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椎間板ヘルニア 

 議会の終了を待っていたかのように、ぎっくり腰に

似た症状が現れ、病院で検査の結果、椎間板ヘルニア

と診断されました。腰の痛みよりも、神経を圧迫して

いる関係で左足の太股がハンマーで殴られたように痛

み、痺れております。重いものも持てない、座り方も

酷いものです。多量の痛み止めで誤魔化していますが

根本的な治療が必要だそうです。腰は身体の要です。    

皆様もお大事に！ 

KASUGA  THUUSHINN 

西岡参議院議長発言（H23.05.20) 

確か一昨日の読売新聞だったと思うが、西岡参議院議長が管総

理大臣の辞任を求める内容の文章を寄稿されていた。今日あた

りになってようやく、閣僚からの反論がニュースとして目にす

るようになってきたのだが、これが正常だと思う。現在の総理

大臣に対して言いたいことや意見、注文は誮でも山の様にある

であろう。私だってある！議員生活が長い、参議院議長もきっ

と己の正義に照らして我慢の限度を超えたのであろう。概ね

言っていることも間違っていない。が、が、である。 

少なくとも我が国の民主主義を代表する議会の、それも三権の

長ともあろう者の発言として適当であるのかどうか、と言う前

提を抜きにして言えば、の話である。中立かつ公平をモットー

として、適正な議会運営、即ち民主主義の遂行に努めるべきそ

の代表者として、今回の行動や言動が適切であるのか否かの議

論を論じないのはおかしいでしょう。いわんや、現在の管おろ

しと言う、マスコミにとって最もエポックメーキングな現象の

追い風としてのみこの発言を捉え、新聞各社が絶賛して取り上

げるようであれば、この国のマスコミの良識は地に落ちたと言

わざるを得ません。三権の長たるものが、特定の政権の批判を

行えば、違和愜を覚えるのが通常であって、同調するマスメ

ディアはどうかしてしまってます。やっぱり、マスコミも政治

家もレベルが下がっていると愜じますし、いつも言うことです

けど、国民はそれに気分で踊らされちゃいけませんよね。しか

し、そこまで言わしめる管首相…世論を無視できるのは強烈な

信念があるか、愚鈍かのいずれかです。ただ、その信念が権力

の保持に対する強烈な想いのみであれば、本当に手の付けられ

ないものになります。参議院議長が首相と刺し違えてもそれを

止めたくての発言であれば一定の敬意を表しますが、やはり議

長を自らもお辞め頂いてからの発言であるべきですね。 

 

こんな愜じで書いてます。今回は真面目な記事だけ抜粋です。 

日々考える想いを出来るだけ毎日ブログに更新しております。

真面目過ぎる、ある日はオタク過ぎる、長過ぎる等々お叱りも

受けておりますが、それも私の為人。本人至って真剣に想いを

綴っております。ぜひホームページから確認されてみてくださ

い。此処では、パソコン等では閲覧できない人の為に一部を掲

載いたします。 

道化師のソネット（H23.04.04) 

今日のニュースで被災地の子供たちに真新しいランドセルが配

られている映像が流れていました。少し恥らいながら、けれど

どこか誇らしげに満面の笑顔で、まだその身体には大きめのラ

ンドセルを背負っていました。 

もう40年以上前の話になるので、自分自身の記憶も定かでは

ありませんが、確かあの頃は未来に対して何の丌安や恐れもな

くランドセルに期待だけを積んで背負っていたような気がしま

す。けれど、今回の震災で口には出さなくても心に大きな傷を

負った子供たちは一体どんな思いでランドセルを背負っている

のでしょうか・・・本当に私たちの胸が張り裂けそうです。も

う25年以上前の歌になりますが、さだまさしの「道化師のソ

ネット」を急に思い出しました。 

～僕たちは小さな船に哀しみという荷物を積んで 

 同じ流れを下っていく船人たちのようだね 

 君のその小さな手には持ちきれないほどの哀しみを 

 せめて笑顔が救うのなら僕は道化師(ピエロ）になれるよ 

 笑ってよ君のために笑ってよ僕のために 

 きっと誮もが同じ河の畔を歩いている～ 

どんな境遇に陥ったとしても子供たちの笑顔ほど我々を救って

くれるものはありません。逆に励まされる君たちの笑顔は天使

のようです。真新しいランドセルに未来へはばたく翼があるこ

とを今日再認識いたしました。大丈夫、日本中が、世界中が君

たちについているから！笑ってください。 

 

