
◇所得制限なしで一律１人10万円支給へ◇

山口なつお代表の並々ならぬ決意で、安倍総理に
政治決断を求め、総理から山口代表に補正予算を
組替えて実施する方針との連絡がきました！
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公明党が対策をリード！政府に緊急提言!ご挨拶 感染症拡大の防止のために、

懸命にご尽力くださっている医師・

看護師をはじめすべての関係者の

皆さまに深く感謝を申し上げます。

３月３日～学校は休校となり､卒業式・

入学式は時間短縮で実施。休業・時間

短縮で営業される企業(お店)、不要不

急の外出のご協力など、感染防止のた

めのご協力に心より感謝申し上げます。

三つの『密』を避けましょう。

感染から身を守るには、手洗い･うがいが､

もっとも有効とされ外から帰ってきたらまず

手洗い･うがい､料理の前後でも手洗い、食事

の前にも手洗いをしっかりとお願い致します。

約８割の方は軽い症状ですが、２割の方は重

症になり､うち５％が重篤になるとの事です

大事なことは『正しく恐れる』 というこ

とだと思います。

また､感染症の拡大で影響を受ける中小企業･

小規模事業者等の実態を把握しながら、必要

な支援を迅速に届けることも求められます。

皆様のお困りごと、ご不安なこと等ありまし

たら､お声をお聞かせください｡寄せられたお

声を市政・県政・国政に反映してまいります。

公明党は1月27日、政府に先立って対策本
部を設置。これまで3回にわたり緊急提言
を政府に行い、対策をリードしてきました。
(2/6・2/27・3/4・3/31) 公明党は新型コロ
ナウイルスを一日も早く収束させるため、
今後も全力を挙げてまいります。



問≫ 頻発する大規模災害に､｢自助｣｢共助」

の取り組みを「公助」が支援するところに

｢防災意識社会｣の構築が期待される。

｢女性の視点を生かす｣ことで､子どもや高齢

者､障がい者など｢災害弱者の視点を生かす」

避難所機能の拡充に繋がる。

❶防災会議の開催状況と女性の割合は？

❷自主防災組織の現状と訓練などの状況は？

2020年 ３月
定 例 会

１．新型コロナウィルスについて

問≫ 感染拡大を防ぐための休校の

対応の課題と課題に対しての対策は?

問≫ 鳥栖市でも大変大きな影響が出ている。
感染症の拡大で、中小企業・小規模事業者等
の実態をしっかりと把握し、必要な支援を迅
速に届けることが求められる｡本市の影響は?

《答弁》イベント等の中止や延期、一部の公共
施設の休館などご不便ですが、感染拡大の抑制
のために、国や県と連携し市民の皆様の安心・
安全のために必要な対策を行っていく。
現在､多くの事業者の方々から「経営的な打撃
を受けている」との声を聞いている。国、県と
密に連携して必要な対策を講じる。

問≫ 次期ごみ処理施設周辺整備の水害対策

等で､大幅な予算が必要となった場合､新庁舎

の事業費を水害対策に切り替えることは無い

のか｡新庁舎の断念はないか?市長の覚悟は？

◆一般質問◆
１．新型コロナウィルスについて
２．次期ごみ処理施設周辺整備事業
３．新庁舎について
４．安心して暮らせる防災のまちづくり
５．ふるさと『とす』応援寄付金事業

《答弁》 事業費の総合計金額は、65億9千万円

問≫ 新庁舎の概算事業費は？

《答弁》さらなる浸水対策として何が有効なの
か、様々な課題に対して真摯に取り組む。

《答弁》 市民の暮らしと安全・安心を確保する
ために、防災拠点となる新庁舎の建設を進める。

問≫ 建設予定地周辺の災害対策について、
今議会で市長の覚悟をだして頂き不安を払拭
すべき。市長の責任と覚悟を伺う。

４．安心して暮らせる防災のまちづくり

問≫ 旭区区長会より出された要望書を、

市長はどのように受け止めているのか？

《答弁》推進･協力するという立場で､令和６年
度の稼働に間に合うよう要望されている。
本市は､要望の内容を真摯に受け止め､事業を推
進していく。浸水対策については、旭地区の住
民の皆様が安心して生活できるよう、しっかり
と対応することと受け止めている。

