
12月議会 一般質問１ 

 免許証自主返納支援と、市内全域の公共交通整備を  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

  

新しい年が みなさまにとってご健康で幸多き平和な年になりますようにお祈り申し上げます。 

日頃からのご支援とご厚情に心より感謝申し上げます。 

昨年は、北部九州豪雨災害によって朝倉市や東峰村が甚大な被害が受け、今も被災された方々の

苦難が続いています。政治的にも、核戦争も招きかねない軍事的緊張が高まっています。 

希望は、「核兵器廃絶国際キャンペーン（ICAN）」と、長崎出身被爆 2世のカズオイ

シグロさんがノーベル賞を受けたこと、広島高等裁判所が伊方原発（四国・大分沖）

の差止めを決定したことです。市民の力で、核廃絶は夢ではありません。 

平和ありて地方自治・住民の福祉の向上あり。本年も憲法を活かし、子ども、女性、

少数者、高齢社会の支援に取り組んでまいります。どうぞよろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大切なのは ひと、自然、平和 
ま つ ざ き     百 合 子   

 

松崎 ゆり子 
大野城市議会議員 議会便り  2018年 冬春 Vol. 9 

安心して生きられる未来のために 憲法を護り    

子どもたちの居場所・食、高齢社会の支援に取組みます 

 

 

高齢運転者の事故増加により県内22市町村が返納支

援を実施しています。車がなくとも外出したくなる「西

鉄グランドパス６５」の支援を提案。また、南地区から

の JRや市役所方面への交通や、妊産婦等含めて誰でも、

外出しやすい公共交通の検討を求めました。 

本市では、「バリアフリー基本構想（H30-39 ）」を

策定中です。また、バス交通協議会ではバスによる生活

交通の維持や利便性等協議されています。 

南地区への「まどか号」の導入や、「ドア TO ドアの

オンデマンド（予約制）タクシー」も含めた公共交通の

計画・整備が急務ではないでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

☜南地域ではコミュニティの皆様のご尽力で 10人乗りの

ふれあい号が走っています。（対象は 65歳以上、無料。

2 コースを隔日運行、毎日運航の希望など聞かれます。） 

市北東地域では、コミュニティバス「まどか号」が走っ

ています。誰でも乗車可。運賃 100円（40分以内

の乗り換え無料）。6～22時頃まで 5ルートをほぼ

30分毎に運行。 👇まどか号ルート図  

南ヶ丘１区どんと焼き 

無病息災を祈ります 



12月議会 一般質問２ 

子育て世代包括支援センターの開設と産後ケア事業 
児童福祉法の理念が 子どもの権利条約にそって改正されました  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2016年度の決算  歳入は３４１億円、歳出は３３４億円（6.6億円黒字）＊金額は約です 

