
一一途途にに、、そそししてて地地道道にに 
２０１１年という年は、東日本大震災やなでしこジャパンの W 杯優

勝、九州新幹線の全線開通による新鳥栖駅の開業など我々にとってこの

先ずっと忘れることのできない年になりました。そして「絆」というも

のを深く考えさせられた年でもありました。 
  また私自身のことをいえば、3 期目の選挙を立派な成績で当選させて

いただきました。ありがとうございました。また２０年近く取り組んで

きました PJM フューチャーズから鳥栖フューチャーズ、サガン鳥栖と

続く支援も、サガン鳥栖がようやく「J1 昇格」の悲願を達成してくれて、

自身の念願がかないました。本当に一生忘れることのない一年です。   
これからも一途に、そして地道に努力していきたいと思います。 

 

子子どどもものの医医療療費費助助成成ががささららにに充充実実 
現在、3 歳未満の子どもの医療費は、病院の窓口で 300 円を支払うだ

けで済んでいますが、3 歳以上の子どもについては窓口でいったん全額

を支払い、その後に市役所に対して還付手続きを行う必要があります。 
このため、3 歳以上の子どもの保護者の方々から、病院の窓口での支

払い方法について「仕事を休んでまで市役所に行くことができない。払

い戻しの手間をなくしてほしい」「小さな子どもを抱えて市役所の窓口

に行くのも大変」「3 歳未満の子どもと同じように窓口で定額だけ    米国上議院議員 ダニエル・イノウエ氏と 
支払えばいいように変えてほしい」などの意見が多く寄せられていました。このようなことから佐賀県は、就学前までの

子どもの医療費の支払い方法について、窓口で一部負担を支払えば済むように県内の市町と調整を行い、ようやく今年の

4 月から改善されることになりました。 

◆病院での支払い方法の改善 

これまでは．．． 4 月からは．．． 

○ 3 歳未満は窓口で一部負担額を支払う 
 
○ ３歳以上就学前は窓口でいったん全額を 

支払い、後で市役所に還付申請を行う 

 
◎ ０歳から就学前まで窓口で一部負

担額のみの支払い 

◆県の市や町への補助対象の拡大 

これまでは．．． 4 月からは．．． 

○ 3 歳未満の入院と通院 
 

○ 3 歳以上就学前の入院 

 
◎ 0 歳から就学前までの入院と通院 

◆保護者負担額（1 カ月 1 医療あたり）の見直し 

これまでは．．．  4 月からは．．．  

○ 3 歳未満（入院と通院） 
上限 ３００円 

 
○ ３歳以上就学前（入院） 

 自己負担額の２分の１ 
  
  

◎0 歳から就学前まで 
 通院：上限５００円（２回まで） 

＊窓口での負担額が５００円に満たな

い場合は、その額で１回とみなされま

す。  
入院：上限１、０００円  

なお、鳥栖市では入院医療費に対する助成は中学入学前まで行われています。 
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ササガガンン鳥鳥栖栖のの JJ11 昇昇格格にに伴伴っってて  
練習環境の整備について 
◆昨年の 12 月、サガン鳥栖はようやく念願の J1 昇格を果たしてく

れました。過去にはチーム解散の憂き目にあい、その後も何度も危

機に見舞われてきましたが、それを乗り越えての昇格は多くの方に

感動や勇気を与えたものと思います。 
しかし、J リーグでは 2013 年度から「ライセンス制度」が導入さ

れクラブが常時使用できる練習場やクラブハウスの整備などが Jリ

ーグに存在する必須条件となります。 
 
県内唯一のプロサッカーチームであるサガン鳥栖は、市民に夢、感

動、活力を与えてくれると同時に、鳥栖市のイメージアップ、地域の活性化にも寄与してくれます。そのサガン鳥栖が J1
で安定的に活動することで、ホームタウンである鳥栖市はシティセールス、経済効果など、サガン鳥栖の存在効果を最大

限に享受できますし、サガン鳥栖は地域の宝であり、鳥栖市を輝かせる大きな存在であり、その効果はさらに拡大すると

確信しています。 
そういうことから、佐賀県と鳥栖市とで練習環境の整備が行われることになり、それぞれ当初予算を審議する議会に提

案されることになりました。以下にその内容をお知らせいたします。 
＜整備の概要＞ 

クラブハウス 2 階建て軽量鉄骨造・建築面積：約４１５㎡、延床面積：約８３０㎡ 
（事務室、会議室、更衣室、トレーニングルーム、浴室等） 

グラウンド 天然芝グラウンド 2 面、駐車場 
（芝生整備、給排水設備、外溝舗装、防球ネット、フェンス等） 

照明施設 1.5ｋｗ照明塔 6 基、電撃殺虫器６台等 
＜整備費（設計費を含む）＞ 

クラブハウス １億６１００万円 
グラウンド２面化 ３億 ８００万円 
照 明 施 設     ７９００万円 

合  計 ５億４８００万円 
 
整備費５億４８００万円は平成２４年度に佐賀県と鳥栖市でそれぞれ２億７４００万円ずつ折半しての支出となります。   

 