問≫ 自民党鳥和会･新風クラブ･基の会･

公明党の賛成多数により､次期ごみ処理施設

建設に対する決議が可決した。

(現在の予定地で建設を進め､水害対策を行う事)

これは、議会の総意であり覚悟だ。しかし、
神埼市･吉野ヶ里町の議会では､正反対の決議
書が全会一致で可決した｡市長は､自身の政治
生命をかけて､周辺の水害対策をすすめ、ご
み焼却施設を安心安全のまちづくりに生かし
ていくという姿勢、責任・覚悟を見せるべき
だ。住民の皆様が安心できる答弁を求める。

《答弁》神埼市長、吉野ヶ里町長、両首長のお
考えも確認する必要がある。３月定例会で可決
された「次期ごみ処理施設建設に対する決議」
を踏まえ、現建設予定地での事業推進に取り組
み、ご理解を頂けるよう努める。

《答弁》３月に学習する内容が学習できない
ままに新年度を迎えることとなり､その内容の
把握に努め、次の学年に確実に引き継ぐこと､
関連する内容を学習する前に確実に指導する
ことなどを指示した。年間の授業時数と余時
数の確認、関連する学習の時期などを確認し､
学習計画の見直しを図っている。
学校や児童生徒とその
保護者の不安解消のた
め適切に対応していく。

３．新庁舎について

２．次期ごみ処理施設周辺整備事業



《答弁》❶平成27年度委員24名中、女性委員は
市幹部1名・外部団体1名の計２名の約８％
❷自主防災組織は、55町区で結成し73％。
町区独自に自主防災訓練を計画し､
市職員や消防職員が初期消火訓練・
防災講話及び避難誘導訓練などに参加｡
令和元年度は､のべ14町区が取り組んでいる。

『中高年のひきこもりに対する実効性
ある支援と対策を求める意見書 』

を公明党より提出し、全会一致で可決
40～64歳のひきこもりが全国で約６１万人(推計)社会
に大きな衝撃を与え､ひきこもり期間の長期化や高齢
化により､高齢者の親とともに社会的に孤立するケー
スも少なくない。中高年のひきこもりにある者に適し
た支援の充実を強く求める。

問≫ 寄付金の財源をどのような事業に
活用されているのか。

《答弁》市政を大きな分野で分類し、11項目の
分野の中から､寄附者に選んで頂く｡一般財源と
して活用し、個別の事業に財源充当していない。
特定目的基金などに
積み立てず、寄付
を頂いた年度に､
11項目の分野⇒⇒
に使っている｡

《答弁》 防災士資格を取得した地域のリーダー
の存在は益々重要性を増している。防災士資格
取得の推進は、他の自治体を調査・研究する。

問≫ 寄付者の想いに応えるよう、どのよう
な事業に活用したのか、寄付者や市民に広報
することも必要である。本市の見解を伺う。

《答弁》 寄附を頂く方の意図が本市の事業に十
分に反映できることが重要である。使途項目につ
いて、他の自治体の事例を参考に調査研究する。

５．ふるさと『とす』応援寄付金事業

次期ごみ処理施設建設に対する決議

自民党鳥和会･新風クラブ･基の会･

公明党の 賛成多数により 可決！

１．次期広域ごみ処理施設周辺の排水機能の向上及び
堤防の強化等、水害発生を未然に防ぐために必要
なあらゆる措置を講じるよう、国・県に対して佐賀
県東部環境施設組合と連携して要望を行うこと。

２．水害発生時、及び発生後の対応については、佐賀県
東部環境施設組合と共に、組合構成市町の住民に
周知し、理解されることに努めること。

問≫ 防災意識社会にするためにも、鳥栖市
が取り組んでいる防災士育成の取り組みが重
要だ。防災士資格状況と本市の取り組みは？

《答弁》地域防災リーダーの育成に取り組み、
鳥栖市は79人。養成講座は、自治会長・区長･
自主防災組織の役員・消防団員などを
受講対象者。任意で、受験し
防災士資格も取得できる｡
(令和2年2月末現在､防災士は114人)

問≫ 防災士の育成の考えと、
防災士資格取得の助成について見解は？

※ 市民の方より、ふるさと寄付金がどのように使わ
れているのか？とのお声を頂きました。寄付者や市民
の皆様にも活用が分かるよう取り組んで参ります。

◆ 議 案 質 疑 ◆ .

