
4月7旭地区の冠水被害場所を視察。（村田町・幸津町）

皆さまには日頃より暖かいご支援を賜り

心より厚く感謝と御礼を申し上げます。

皆様の真心のご支援により議員に押し上げて

いただき５年目に入りました。日々の議員活動、

皆様からのご相談など多くのことを学ばせてい

ただき、心より感謝の気持ちでいっぱいです。

３月議会は、１日から始まり、２３日の会期でした。

一般質問では、２２名中１８名が登壇し、私は今

回、３項目を質問。ご相談頂いたお声を元に質

問致しました。これからも、皆さまのお声を、市

政に反映できるよう取り組んでまいります。
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どちらも、左から3番目：河野参議院議員

4月7日ママZルーム・AふぁみりーSの方々との懇談会で、
活動内容と自閉症への理解と支援の訴えを頂きました。

4月2日 世界自閉症啓発デー☆
4月2日～8日 発達障がい啓発週間☆

１月11日 公明党佐賀県本部賀詞交歓会☆
山口県知事を始め、多くの皆様にご出席頂きました。

右 ：唐津市議・宮本えつ子議員
中央：みやき町議・目野さとみ議員鳥栖市より横尾副市長

1月 5日 商工会議所新年賀詞交換会
7日 消防出初式、成人式

街頭演説鳥栖市2ヶ所
8日 総合資格合格祝賀会
9日 鳥栖商工センター新年賀詞交換会
11日 公明党佐賀県本部新春賀詞交歓会
12日 総務文教常任委員会
15日 市庁舎パブコメ説明会
16日 議会基本条例議員研修会
26日 みやき町産前産後サポートステーション様訪問
31日 同和問題

2月 3日 鳥栖地区文化祭　受付役員
5日 議会運営委員会
6日 鳥栖三養基西部環境施設組合

佐賀県東部環境施設組合
7日 都市計画審議会説明会
9日 公明党女性委員会H30年度政府予算説明会
14日 議会改革検討会
15日 都市計画審議会
18日 キッズミュージカル公演会
19日 議会改革検討会
20日 孤立防止センター視察
21日 会派代表者会議
22日 議会運営委員会
23日 全体勉強会
24日 街頭演説　鳥栖市3ヶ所
25日 佐賀県予算説明会

3月 1日～23日 ３月議会
9日 鳥栖中学校卒業式
11日 鳥栖良かとこカルタ大会
16日 鳥栖小学校卒業式
17日 肥前さが幕末維新博鳥栖キララ館式典
18日 桜マラソンボランティア
26・27・29日　地方議員研究会セミナー
31日 ROCKETセミナー
22・23日 街頭演説　鳥栖市4ヶ所

4月 1日 鳥栖市３カ所で街頭演説
5日 議会運営委員会
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

主　な　活　動

左から3番目：河野参議員 後ろ右から：中本県議・河野参議員



４７都道府県の女性議員が
研さんしました☆
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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、ご覧ください🌸

鳥栖良かとこカルタ大会☆
( 3月11日：鳥栖まちづくり推進ｾﾝﾀｰ)

子どもも大人も真剣です☆孤立防止センター視察☆
（２月２０日：博多）

女性局長の竹谷とし子参議員
とコメ助☆ （党本部で）

山口代表が激励に☆

伊藤孝枝
参議員

高瀬ひろみ
参議員

公明党女性委員会H30年度政府予算説明会☆（ 2月9日）
全国より約100名の代表が参加。政府よりH30年度の予算説明を受けました

産前産後サポートステーション様を訪問☆
産後デイサービスについて一般質問（３面）

（１月２６日：みやき町）

肥前さが幕末維新博

鳥栖サテライト館☆

トットちゃんとウイントス君が

お出迎えしてくれました。

（中冨記念くすり博物館）

来年1月14日まで開催中。

鳥栖の歴史を学べます。

３月８日「国際女性の日」
１日～８日は、
「女性の健康週間」を
記念して街頭演説☆

(トビトビなるままに)
小林大騎君！県立神崎高等学校入学

おめでとうございます🎉



我が国は、中小企業・小規模事業者が、
雇用の７割を支えており、ここの景気が良くなら
ないと、多くの人に好景気の実感を持ってもら
えない。２月、中小企業支援策の平成29年度補
正予算が可決・成立した。補助事業の内容は？

ＳＤＧｓの、『誰一人取り残さない』 とのテー

マは、生命・生活・生存を最大限に尊重す

る人間主義と合致するものだと確信します。

鳥栖市総合計画など、各種計画や戦略、

方針の策定や改訂に当たっては、SDGsの

要素を反映させることを訴えました。

3月一般会計補正予算の主なもの。
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

質問

ものづくり・商業・サービス補助金・小規
模事業者持続化補助金・サポイン補助金・ＩＴ導
入補助金がある。市町村は、導入促進計画を策
定し、中小企業は先端設備等導入計画を定め
市町村の認定を受けることとなっている。

議員のご指摘のとおり、今回の特例措
置では、固定資産税の課税標準を３年間０にす
ると表明した市町村の中小企業等は、４つの補
助事業の優先採択を受けることができる。
中小企業等にとって大きな後押しとなるものであ
り、この補助事業を利用しやすい環境をつくるこ
とは本市の中小企業への支援になると考える。
前向きに取り組んでまいりたい。