佐佐賀賀県県のの国国際際戦戦略略  
佐賀県は平成２４年度、海外拠点整備事業として中国の瀋陽・香港の事務所を設置。併せて県庁内に上海デスクを置き、

それぞれ専任職員を配置しました（２プラス１方式）。瀋陽と香港ではそれぞれ開設式典とビジネス交流会が開催され、

幸先の良いスタートが切れたと思います。また佐賀と上海の間に国際定期便が就航。１月から中国の春秋航空が週２便往

復しています。どの便も搭乗率が９０％近くあり、こちらも上々のスタートが切れたと思います。 

 

香港の開設式典等には私も実際に現地に飛んで参加してきました。 

ご存知の方もおられるでしょうが、香港は佐賀県の半分くらいの面積に７１０万人強（佐賀県の９倍近く）の人が暮らし

ています。金融や小売など第３次産業が国内総生産の半分以上を占める中で、農林水産業はわずかに 0.1％しかありませ

ん。しかも関税は一部を除いてフリー。さらに親日派の地域ですから日本からの輸入の土壌は十分にあります。しかし、

日本からの輸入額は香港全体のわずかに 6％強（2010年）。佐賀県としてこれをいかにして伸ばしていくか、にかかって

いると思います。 

今、香港は空前のワインブーム。同じ醸造酒に含まれる日本酒も売れています。輸入額も日本がダントツの1位ですから、

酒処の佐賀県としてこのチャンスを更に活かしていかなければなりません。また、牛肉も 2000 年に 56ｔの輸入量が 2008

年には 118ｔ、さらに 2010 年には 208ｔ、と凄まじい勢いで伸びています。 

 

佐賀県としてこれから中国へいかにして進出していくのか、その戦略をしっかりとたてて、県産品の輸出促進、外国人観

光客の誘致、企業の海外取引支援などの取組みを行っていかなければなりません。 
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一一般般質質問問かからら 

 児童虐待について  （平成 23 年 6 月定例議会） 

児童虐待の実態について 
◆佐賀県における児童虐待の実態はどうなっているか？ 

 
◎佐賀県の児童相談所における児童虐待の相談対応件数 

平成１８年度 ・・・・・１１４件 
平成１９年度 ・・・・・１０７件 
平成２０年度 ・・・・・１０９件 
平成２１年度 ・・・・・１１９件 
平成２２年度 ・・・・・１４０件 
 

◎平成２２年度における相談の種別   Ｈ２１  Ｈ２２               

身体的虐待            ３４件  ５４件（３８．６％） 
育児放棄（保護の怠慢、拒否）  ４１件  ３８件（２７．１％） 
心理的虐待           ３４件  ３５件（２５．０％） 
性的虐待                        １０件  １３件（  ９．３％） 

 
◎主な虐待者別 （ ）内は平成 21 年の割合 

実 母  ４９．３％（４５．４％） 
実 父  ３１．４％（３０．３％） 

 

