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年度までに

打つのか、第５次総合振興

か、そのためどんな戦略を

市をどんなまちにしていくの

合戦略を求めています。小郡

各自治体へ人口ビジョンと総

ひと・しごと創生）を掲げ、

で地方活性化の推進（まち・

①国は、少子高齢化の進行

介し、広く普及を図っていき

康体操をいろんな行事等で紹

います。一例ですが、小郡健

などの継続が重要であると思

づくりのウォーキング、体操

います。食生活の改善や健康

みんなで守る仕組み作りを行

自分で守る、みんなの健康は

ていきます。②自分の健康は

て、子育て支援の充実を図っ

進んでいます。その対策とし

難しいですが民間開発が３つ

で推進します。６万５千人は

めて構成する新たな組織体制

す。全庁的体制と産学官を含

を示した総合戦略を策定しま

各施策の数値目標や重要指標

や弱みを含め特性を把握し、

客観的なデータで本市の強み

り、積極的に推進します。③

路照明の設置を求められてお

す。②横断歩道新設の際は道

警察と連携を図り検討しま

ない道路や交差点部について、

市長―①カラー舗装は歩道の

考えをお尋ねします。

組むべき課題ですが市長のお

進は市民との協働として取り

考えます。特に一方通行化推

加してもらうことが必要だと

ンティアメンバーの方にも参

安全点検実施には地域のボラ

一方通行化の推進、⑤通学路

道路など離合が難しい箇所の

要道路の照明の増設、④狭隘

夕通り、本郷・基山線など主

に横断歩道照明の設置、③七

代表質問

計画で示した

佐藤尚武議員
（悠成会）

小郡市の“今後の戦略”
と“健康づくり”どうす
る！

６万５千人という人口目標は

歩行者の通行が多く道路照明

の設置など行政区を越えた対

交通安全施設整備や一方通行

ります。④・⑤道路照明等の

明の設置を検討する必要があ

は、安全確保のために道路照

が十分でない歩道等について

ます。

万

個人質問

どうなるのかについて、②国
民健康保険は赤字ですが、国
万円強で、全国平均の

保一人あたりの医療費は年間

交通安全対策の
方針について

応が必要と考えられる課題に

ついては、校区、まちづくり

行者安全対策として①路側帯

通学路並びに主要道路の歩

働の観点で取り組みが進めら

慮しながら市民と行政との協

交換を行い、地区の実情を考

組織や関係者の皆さんと意見

のカラー舗装を進めること、

れるよう検討します。

入江和隆議員
（清和会）

市長―①的確な現状分析を行

②安全な横断を確保するため

す。

うことが最重要だと考えます。

推進方法についてお尋ねしま

指すといわれている具体的な

くり日本一のまちづくりを目

円の節減ができます。健康づ

全国平均の額になれば約６億

円に対して非常に高く、もし
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障害者に
優しい福祉を！

者の方は半額の２６０円で入

自校式給食の
早期実現について

年７月開設以来、泉質が良い

満天の湯については平成

る方の入場料については、４

て障害者など介助を必要とす

者の入場料の条例改正と併せ

だいていますが、今回要介護

が発生したため、校舎の耐震

福岡西方沖地震など自然災害

と整備を進めてきましたが、

順次立石小学校、御原小学校

平成

年度の味坂小学校から、

全な給食を提供できるよう、

達に向けておいしく新鮮で安

えられますが、まずは子ども

ルのシステム構築はなされて

が廃食用油の回収・リサイク

会」の確立を目指しています

また、当市は「循環型社

します。

有利な補助制度の検討を行い

いません。⑤システム構築に

市長―さまざまな可能性は考

ながら早期建設に向けて取り

ついてお尋ねします。

％を予定しています。

ために再構築の議論を行って

②収益がある宅配事業にする

率は

環境経済部長―①プレミアム

組んでいきます。

「まち・ひと・しごと
創生法」を活用し、商
業の活性化を！

へのサービスに基づいた細か

が必要です。利用者一人一人

の教育の観点に加え、学校施

行われる予定です。従来の食

給食センターの設計と建設も

そして中学生を対象とした新

野小、三国小、のぞみが丘小、

を開始、引き続き大原小、東

建設し、平成

郡小学校の自校式給食施設を

した。今後、平成

ために①魅力ある商品券にす

受けている市内商業の再生の

商業施設の開店により打撃を

スです。その様な中で、大型

連携を行う上で大きなチャン

りと活性化、そして産業間の

事は、市の産業全般の基盤作

づいて国からの補助を受ける

創生法に係る総合戦略に基

いきます。

仕組み作り等を調査検討して

処分費用の軽減にもなるので、

はなく、リサイクル率を高め、

市長―⑤ごみの資源化だけで

調査検討していきます。

であり、助成制度など十分に

議員からの提案も有効な方策

いきます。③商工会で情報提

な支援を推進すべきだと思い

設は災害時に防災拠点となる

るための本年度のプレミアム

万５千人の方が利用され、

市長―①平成
間
特に家族風呂は障害者の方が

年度から供用

27

も周知を図っていきます。④

6

浴することができ、また家族
風呂を障害者の方が利用する
場合は入場料のみで利用でき
ます。③現在介助者の方は一

ことから市内外を問わず子ど
月１日から１３０円で利用出

化工事が優先的に進められま

後藤理恵議員
（悠成会）

もから高齢者、障害者など多
来るように施行規則の改正を

般の方と同じく５２０円いた

くの方が利用されていますが、
予定しています

佐々木益雄議員
（清 和 会）

障害者を手助けする介助者は

小学校の自校式給食施設は、

一般と同じ５２０円の入場料

ますが、①利用状況について、

ため、自校式給食設備を生か

割合について、②買い物弱者

６００件余り利用されていま
す。②施設のバリアフリー化

供されていますが、市として

②障害者への配慮について、

した炊き出しの提供ができる

対策にもつながる「がんばろ

を行い、家族風呂へは車椅子
で移動ができ、また風呂場内

28

年度に小

③介助者の入場料についてお

防災の観点、また少子高齢化

う会」の宅配事業の支援につ

尋ねします。

に向けて給食設備を活用した

いて、③創業や開業のための

年度実績で年

高齢者への宅配サービスの提

相談窓口開設について、④空

に車椅子対応のトイレやスラ
イド式椅子等の補助具を設置
しています。
保健福祉部長―②一般の方の

助制度の構築についてお尋ね

補助制度や改装費に対する補

供という福祉の観点、三つの

25

入場料は５２０円ですが障害

ます。

観点より総合的に自校式給食

城山雅朗議員
（清和会）

20

17

き店舗に対する期限付き家賃

満天の湯

16

の早期実現についてお尋ねし

19
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自校式給食、整備計画
の前倒しを！
の要望書を国に提出していま