・市債 ２１６億円（市民一人当たり 21 万円） 

・基金 １６０億円（市民一人当たり 16 万円） 

（※家計でいえば市債は借入金、基金は預貯金） 

歳出について（1.9億円増） 

■投資的経費の普通建設事業費は、42.3億円 

（前年比 8.2億円増。主な内訳） 

・ふるさと館整備・運営事業 8.7 億円 

・小学校校舎等大規模改修費 4 億円 

（平野小 1 期 1.6 億・大利小 2 期 2.4 億） 

・中学校校舎等大規模改修費 3.5 億円 

（平野中空調 7 千万・大野中１期 2.7 億） 

■扶助費は 91億円（前年比 4.4億増） 

  年金生活者等支援臨時福祉給付金、 

  施設型給付費、障がい児通所給付費等 

■公債費は 39億円（市債を繰上償還の為増） 

歳入について（1.8億円増） 

■納税義務者の増加により個人市民税等増 

ゆり子 2016 年に全ての児童が健全に育成されること

を目的に、児童福祉法等が改正。市町村に子育て世代

包括支援センターの設置が努力義務化された。本市は 

市 開設に向けた準備中。子育て世代包括支援センタ

ーでは、全ての妊婦に対し支援ニーズを踏まえた支援プ

ランを作成するほか、妊娠期から出産、子育て期におけ

る切れ目のない支援を実施することにより、保護者の不

安や負担を軽減し、虐待の予防を目指す。 

ゆり子 産後ケア事業は、訪問アウトリーチ型、デイサー

ビス型、宿泊型など示されている。本市では 

市 母子保健サービスの拡充事業として調査・研究中。 

ゆり子 子ども虐待は深刻。取り組みと課題は 

市 早期発見と適切な保護、支援を図るため要保護児

童対策地域協議会を設置。また子ども相談センターを設

置し、電話や面接相談、家庭訪問など実施。昨年度は

延べ１万 2,170件、内虐待相談は 4,543件。 

提言  子どもの権利条例 制定を！ 

児童福祉法第一条は、「全て児童は、児童の権利

に関する条約の精神にのっとり、適切に養育される

こと、その生活を保障されること、愛され、保護さ

れること、その心身の健やかな成長及び発達並びに

その自立が図られること、その他の福祉を等しく保

障される権利を有する」と。 

二条は、「意見が尊重され、その最善の利益が優

先して考慮され」と意見表明権が明記されました。 

条例制定について市長は「子どもの基本的権利の

趣旨は市の各施策に反映をして取り組んでいる。改

めて条例制定は考えていない」と答弁。今後も子ど

も最優先の街づくりと「条例」制定を求めます。 

相談は、 
児童相談所全国共通ダイヤル（24時間）：１８９ 

大野城市子ども相談センター：０９２－５８５－２４６０ 

ゆり子 望まない妊娠を防止するためには性教育

（性と生殖の健康と権利教育）が何より重要 

市 小学校では、４年の保健の授業にて思春期を

迎えた男女の体の違いなど年４時間。中学校では１

年の保健体育科にて男女の生殖機能発達や性的

関心の高まりと異性の尊重等年３時間。中学３年で

性感染症の予防など年２時間学習。 

 

 

 

 

 



9月議会 一般質問１ 

高齢者福祉：保険・利用料負担軽減と介護離職防止等支援

を 
 

一般質問２小学校からの非暴力教育を 

本市では 2015年度より全中学２年生を対象に、デートＤＶ防止

教育が行われています。受講した生徒のアンケートでは、79.4％が

「自分は大切な存在であると確認できた」と回答。自尊感情の育み

等評価されます。一方性暴力被害は 10 歳未満も 10％前後と深刻

です。男女共同参画第 4次計画に、小学校から導入を求めました。 

CAP（子どもへの暴力防止）プログラムは、子どもの権利を学び、

いじめや誘拐、痴漢等から、自分の心と身体を守る教育です。審議

会等の意見を参考に検討との答弁でした。 

 

９月議会（26日～10月 23日）の主な審議 ＊約円省略 

■56～59号議案ふるさと館工事請負金額の変更（反対） 

・建設建築工事 12億 6407万 1960円へ（3800万増） 

・建設電気設備 1億 9690万 4520円へ（292万増） 

・建設機械設備 3億 9085万 5240円へ（517万増） 

・展示施設設計・制作設置 3億 6089万 8200円（471万増） 

＊計約 5千万円の増額。継続費設定額の範囲内でしたが反対 

■H28年度一般会計歳入歳出決算認定（反対） 

 ＊マイナンバー制度批判から反対しました。 

■H29年度一般会計補正予算（計 5.3億円）（賛成） 

・基金積立金（3.6億） ・市債繰上げ償還（1.3億） 

・中学校ランチサービス自動券売機増設費用（278万） 

・老朽危険家屋相続財産管理人専任事業（申立金 791万） 

・高架下利用について検討協議会立上げ補助金（450万） 

・まどかぴあの変電設備 21年経過の為予防措置（440万） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ゆり子 国では、社会保障費の抑制をめざし、要支援

１、2 のサービスを市町村事業に移行、利用者の２割負

担も導入。第７期介護保険事業計画は 

市 在宅の中重度の要介護者を支えるサービスが不足。

７期では昼夜を問わず定期の頻回訪問など検討。 

ゆり子 働く介護者は 290万人、介護離職は年間１０万

人、男性介護者は 34％百万人以上、支援は 

市 通い、泊り、訪問のサービスができる小規模多機能

型事業所が各コミ毎に整備している。 

地域包括支援センターでは、介護保険や福祉サービ

スなど年間約 2500件の多様な相談に対応。7月のア

ンケートでは、「介護を行いながら今後就労を続けていく

のは難しい」の回答がフルタイムで 16.9％。県はイオン下

大利店で「介護と仕事の両立」の相談を行っている。 

男性料理教室を開催。 

男性介護者 

 

 

