｚルームの齋藤麗子さん
より要望を伺い国会質問へ☆

4月 7日 河野義博参議院議員､旭地区冠水被害場所視察
　　〃　　ママZルーム・AふぁみりーSと懇談会

9日 総務文教常任委員会
11日 鳥栖中学校入学式
12日 鳥栖小学校入学式
13日 地方議員研究会セミナー参加
14日 鳥栖市子どもクラブ連絡協議会総会
18日 教育委員会とＡふぁみりーs懇談会
19日 社会福祉課と孤立防止センターとの懇談会
22日 真木町区ふれあい藤祭り
23日 議会運営委員会

街頭演説鳥栖市１２ヶ所

5月 1日 議会運営委員会
3日 憲法記念日街頭演説２ヶ所

8日～10日 議会運営委員会視察
　埼玉県と栃木県へ➨➨➨

13日 Aふぁみりーs茶話会
14日 タブレット議員研修会
24日 会派代表者会議
25日 議会運営委員会＆全体勉強会
26日 第30回花の日
28日 双子ちゃん三つ子ちゃんサークル参加
29日 ひとり親支援のスマイルキッズ様を訪問
30日 都市計画審議会

街頭演説鳥栖市７ヶ所

6月 1日～20日 ６月定例会
2日 とす市民活動ネットワーク１０周年

鳥栖商業同窓会総会
3日 鳥栖地区子どもクラブ球技大会
21日 自閉スペクトラム症を支援するセミナー参加
24日 鳥栖市子どもクラブレクレーション＆審判講習会
30日 公明SAGAフォーラム2018

街頭演説　鳥栖市 ３ ヶ所

主　な　活　動

9・13・27日

22・23・26日

18・25・26日

栃木県佐野市
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旭地区の皆様より、儀徳町運動

広場について、お声を頂いた｡

➀一般野球にも利用できないか?

②地域の空き地など試合がある時の

駐車場の確保について、市の見解は？

③何年も前より、運動広場への時計の

設置を要望しているが、設置は可能か？

鳥栖市は、様々な公共工事が予定され
ている。工事発注に至るまでの「入札の競争性
や透明性の確保」について、本市の見解を伺う。

企業版ふるさと納税を活用した事業とし
て｢スタジアムリニューアルによる魅力向上プロ
ジェクト」が、いよいよ、今年度より平成31年度に
かけてスタジアムの塗装改修工事が実施される。
市民の皆様も楽しみにしておられる。
そこで、どのような手順で決定されるのか？
入札までの発注スケジュールについて、伺う。

➀防球ネットを嵩上げしても完全
に安全が確保できないこと、多額の費用
を要するため困難であると考えている。
②地域の空き地の借用は主催者で検討
いただきたい。

③時計は、利用者への利便性向上の観
点から設置する場所や
大きさ等を含めて検討
してまいりたい。

質問

スタジアム塗装改修工事における発注ス
ケジュールは、本年４月に業者選定に係る入札
参加者資格等審査委員会において、指名業者の
選定を行い、その後５月３１日に入札を実施した。

地元企業からの要望があったか？また、
地元企業へ対応や分離発注のお考えはあるか。

答弁

平成 30 年
6 月定例会

◇ 一 般 質 問 項 目 ◇

１．儀徳町運動広場及び市役所グランド

2．スタジアム塗装改修工事

3．障がい児・者支援について

6月8日本会議一般質問

１．儀徳町運動広場及び
市役所グランドについて

２．スタジアム塗装改修工事について

4月より、医療的ｹｱ児をｻﾎﾟｰﾄする看護師を小中学校へ配置

これまで、児童生徒の保護者が学校に通い、たんの吸引や導
尿などのケアをする必要があり、保護者に大きな負担がかかっ

ていました。今年度から、障がいを抱え、日常生活の中で
医療的な支援が必要な「医療的ケア児」をサポートする看
護師が、4月より、市立小中学校に配置されるようになり、
負担が軽減されます。私は、２０１６年６・１２月定例会において、
障がい児の医療的ケア行う看護師の配置を求めていました。

質問

市役所庁舎
建て替えにより、市役所グラウンドは無くな
るのか？グラウンドは無くしてほしくない！
との市民の皆さまのお声がある。一般野球
利用ができるグラウンドを整備する必要が
あるのではないでか？市の見解を伺う。

一般野球ができる施設整備の
ためには、 財源の問題はもとより、何より
も一定規模 以上の土地の確保が大きな
課題ではないかと考える。一般野球が利
用可能な施設整備及び用地の確保につ
いて、検討してまいりたい。

工事の発注方法については、大手企業
への発注となっているが、その理由について、
判断の根拠を、具体的に伺う。

大規模かつ特殊な建築物であること、
仮設足場が特殊な形状になること及び屋根部分
には吊足場という特殊足場を敷設する予定だ。
安全面や施工監理体制及び指揮命令系統の一
本化を図ることで、施工実績、技術者数、資金力
等を勘案し、大手総合建設業の指名を行った。

地元企業からの要望書は提出されてい
ない。分離発注は困難である。なお、スタジアム
トイレ棟の外壁塗装工事等を検討しており、これ
らは、地元企業への発注について配慮していく。

質問

原則、地方自治法、地方自治法施行令
の規定に基づく「指名競争入札」による工事発
注を行っている。入札・契約事務の更なる適正
化を図り、公平性・透明性の確保に努める。