合会を通して支援措置のため

り、全国市町村教育委員会連

戸という結果が出てい

ち管理不全の状態にある空き

る空き家は４２９戸、そのう

態がなく常時無人の状態にあ

き家実態調査では、居住の実

う家族の気持ちを受け入れて

ぜひ、多くの子供の健康を願

通院は就学前までのままです。

案がされています。ところが、

ら中学校卒業までの助成の提

給食施設の整備とともに、食

ていきます。②順次、自校式

大原小、東野小と整備を進め

安定や財政状況を考え、順次

望ましいのですが、児童数の

て、②アルマイト食器からＰ

① 年次計画の短縮につい

実に３軒に１軒が空き家とい

という計算がなされており、

５年には

％が空き家になる

を打ち出さなければ、２０３

調査では、このまま何も方策

０万戸あります。野村総研の

全国で、空き家戸数は８２

ご意見を伺いながら、早急な

中には打ち出し、色々な方の

的なものについては、今年度

究し検討していきます。素案

的な内容については、調査研

要だと思います。個別・具体

総務部長―②条例の制定は必

ます。

の制度化にも取り組んでいき

提供する「空き家バンク」等

合わせて、空き家等の情報を

るよう努めていきます。また

く早い時期に条例が制定でき

改正の動向を注視し、なるべ

特別措置法による対応や税制

状況を参考にしながら、国の

②先行的な自治体の取り組み

ます。

す。

今後の検討をお願いいたしま

きるのではないでしょうか。

３年生迄通院の助成も拡充で

ば、その財源をもとに、中学

県が小学校卒業まで拡充すれ

同じように答えられています。

です。知事選の他の候補者も

す。４月

述べたと新聞には書いていま

充を検討する」ということを

年齢の引き上げなど大幅な拡

助成は少子化対策の重要な柱、

の県議会本会議で、「医療費

岡県の現小川知事が２月

助成拡充をお願いします。福

もらい通院も中学校卒業まで

食における地産地消の取り組

取り組みについて、②学校給

をめざしていますが、①その

て健康で豊かな食生活の実現

画」では、地産地消を推進し

郡市食料・農業・農村基本計

支える大切なものです。「小

家は

す。

器の充実もあわせて進めてい

う状況になります。①現在、

新原善信議員
（市 民 ク ラ ブ）

きます。③検証内容、方法、

市内の空き家について、数字

③小郡小給食民間委託試行に
ついて、④給食費の補助につ
いてお尋ねします。
教育長―①早期の施設整備が

日

期間等については、小郡市学

制定に努めていきます。

日は県知事の選挙

13

百瀬光子議員
（公 明 党）

食料は健康で豊かな生活を

みについて、③買い物弱者対

ると考えていますので、今年

のある施策を講じる必要があ

す。限られた財源の中で効果

が必要になると推計していま

拡充については、多額の予算

確保という視点から、民間の

ていきます。③日常生活品の

おける使用率の向上を促進し

の認知度を高め、学校給食に

ための支援を行うと共に、そ

しては、直売所の充実を図る

市長―①施策の方向性としま

策についてお尋ねします。

度の子ども医療費の支給実績

既存の宅配や配食事業を拡充

するなど、さらに検討を加え

や他市町村の状況を見ながら
ます。

今後については検討していき

市長―医療費助成の通院への

健康で豊かな
食生活を！

校給食検討委員会設置後、ま

としてしっかり把握していま

市長―①本市の空き家の総数

竹腰 昭議員
（共 産 党）
小郡市子ども医療費助成制
度の入院については来年度か

12

ＥＮ 食 器 へ の 転 換 に つ い て 、

ずは検証内容について議論し、

すか。 ②空き家等の適正管

空き家対策
条例について

それに基づき、期間等を決定

理条例（空き家対策条例）等

は２６００戸あり、ここ５年

立山 稔議員
（清 和 会）

し、しっかりと検証を行って

大原小以降は直営で行う予定

間で１６０戸増加しています。
10

子ども医療費助成制度
について
の制定も考えていますか。

93

いきたいと考えています。ま

です。

また、平成

た、検証結果が出るまでは、