多様なサービスがあります。相談を 

本市では、昨年 10 月より各コミに地域包括支

援センターが設置され、細やかなケアシステムが

目指されています。4 月からは第７期介護保険事

業計画がスタートします。高齢化の進行は予測通

りに対して、要支援要介護認定者は横ばいとのこ

とで、元気な高齢者が増えておられるようです。 

施設的にも、80 床の特別養護老人ホームが今

年度中に完成予定で、待機者も順次利用可能との

ことです。保険料の基準額は、月 5140 円年

61,680円、介護保険利用者の自己負担は、平均

年 20万６千円。新年度から更に上がりそうです。 

相談は、092-501-2306すこやか長寿課へ 

👆第 4次男女共同参画基本計画への

パブリックコメント（意見公募）が行われ

ます。1月 15日～2月 14日。 

案はホームページまたは各コミ等に。 

（問合せ：人権男女課５０１－２２１１） 

つぶやき マイナンバー制度に思う 

■昨年 11 月から社会保障・税番号（マイナンバ

ー）制度の情報連携が本稼働しています。９、12

月議会では、本年 3 月から日本年金機構と連携す

るためシステム改修費用計 307 万円余が計上。 

9 月決算委員会では、マイナンバーのために投入

した累計を問いました。26～28 年度で 2 億 173

万 5 千円とのこと（国庫補助金有）、この他に職員

の膨大な時間とエネルギーがかかっています 

情報の国家管理！ マイナンバー制度や盗聴法に

よって市民の情報は身ぐるみ監視・把握されていき

ます。一方、特定秘密保護法によって国家権力情報

は隠されます。6 月には現代の治安維持法といわれ

る共謀罪が、禁じ手により可決しました。戦争や基

地、原発への反対など政府に都合が悪ければこじつ

けで逮捕できる、息がつまる自由のない情報管理・

監視社会の制度に囲まれてきました。 

改めてマイナンバーの怖さを感じ 9 月議会で

H28 年度決算認定に反対しました。（ゆり） 

 



松崎ゆり子後援会（ゆりネット） ご意見・ご相談、いつでもどうぞ 

TEL：080－5283－7037  FAX：092－595－7037 

〒816－0954 大野城市紫台１３－１７  ﾒｰﾙ：yuri1955@csf.ne.jp   http://matsuzakiyuriko.com/ 

＜入会のお願い＞会員の方には議会報告などを送ります。年会費 1000 円 郵便振替口座：01740-2-165868「ゆりネット」 

松﨑百合子（まつざきゆりこ）プロフィール 2015年 5 月より大野城市議会議員（都市環境委員会・前福祉文教委員会） 

ＮＰＯ法人女性エンパワーメントセンター福岡理事長 大野城市共生ネットワーク会員 福岡県女性研修の翼の会会員 

1955 年 5 月 熊本県天草市有明町生まれ。県立天草高校、熊本大学教育学部卒業。九州大学大学院修士課程修了 

12月議会（1日～19日）の主な審議 ＊約・円省略 

債務負担行為（来年度分の予算） 

■北保育所が移転し定員が拡充予定（設計費 3260万） 

（‘20年 4月～三笠の森小学校横桑の本公園へ） 

■ふるさと館関係（計 9030万円） 

・企画展等企画運営費（3505万） 

・総合案内・常駐保安業務（3730円） 

・備品・OA機器購入業務（1298万） 

・歴史資料室他資料及び備品等運搬業務（497万） 

■すこやか交流プラザ改修設計監理（918万） 

 シビックゾーン（市役所周辺）整備計画に基づくプラザ

の機能転換工事を‘19年 6月に完了させるため 

地方財政の充実・強化を求める意見書（可決・賛成） 

北朝鮮の弾道ミサイル発射及び核実験に抗議する意見書（同上） 

 

 

 

●H30年度からのファミリー交流センター（5年間）

といこいの里（3年間）の指定管理者が決まりました。 

●60 号議案 H29 年度一般会計補正予算（計 5.3 億

円） 

・JR 大野城駅点字ブロック整備補助金（57 万） 

・中学校ランチサービス自動券売機増設費用（278 万） 

・老朽危険家屋相続財産管理人専任事業（申立金 791 万） 

・高架下利用について検討協議会立上げ補助金（450 万） 

・まどかぴあの変電設備 21 年経過の為予防措置（440 万） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

活動ダイアリー（８～12月） 

 

👆8月 26-27日「小中ふれあいの旅」（社

協主催）に参加。障がいのある子どもたち 13

名と総勢 41名。最高に楽しい旅でした！ 

👆11月 3日（憲法公布の日） 

高校生平和大使らとデモ行進（天神） 

👆11月 議会報告会（平野台公民館）。 

2班に分かれ 4 コミ＋2公民館で開催。 

身近な公民館での開催が特に好評でした。 

👆10月レンタサイクル実証実験 

市役所－下大利―南ヶ丘回遊。電

動自転車はずんずん走り快適でした。 

👆１１月８日南コミ 「番茶の会」、お一人暮ら

しの高齢者の集いです。 

おてもやんなど踊りや歌・・・心づくしのプログラ

ムに皆様と共に時を忘れました。 

お知らせ学習・軽食支援のボランティア募集！ 
大野城学習支援室・かぼちゃでは、毎週火曜日 

18時～20時に小中学生の学習支援を行っていま 
す（軽食つき）。学習や食事支援のお手伝いをどうぞ。 
連絡先：070－5699－4908（かぼちゃ） 
 

お知らせ 女性議員は見た！ 

議会は何をやれる？ 
1月 28日（日）13時半～ 
大野城市まどかぴあ 3階 
トーク：宗晶子築城町議 
辻本美恵子筑紫野市議、 

参加費無料 
主催：ℓ女性会議大野城支部 
共催：大野城市・アスカーラ 

7月 8‐9日全国フェミニスト議員連盟サマーセミナー 

子どもの貧困・学習支援、女性の政治参画等研修（岐阜） 

http://matsuzakiyuriko.com/