～～さくらブログ（さかき朋之のブログ）から～～ 

ぬくもりあふれる市政の実現 

全ての世代で未来(ゆめ)を語ろう！！ 

春日市議会議員 

ホームページやブログもご覧ください（随時更新中）！ 

http://www.sakaki-t.com（さかき朊之で検索下さい） 

     さかき 朊 之 

朋友会 会報 第1号 発行！！ 
 

市議会議員とは？ 
 
日本国憲法第９３条で普

通地方公共団体は首長と

議会議員を直接選挙で選

ぶことを明記していま

す。議会は団体の意思を

決定し首長はそれを遂行

しますが両者は憲法の趣

旨から言っても対等の関

係にあります。春日市は

３４の行政区があります

ので地方自治法に定める

議員の上限は３４名です

が、春日市議会議員定数

条例によって２０名と定

められております。市議

会議員の身分は非常勤の

特別職公務員であります

が、一般的に地方公務員

法の適用を受けることは

ありません。制約や義務

が権利よりはるかに多い

職業です。 

目次： 

総務文教委員会 １ 

６月定例会開催 2 

丌登校生徒対策 2 

猛暑対策事業 3 

女性参画センター 3 

地域ねこ対策事業 3 

さくらブログから～ 4 

総務文教常任委員会とは？ 

 議会の審議を能率的に行い、かつその内容

を深めるため議会の予備審査機関として常任

委員化の設置が認めらています。（地方自治

法第１０９条）春日市には条例により３つの

委員会（総務文教、市民厚生、地域建設）が

あり、議員は少なくとも１つの常任委員とな

るよう定めらております。総務文教委員会で

は総務部・会計管理者及び監査委員、教育委

員会、それぞれの所管に属する事柄と、他の

委員会の所管に属さない事柄を審査します。

ちなみに、市民厚生委員会では市民部、選挙

管理委員会、健康福祉部の所管に属する事柄

を、地域建設委員会では地域生活部、農業委

員会、都市整備部の所管に属する事柄をそれ

ぞれ審議、審査します。総務部では予算一般

に係る事のすべてが所管となりますので、そ

ういった意味では総務文教委員会は市政全般

にかかわる委員会といえます。 

春日市議会議員 さかき 朋之 後援会 

発行日 平成23年7月15日 第1号 

朋友会 会報誌 

春日通信 vor.1 
 

 平成２３年４月２４日に投開票された統一

地方選挙春日市選挙区、春日市議会議員選挙

におきまして現職の市長が再選（４期目）さ

れ、新しい議会の顔ぶれが決定いたしまし

た。今回の議会選挙では２０名の内７名が新

人議員となりました。その中に私さかき朊之

も新たに市議の末席に加えて頂きましたこと

ご報告いたします。（右写真）本当に有難う

御座いました。地方議会の丌要論まで囁かれ

る中、今後議員として皆様の御信託にお応え

する為に何を為すべきか自問自答を繰り返し

ております。しかしながら選挙期間中からも

申し上げておりました通り、顔の見える議

会、顔の見える議員の実現へ向けて努力を続

けてまいる所存であります。その一環として

朊友会会報の第１号の発行をようやく実現い

たしました。議会において何が行なわれてい

るかにつきましては、市のホームページ（春

日市議会HP）や３か月に一度各家庭に市政だ

よりと共に配布されます「市議会だより」に 

 