答弁

平成30年3月定例会

◇鳥栖ふるさと寄附金について◇
事業内容を選んで寄付する政策コンクールや、
ホームページ等でのＰＲの必要性を提案｡
H28年度実績： ４１２万円
H29年度実績： １億３,000万円 に増加

平成３２年度までを集中投資期間と位
置づけ、設備投資に係る固定資産税の特例措
置などが定められているが、本市において､固定
資産税の減免を「ゼロ」にすることは、補助金の
優先採択があることなど、中長期で見れば税収
増に繋がる。減免を「ゼロ」にする条例策定をす
べきであると思うが、どうか？

◇ 一 般 質 問 項 目 ◇

１．『誰一人取り残さない』

SDGs(持続可能な開発目標)

２. 中小企業の設備投資支援

３．切れ目ない産前産後ケア

◇企業版ふるさと納税について◇
市民の皆様より、「鳥栖はもったいない」とのお声を頂き、
『企業版ふるさと納税』を取り組むべきと、訴えていました。
H30～31年度にかけて、スタジアム塗装改修事業が決定。
(株)サイゲームス様より、総額６億７，３００万円のご寄付。

３月９日本会議一般質問

ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）

１．『誰一人取り残さない』 SDGs
(持続可能な開発目標)について

２．中小企業の設備投資支援について

固定資産税の減免「ゼロ」になります！

質問

答弁

昨年3月議会で、鳥栖ふるさと寄附金と企業版ふるさと納税への取り組みの提案が実現！



妊娠期から子育て期にわたる総合的
相談支援の窓口の整備を行い、支援プラン
を立て、きめ細やかな支援を行なっていくと
のご答弁でした。これは、子育て世代包括支
援センターのことを指している。私は昨年3月
と9月議会でも子育て世代包括支援センター
について取り上げ、今後、関係各課と子育て
世代包括支援センターの設置を協議していく
とのことでした。あれから、１年半が経った。
今、どんな協議が行われて、今後どのように
取組んでいこうとされているのか？

様々な面から不安を抱えておられる
方に対して、いかに総合的な支援をしていく
かが課題とのことだが、対策はどのように考え
るのか伺う。

議員ご指摘の子どもの医療費助成に
係る国民健康保険の減額調整措置について
は、今後、担当部署と協議してまいりたい。

答弁

自治体が独自に行う子ども医療費の
助成に対し､政府が科してきたペナルティー
が、公明党の主張を受け、2018年度から未
就学児までを対象とする助成へのﾍﾟﾅﾙﾃｨｰ
が廃止される。この財源を『産後デイサービス
への事業』支援に充てて頂きたいが、見解は。

質問

妊娠期から子育て期にわたる多様な
ニーズに対応する『子育て世代包括支援セ
ンター（日本版ネウボラ）』
母子への支援体制を強める事が児童虐待の
発生を予防する観点も踏まえ、整備を市町村
の努力義務とした。
残念ながら、鳥栖市は、設置されていない。
妊娠、出産前後、子育ての各ステージに応じ､
助産師や保健師などの専門職が、相談支援
や助言・指導、情報提供などで母子をサポー
トし、保育所などの子育て支援機関や医療機
関との連携の軸となる役割も担う。そこで、本
市における産前産後ケアの課題を伺う。

様々な疾患の治療をしながら妊娠、
出産、子育てをしている方も増えている。
このように、様々な面から不安を抱えて妊娠、
出産、子育てをしておられる方もあり、関係
機関・庁内の関係部署と連携を密にし､いか
に総合的な支援をしていくかが課題と考える

質問

訪問や相談等に係わるマンパワー
の確保に努め、相談しやすい環境づくりと各
サービスの市民への周知を行う。また、医療
機関や子育て支援関連の関係機関、庁内
の各部署と情報共有をし、連携をとりながら、
切れ目のない支援を行なっていく。

３切れ目ない産前産後ケア

答弁

H27年度 20件

H28年度 31件

H29年度2月末時点 54件

妊婦、乳幼児の転入に伴って、
継続支援依頼のあった件数

ある 時々ある 計

6.3% 42.2% 48.5%

64.4% 64.4%

おなかの子どものこと 26.6%
出産に関すること 19.2%
経済的なこと 15.7%

最近悩んだり落ち込んだり
することがありますか？
現在、不安や心配なことが
ある

アンケート内容

61.5%

平成28年度に妊娠届出をされた方へのアンケート

質問

答弁

質問

みやき町が行っている産前産後サ
ポートステーション（産前産後は何かと不安になり
がちで、安心して「子育ち・子育て」ができるよう、助
産師、看護師、ストレスケアカウンセラーが「赤ちゃん
とママ」をサポートしている。）

心身が癒され、子育てに頑張ろう‼との気持ち
になるとのお声を伺った｡産後デイサービス
の利用料は､みやき町の方3,500円。町外の
方は15,000円です。（1月の時点では、企業様の
助成を頂き町外の方は7,000円）

ご答弁に、いかに総合的な支援をしていくの
かが課題と考えた時、産後デイサービスは、
本市にとって大変必要な事業である。産後デ
イサービス利用者（鳥栖市民）への補助を行
い、支援を行ってはどうか。

質問

デイサービスの利用もあるかと考える。
現在、補助は予定していないが、現在本市
で実施している産後ケア事業を行い、妊娠
期から子育て期にわたる総合的相談支援の
窓口の整備を行い、支援プランを立て、きめ
細やかな支援を行なっていく。

答弁

答弁 「子育て世代包括支援センター」を、
なるべく早い時期に設置できるよう、機能や
設置場所について協議している。