教育部長―④厳しい家庭がふ

月に各行政

えている中で、給食費が上が

区長を対象として実施した空

年

るというのは大きな課題であ

7
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だける環境整備を早急に進め

て、市民の皆様にご協力いた

きたいと考えています。加え

ながら事業の推進を図ってい

す。

の見直しについてお尋ねしま

拡充や一括集中管理など運用

を超える公用車の共同利用の

小郡市の児童生徒の安全は守

この事件を受けて質問します。

る痛ましい事件がありました。

河川敷で中学生を被害者とす

小郡市を日本一にする
施策について

その中で示された人口の将来

は身体に被害が生ずるおそれ

文部科学省が実施した生命又

について、②施政方針の策定

①マスタープラン後期計画

隊であるプロジェクトチーム

総務部長―④具体的な実行部

の整備に努めていきたいと考
テムで利用状況を把握し、予

校の枠を超えて関係機関と連

ルカウンセラーを配置し、学

の専門的知識を有するスクー

を市費で２名、また心理面で

スクールソーシャルワーカー

③福祉の専門的知識を有する

の関係機関との連携について

催し、警察や児童相談所など

め問題対策連絡協議会」を開

平成

年度中の地方版総合戦略の

援制度や新たな交付金の創設、

③国からは、１月

日付で支

証した上で公表しています。

政評価システムを活用し、検

進行管理や事業の成果は、行

考えています。②施策自体の

年３月議会に上程したいと

と策定委員会を随時開催し、

庁内体制は計画策定本部会議

合振興計画審議会で審議し、

すが、小郡市としての考えを

らかの支援策が必要と考えま

いる担い手農家に対して、何

を主体に規模拡大を実践して

の対応について、②稲作経営

年産米の米価下落における市

に厳しくなっています。①

作農家を取り巻く状況は非常

前年度と比べると半減し、米

米に対する直接支払交付金は

去最低まで下落し、その上、

ました。ところが、米価は過

携しています。

も取り組んでいるところです。

26

8

展望や施策の重要業績評価指

標を織り込みながら、本市の

特徴を生かした総合戦略を策

市長―現在の共用利用車は、

があると見込まれる者に関す

定する必要があると考えてい

台となっており

財政課、協働推進課、教務課

を立ち上げ、市と仕事の目標

られているのでしょうか。①

が管理する

過程について、③まち・ひ

に沿った形でポイントを絞り、

ていきます。
教育長―②学校給食施設の自

る緊急確認調査について、②

と・しごと創生について、④

グループ分けを行い、取り組

えています。

山田 忠議員
（清 和 会）

農業問題について

ます。

校式化を進めていきますので、
ます。共用利用車につきまし

いじめ対策について、③不登

その推進体制と職員体制につ

みたいと考えています。

成富一典議員
（清 和 会）

地産地消の拡大に向けて体制
ては、全職員が庁内予約シス

校対策についてお尋ねします。

いて、具体的な取り組みをお
尋ねします。

教育長―①小・中学校ともに

約できるようになっておりま
この事案に該当する者はおり

市長―①平成

す。さらなる管理の効率化の

齢化率が上がる
ためには、各課の公用車の利

ません。②平成

度を計画期間とした後期基本

年後を見据

えたまちづくりというものが
用状況を把握しながら、共用

郡市いじめ問題等対策委員

計画を策定するため、昨年７
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年

どうするのかというような

公用車の総台数を抑制してい

防止、早期発見、早期対応、

計画策定本部会議を設置、基

位置付け農政改革を行ってき

年度より成長

本方針を策定し、作業を進め

政府は平成

早期解消に向けて適切な対応

ています。有識者等による総

32
年度より「小郡市いじ

28
を協議し取り組んでいます。

年度から
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