児童虐待に臨む古川知事の決意について 
◆児童虐待防止法の中では、県知事の権限というものは、例えば必要に応じて立入調査を行うことができる、出頭の求め

に対して応じなかったり、あるいは立入調査を拒否する場合は裁判所の許可状を得て、臨検、捜索、いわゆる強制捜査を

行うことができる、必要に応じて警察署長の援助も求めることができる等、児童虐待に対して相当強いものがある。あと

は佐賀県当局の覚悟だ。疑わしき例でも迷うことなく覚悟を持って小さな命を救うために、古川知事はどういう決意を持

ってこの児童虐待に臨んでいかれるのか？ 

  
これまで例えば、家に入っていく、親に事情を尋ねる、といったことについては、人権との関係もあって、行政機関と

してはやや抑制的な対応をとってきたために、非常に悲惨な事例につながったこともあった。 私は常々、児童虐待の担

当職員には、一歩も二歩も踏み込んでやるように指示をしている。国の後ろ盾というものも得ている。今年度は、現場の

第一線で対応に当たる職員を 3 名増員した。 
秋に策定する総合計画に、医療機関、弁護士、保育所、学校、ＣＳＯなどの関係機関や団体の意見を伺いながら、どう

やってなるべく早く発見していくのか、そして早期に対応していくのか、また、虐待を受けた子供をどうやってケアして

いくのか、について盛り込んでいきたい。 
 虐待は未然に防ぐ、そして虐待によって命をなくす事例は絶対出さないという強い決意を持って、すべての子供たちが

身も心もともに健やかに成長するようにしていかなければならないと強く考えている。 （古川知事答弁） 
 

実際に総合計画２０１１政策カタログに児童虐待について以下のような具体的な取り組みが盛り込まれました。 
・児童相談所の体制強化など早期発見、早期対応体制の強化 

・小・中・高・特別支援学校管理職員・養護教諭等への研修、保育園、幼稚園での研修の検討・実施 

・児童養護施設等の整備（改築によるケア単位の小規模化） 

・児童心理療育機能の拡充（情緒障害児短期治療施設の整備等検討） 

・里親制度の普及・啓発 

 

この児童虐待問題については虐待をする側への対応や里親制度の充実など、取り組む課題はたくさんあります。引き続き

厳しく追いかけていきたいと思います。 

 

ここ 5 年間は連続して 100 件を超えており、

平成 20 年度以降は増加傾向にあります。 
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市市内内周周辺辺地地域域のの人人口口減減少少にに歯歯止止めめをを！！  
鳥栖市は昭和 29 年に市制が始まって以来、人口が伸び続け、まもなく 7万人に到達しそうな勢いです。 

しかし、人口増は市内の中心部や新興住宅地のこと

で、周辺地域（市街化調整区域）は減り続けていま

す。中には人口が激減し、小学校のクラスをようや

く 2クラスに保つ事ができている地区もあります。市街化調整区域は都市計画法上「開発を抑制すべき区域」とされてい

て自由に建物を建てることができません。分家住宅などは開発許可を受ければ建てられますが、線引き前（Ｓ48 年）から

土地を持っている家は分家できますが、そうでない家は分家できません。また線引きから約40 年が経過し、家族の家や

線引き後に取得した自己所有の土地でさえ家を建てることができず、要件が現状に合わなくなっています。以上のことか

ら、市街化調整区域の集落は、市街化区域と比較して人口減少・少子高齢化が著しく、伝統行事や祭りの維持など、自治

会運営が難しくなっているのが現状です。そこで鳥栖市として、佐賀県条例に規定されている「５０戸連たん制度」を活

用し、市街化調整区域において概ね５０軒程の家が建っている集落の中において建築用途を限って開発可能として家を建

てる事ができるようにしたいとのこと。もちろん対象地域の理解と協力があってこそ可能となりますし、希望する地区の

みに区域指定を行って運用されます。この「５０戸連たん制度」が運用されることによって少しでも周辺地域の人口減少

に歯止めがかかればと思います。また、市街化区域においても農地は多く残っていますし、虫食い状態になっているのが

実情です。線引きから約４０年が経過したことから、そろそろ大胆な線引きの見直しも必要になってきたと思います。 

 

さしやま清範事務所を開設しております。 

お気軽にお立ち寄りください。 

住所：鳥栖市宿町１４３６番地 

Tel & Fax ：0942-84-5817 

「ブログさしやま」  

 

議員活動の中で政策など、おかしいと思ったこと、感じた

こと、感動したことを発信しております。 

       

http://sashi.exblog.jp/    
 

さしやま  検索 
 

ぜひアクセスしてご覧ください。 

 

 

 

これからも前向きにひたむきに、あせらずがむしゃらに、一歩ずつ前へ進んでいきます。叱咤激励をお願いいいたします。 

皆様の声を聞かせて下さい 

ご意見・ご質問等をぜひ

お聞かせ下さい。電話・ＦＡＸ(84-5817)・郵便もしくは電子メール（k.sashiyama@gmail.com）

にて…すぐにお伺いいたします。また、ご住所の変更等がございましたら、ご一報くだされば

幸いと存じます。ぜひともよろしくお願いいたします。 

                     佐賀県議会議員 

                                                                                                      

市街化区域 市街化を促進すべき区域 １，８７４ ｈａ 

市街化調整区域 市街化を抑制すべき区域 ５，２９９ ｈａ 

ご意見・ご質問 

 

 

 

 

 

                         〒  －        （TEL     －     ） 
お名前： 
ご住所： 