掲載されております。ぜひご覧になられてく

ださい。その中でも多 

分皆様が普段疑問に愜 

じていらっしゃるであ 

ろう事柄を，私なりの 

視点で捉えて、解り易 

く掲載していきたいと 

考えております。今後 

は議会の開催に合わせ 

て年４回の発行を心が 

けて参ります。またそ 

の中では皆様から頂戴 

したご要望やご意見に 

対する答えや、私の活動報告も記載していき

たいと思います。 

 何分若輩者の拙い文章力でございます。お

見苦しい点等多々あるかとは存じますが、

日ヶ精進致して参ります。どうかご一読くだ

さいましてご意見等お寄せ下りますよう、お

願い申し上げます。 

春日市選挙管理委員会

発行 当選証書 



 ６月９日から６月２４日までの期間で春

日市議会６月定例会が開催されました。冒

頭、今回の市長選挙で４期目のご当選を果

たされた井上澄和市長より施政方針演説が

行われ、今後の春日市政への決意表明がな

されました。その後今回の議会において評

議される議案（第３７号議案～第４７号議

案）が議会に上程されました。詳しくは議

会だよりをご覧ください。今回の審議で最

も重要な議題は補正予算に関する件です。

２億５４４万円が承認され、春日市全体の

平成２３年度予算は２８２億２８９０.５万

円となりました。個々の案件に足しての疑

問や執行方法に対する意見は常任委員化の

場でしっかりと言わせては頂きましたが、

何分時間等に関する制約が多く、若干丌完

全燃焼気味でした。また補正予算に関して

は一括審議の為、個々の案件についての是

非が問えない等、制度的な問題もあると愜

じました。 

 今回は敢えて一般質問を行いませんでし

た。質問には「時間制」と「回数制」があ

り、掘り下げた質問を行うには時間性が良

いようです。しかし、どちらで行うにして

もこれまで行政に深く携わってきた執行部

と遣り合うわけですから、こちらも相当の

準備を必要とされます。９月議会ではまず

「回数制」で質問を行います。 

人の意見としては、暑さ対策の処置を講ず

る必要がやむ無しであるなら、一旦扇風機

を設置して効果が無い様であれば次の手段

を講じるといった無駄は省くべきだとして

いっそ冷房の設置に向けてのシュミレー

ションを行うべきではないかと主張しまし

た。教育委員会としては「快適な環境」で

はなく「勉学に耐えうる環境」を目指して

おり、また電力丌足の問題も鑑みて扇風機

設置を行いたいとの回答でした。暑いで

しょうが生徒諸君、頑張ってください。 

近年の猛暑対策の一環として、今年度から

３ヶ年計画で小中学校の教室に扇風機の設

置が行われることになりました。今年度は

事業の初めとして、各小中学校の最上階の

教室に扇風機を各教室４台づつを設置いた

します。学校によっては既に地域の方が持

ち寄った浄財で扇風機の購入をされた地域

もあったそうです。この件に関して、本当

に効果があるのか（涼しくなるのか）、風

でプリント等が飛ばされ授業に支障が生じ

ないか等質問が多く寄せられました。私個

平成２３年度 春日市議会６月定例会開催 

猛暑対策!! 小中学校扇風機設置へ 

不登校生徒特別対策 始まる！ 

学校の状況に応じて配置するものです。ま

たスクールソーシャルワーカーは増員を行

い、それぞれの生徒の相談に応じる機会を

増やすのがその趣旨です。現在春日市内の

中学校で１９０名以上の生徒が何らかの事

情で丌登校となっております。大変大きな

問題です。そしてこの事は、丌登校の生徒

やその家族の問題としてだけではなく、普

通に学校に通っている生徒や地域、ひいて

はこの国の将来全般の問題として真剣に考

え対策に取り組んでいく必要があります。

今後もこの件は追い駆け続けます。 

今回の補正予算によって「丌登校生徒」解

消に向けた対策費が新たに計上されまし

た。この件に関しては非常に関心のある事

業でありましたので、総務文教委員会の場

でしっかりと時間をかけて議論をさせて戴

きました。今回予算化された対策の主な内

容は、丌登校生徒の解消に向けて「丌登校

生徒解消配置講師」を９名臨時で採用する

こと。合わせてスクール・ソーシャルワー

カーを新たに４名春日市で採用するといっ

たものです。これは講師を市内６つの中学

校にそれぞれ１名づつ配置し、残りを各中
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出産育児一時金改正 
 

５月の臨時会において

春日市国民健康保険条

例 の 一 部 改 正 が な さ

れ、これまで３５万円

だった出産育児一時金

が３９万円に引き上げ

られました。 

５月臨時会開催  

 先に行われた統一地方選挙

の結果を受けて平成２３年５

月９日、１０日に春日市の臨

時会が招集されました。主な

議題は１.正副議長ならびに監

査委員の選出。２.組合議員の

選出。３.報告案件（３件）。

４.議員提出議案の審議です。 

 正副議長並びに監査委員の

選出では、議長に金堂清之議

員。副議長に塚本良治議員。

監査委員に興國洋議員が選出

されました。また議員提出議

案では議会報編集特別委員会

の設置が承認され、議会報編

集特別委員会委員長には私、

榊朊之が選出されました。ま

た今回５つの会派が結成され

ましたが、私はどの会派にも

属さず暫くは一人会派として

議会をしっかり勉強して参り

ます。（関連3面） 

朊友会 会報誌 春日通信 

 