質問

答弁

質問

答弁

答弁

質問

答弁

答弁



身体障害者手帳及び精神障害者保
健福祉手帳１級・２級、また療育手帳Ａの方
に対し、年間３６枚を上限に、タクシー基本料
金の控除を受けることができる利用券の交付
を行っている。。現時点で新たな助成を行うこ
とは考えていない。しかしながら、特に障害者
や高齢者の移動支援に関しては、重要なこと
として認識している。今後の国の動向を見な
がら、他公共団体の事例を勘案しつつ移動
の円滑化のための施策を調査して参る。

①自閉スペクトラム症（ＡＳＤ）の家族
を支援する団体 「Ａふぁみりーｓ」の皆さんと、
ピアカウンセラーの齋藤麗子さんと、教育委
員会、健康増進課との懇談会をさせて頂い
た。特別支援学級における発達障がいのあ
る児童生徒の状況やその対応について、ま
た、生活指導補助員、関係機関との連携の
状況や、今後の特別支援教育の充実に向
けた取り組みについて伺う。

特別支援学級における発達障がい
のある児童生徒の状況

教職員や生活指導補助員が、発達障害や、
多様化する発達障害に対しての個別の対
応の仕方についての理解を深めること、幼
稚園・保育園・認定子ども園から小学校、小
学校から中学校へ適切に引き継ぎ、全ての
教職員が情報を共有していくことが重要。
４月当初に、特別支援コーディネーターが
中心となり、職員研修を実施し、５月、幼保
小連絡協議会では、小学校区ごとに情報交
換。園長、校長、教頭の管理職を対象の九
州龍谷短期大学准教授の講話を行った。

７月に開催の生活指導補助員研修会で
は、自らの体験をもとにピアカウンセラー
として活動されている齊藤麗子さんを講
師として研修会を開催する予定です。
自らの体験をお聞かせいただくことにより、
教職員や生活指導補助員の発達障害への
理解につながるのではないかと
大変期待している。

③特別支援学級在籍生徒の高校進
学の状況は？

３．障がい児・者支援について

答弁

質問

質問

発達障がいに関するパンフレットの
作成は、専門的な知識が必要と考えている。
発達障がいに対する理解啓発の中でどのよ
うなものが考えられるか、佐賀県や他市の状
況を調査することが必要と考える。
発達障がいを含む障害者への理解促進と支
援は必要不可欠だ。今後も支援を継続する
とともに、啓発方法についても引き続き、ホー
ムページを含め分かりやすい広報に努める。

答弁

答弁

②昨年6月の一般質問本市のにお
いて、ホームページやパンフレットを作成し、
啓発に取り組んでいただきたい。と申し上げ
た。本市の発達障がいの啓発は？

一般会計当初予算の主なもの
鳥栖駅周辺整備事業 1億4,648万円

スタジアム塗装改修事業 4億0,400万円

災害ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ作成事業 900万円

空家等対策事業（新規） 137万円

④今年、神崎高校に入学した生徒の
（生まれた時から難病のある子ども）お母様よ
りお話を伺いました。高校への通学は、体調
を考慮し家族の送迎。または、週1回、電車
で鳥栖駅～神埼駅へ。神埼駅からの移動手
段は、車いすか、福祉車両タクシーを利用し、
通学しているが、費用がかかる。また、タクシ
ーのシートを車いす用に変更するのに30分
要するとの事。高校へ通学する、障害のある
生徒への交通費助成について、さらなる助成
を、本市として取り組めないか。見解を伺う。

質問

答弁

質問

280人

内68.5%

435人

6.60%

715人市立小中学校生徒の約１割

特別支援学級
409人

発達障害やその傾向あ
り、支援が必要

自閉症・情緒障害学級

通常学級
約6,600人

24
全日制 8
定時制 1
全日制 3
通信制 2
専修学校 2
高等専門学校 1
全日制 12
通信制 7

私立

私立県外

県内

特別支援学校・盲学校

公立

平成25年度から平成29年度の5年間
で、中学校の特別支援学級を卒業して、

60人の生徒が高等学校等へ進学している。
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３年ぶりに山口那津男 代表を佐賀にお迎え
して、フォーラムを盛大に開催させていただ
きました。代表は、政策実現に向けた公明党
の取り組みについて、「大衆とともに」の立党
精神を体現しながら、「地方議員と国会議員
が連携し、生活者や実直に仕事をしている
人の思いや要望をつかんで愚直に政策実現
を進めている」と力説されました。
私は司会を務めさせていただきました。

齊藤先生（中央）には、町区の健康
セミナーでお世話になっています☆

笑顔あふれる街
鳥栖をめざして！と

葉っぱに願いを込めて🍂

真木町の皆さまの真心のおもてなし☆

肥前さが幕末維新博覧会へ☆

4月22日 真木町区ふれあい藤祭り

初めての ⇑
綿菓子作り☆

綿菓子いかがですか～

お米すくい100円➨
こんなおもてなしも

ありました。

女性局の皆さま、いつも
大変ありがとうございます。

『公明SAGAフォーラム2018』㏌マリトピア

『明治維新150年これからの佐賀の可能性』と題し
て作家の童門冬二先生にご講演いただきました。

その時、日本は佐賀を見ていた。

佐賀は世界を見ていた。

あなたは今、なにを見ていますか？

山口祥義知事はじめ県内各市町の首長の皆様、
企業・団体、地域の代表の皆様、党員の皆様に
ご来場いただき、大変にありがとうございました。

幕末記念維新館（市村記念体育館）

フォーラムの前には、議員総会を開催☆
来年の統一選に向けて出発！

鳥栖市で街頭演説を
毎月、実施。

天気がよく、ふじがとっても綺麗でした☆
ふじを大切に守って下さる皆様に感謝💛
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