市民活動保険事業 1,440千円

市民活動保険事業の導入で、市民活動団体が個別に保
険に加入する必要がなく、市民の皆様が気軽に、安心
して地域活動や様々な活動に参加できる。

※令和２年度上半期：導入の準備期間。
下半期：保険契約及び市民活動団体等への周知。

新型コロナウイルスに関する事業者相談窓口

■鳥栖商工会議所 0942-83-3121
■鳥栖市産業支援相談室 0942-50-9566

※宿泊事業者相談窓
■特別相談窓口 092-472-2330

（九州運輸局観光企画課）

※労働相談窓
■佐賀労働局 雇用環境均等室 0952-32-7218

（九州運輸局観光企画課）

助成金
◇学校等休業助成金・支援金等 0120-60-3999
◇雇用調整助成金の特例措置 0952-32-7173

➀市民協働の
どの事業に
活用したの？

休業された方向け（緊急小口資金）

■貸付上限額
・学校等の休業、個人事業主等
の特例の場合、20万円以内
・その他の場合、10万円以内

※従来の１０万円以内
とする取扱を拡大

お問合せ先:鳥栖市社会福祉協議会
住所：鳥栖市元町１２２８－１

電話：０９４２－８５－３５５５
受付時間：（月～金曜日 8:30～17:00 ）

■対象者
新型コロナウイルスの影響
を受け、休業等により収入
の減少があり、緊急かつ一
時的な生計維持のための
貸付を必要とする世帯

※従来の低所得世帯等
に限定した取扱を拡大。



⇐２月フランス絵画を鑑賞☆。

『精華 ルネ・ユイグのまなざし』
（九州国立博物館）
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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)

◇感染された皆様の一日も早い回復を
祈っております。

◇学校の休校が長引き、子ども達の
ストレスが大変心配です。

一日も早く感染症の終息と子ども達が
元気に生活を送れるよう祈っておりま
す。何かお困りごとなどありましたら、

お気軽にお声掛けください。

2月14日令和2年度予算政府案説明会☆
予算案説明会では、選択的夫婦別姓・全国陳情アク
ション様からの要望書が山口代表に手渡されました

2月26日の公明新聞に掲載されました☆

2月24日 秋野公造参議員の健康セミナ－☆
これからの「新しい栄養学」についてと、新型コロ
ナウィルスへの知識と対応も学びました。

毎月の街頭演説☆
楽しく頑張っています❢

鳥栖ひまわりネットによる
第７回｢あなたの書き損じハガキを
ユネスコ世界寺子屋運動｣に

1080枚のご協力を頂きました。

11枚の書き損じ葉書で、ｶﾝﾎﾞｼﾞｱでは
１人がひと月学校に通えます。
《※国連が掲げる「誰一人置き去りにし
ない」SDGs(持続可能な開発目標)の
達成に向けた取り組みのひとつとして、
世界各地の貧困地域で
「学ぶ場＝寺子屋」を応援しています》大変にありがとうございました‼

※ＳＤＧｓとは、
貧困や格差、気候変動
などの解決に向け、
国連加盟国が2030年
までの達成を目指して
取り組む「地球のマス
タープラン」 頭文字の
Ｓは、ｓｕｓｔａｉｎａｂｉｅ、
持続可能なという意味

高木美智代衆議員

2月12日 鳥栖小学校の感謝の集いへ☆

見守り活動では､子ども達の姿に元気を頂いています。

２月に初雪⛄ 子ども達は元気に登校 ⛄

子ども達から、お花と
お手紙、真心こもった歌
に、感動しました💛

吉田さん 古川さんも一緒に参加☆

1080