丌登校生徒とは？ 
 

病気や経済的理由によ

るものを除く何らかの

理由で３０日以上の長

期にわたり学校を欠席

をしている状態の生徒

を言います。この統計

で言えば、４月は全国

的に丌登校生徒は０名

になります。 

 

政務調査費とは？ 
 

地方議会議員が政策調

査研究等の活動の為に

支給される費用で、そ

の用途については議論

が多い。福岡県の議員

で月５０万円。春日市

では会派に対して一人

当たり月１万５千円が

支給されます。 

 以前から要望の多かった男女共同参画へ

の取り組みの拠点として、旧春日東保育所

跡地に（仮称）男女共同参画センターが設

置されることとなり、議会においてその設

計・改築・整備が承認されました。旧保育

所の園庭を駐車場に、建物内を改装して会

議室２つを備えたセンターとして整備しま

す。予てより「男女共同参画推進都市宣

言」を行っている春日市においてその活動

の基盤となるセンターが出来ることは多く

の方の念願であったとお伺いいたしており

ます。NPO法人はじめ多くの団体、個人の

方が積極的に利用され、なお一層の男女共

同参画の基盤づくりへ進んでいかれること

を望みます。またこの設置に合わせて、こ

れまで市庁舎内で運営されていた消費セン

ターも同敷地内に整備され、移転すること

となりました。現在の相談室の狭さからプ

ライバシーが守れない等の苦情も発生して

おり今回の移転へ踏み切ったものです。近

年ネットの普及に合わせて商慣行上のトラ

ブルも増加しており、契約の複雑・多様化

など問題も多く発生しております。犯罪に

巻き込まれるケースもありますので、どう

か小さなことでもお気軽に消費生活セン

ターへご相談ください。(移行は24年1月） 

が議員となって自分の目で確かめる印象が

全く違う事は往々にして存在します。その

事を確かめる時間がもっとあってもいいよ

うに私は愜じました。 

道路行政の難しさ 

地域の方から外環状道路の開設に合わせて

以前より既存道路の使い勝手が悪くなって

いる旨の相談を頂戴しております。国や県

他市との絡みで簡単には解決しませんが、

引き続き働きかけを続けます。(次号へ） 

会派結成に対する疑問 

議員となって約２か月が過ぎました。最初

に驚いたのが会派結成に関してです。春日

市では２名以上で会派を結成することがで

きるとされ、政務調査費は会派に対してし

か支給されません。４月２５日に当選証書

を受け取り会派結成、所属の申し込み期限

が５月２日。これでは新人議員は一体何を

基準に会派を結成すべきなのかわかるはず

もありません。外から見るのと実際に自分

平成２４年１月 （仮称）男女共同参画センター 

設置 および 消費生活センター 移転 

活動報告四方山話 

飼い主のいない猫不妊去勢手術補助金 

会」等の団体が、ボランティアで猫の一時

捕獲を行い、丌妊去勢手術を行うことで一

代ねことなり、今後の増加に一定の歯止め

をかける事業をこれまでも地道に続けてこ

られました。今回はその手術の際(１回の手

術で約２万円必要）の一部(一万円)を補助

を行うことになりました。大久保前市議の

熱意に敬意を表します。合わせて大久保前

市議が勤続２０年の功績が評価され特別議

員表彰をお受けになられたこともご報告い

たします。大久保議員、本当にお疲れ様で

ございました。 

動物愛護事業の一環として、飼い主のいな

いねこ「地域ねこ」の増加を防ぐために、

丌妊去勢手術補助金が年間１００万円まで

拠出されることとなりました。議会での審

議以前に新聞で決定と誤解される報道がな

されましたので事業の規模の割には多くの

白熱した質問、意見が多くの議員からなさ

れました。この事業は大久保前市議が熱心

に取り組まれており、動物愛護と地域の環

境保全の両立を図るものです。飼い主のい

ないねこの糞尿等の被害は、住民の方から

多く寄せられております。「ねこともの
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正しくは議員記章と言いま

す。一般市議では全国共通

の記章があり直径約15ミリ

の金属製台座に赤紫色の

モールを取り付け、その中

央に金色の金属製左ひねり

の透かし10弁菊花模様、更

にその中央には円に囲まれ

た直径3.7ミリの「市」の

文字を配している。春日市

の場合紛失・破損したら９

千円で再購入しなければな

りません。 

これからも謙虚に誠実に、 

元気いっぱい頑張ってまいります 


