
第8号様式（第7条関係）

久留米市議会議長様

平成30年 3月 31日

久留米市城南町 15番地3

会派名明政会議員団

代表者名田中良介 事・
政務活動費事業実績報告書

久留米市議会政務活動費の交付に関する条例第8条の規定に基づき、下記の

とおり報告します。

記

1 事業の完了年月日 平成30年 3月 31日（平成29年度分）

2 事業実績の概要

・国内行政視察・研修会参加

7月 23日～24日 地方議員研究会セミナー参加（東京都）

7月 3日～5日 沖縄県糸満市、名護市

7月 18日～20日 岩手県大槌町

8月 2日～3日 地方議員セミナー参加（東京都）

10月 25日～26日地方議会総合研究所主催セミナー参加（東京都）

2月 5日～6日 地方議員セミナー参加（東京都）

2月 12日～14日 奈良県奈良市

3月 27日～29日 地方議員研究会セミナー参加（東京都）

．市政報告の発行

・資料購入費

・事務費



会派名

代表者

視察報 告 書

平成29年 7月10日

明政会議員団

田中良介様

会派名 明政会議員団一

報告者 山田貴主主と封1
政務活動のため視察調査を実施したので、その概要を報告いたします。 てy

実施年月日 7月3日（月）

視察地 沖縄県農業研究センター

参加議員名 田中良介・市川｜庚一・山村太二・権藤智喜・田住和也・山田貴生

視察項目 農作物における病害虫について

説明者 病虫管理技術開発班

主 任 研 究 員 河 野 伸 二

説明内容 沖縄の農作物と病害虫の歴史

沖縄の病害虫対策の中で最も大きな部分を占める問題が、大陸からの

侵入病害虫である。風、あるいは積み荷により運んで、こられるものと想

像されるが、侵入ルートの確定までには至っていない。発生してからの

対応になる事、 113来の病害虫とは違う事、天敵がいない事、これらの要

因が組み合わさって爆発的な発生を見るものがある。そうなれば、沖縄

の農作物を、県外に出荷することが出来なくなるために、実害も大きい。

特に有名なのは、ミカンコミパエやウリミパエである。ウリミパエを防

除する方法として不妊虫放飼と呼ばれる手段がとられた。沖縄全体では最終

的に 3億匹まで増殖したため、週に 1・2億匹の不妊虫を生産できる体制を

整え、久米島ではバケツに入れた踊が羽化して放飼する方法を採ったが、沖

縄諸島等ではヘリコプターなどを使って週に 250・400万匹が放虫された。

根絶までに費やした経費は全体で 204億円に上る。根絶に成功した現在で

も、再侵入の危険性が高いと予想される地域では不妊虫放飼が継続されてい

る。尚、ウリミパエは日本の侵略的外来種ワースト 100に選定されている

生物で唯一根絶に成功した生物である。ミカンコミパエの防除法としては、

雄を強力に誘引する成分を用い、殺虫剤により防除を行う方法がとられた。

多くはテックス板と呼ばれる、木材に誘引剤と殺虫剤を染み込ませたもの

を、樹木にぶら下げ、また、ヘリコプタ」での散布を行うことにより防除を

行っている。

現在、フェロモントラップ、誘殺灯の利用、天敵利活用を含めた病害虫全

般の研究を行っている。



会派名

代 表 者

視察報告書

平成29年 7月 10日

明政会議員団

田中良介様

会派名 明政会議員団<"f1'

報告者 山 田 貴金弘6ミ／
政務活動のため視察調査を実焔したので、その概要を報告いたします。

実施年月日 7月3日（月）

視察地 沖縄県農業研究センター

参加議員名 田中良介・市川慶一・山村太二・権藤智喜・回住和也・山田貴生

視察項目 農作物における病害虫について

説明者 病虫管理技術開発班

主任研究員河野伸二

感想 侵入病害虫に対して、多くの時間、費用、労力が費やされている。予

防という観念が非常に重要であるが、風や積み荷により運びこまれるこ

れらのものを完全に排除するのは不可能で、ある。特に台湾方面からの風

により飛来する病害虫は防ぎょうがないだろう。九州においても、大陵

からの飛来によるウンカのイネ等に対する害は昔から発生している。今

後、気候の変動を鑑みても、病害虫発生の変移は十分に考えられ、また、

南方、大陸からの侵入病害虫に対して、どのように対応していくか、今

後しっかりと考えておかなければならない。久留米市周辺の病害虫のみ

ならず、広範囲にわたる病害虫に関しての知識を得、対策を考えておく

必要がある。



会派名

代 表 者

視察報 告 書

平成29年 7月 10日

明政会議員団

田中良介様

会派名 明政会議員回ヤ守＼

報告者 山田貴 主彦主j

政務活動のため視察調査を実施したので、その概要を報告いたします。

実施年月日 7月4日（火）

視察地 沖縄県農業研究センター 名護支所

参加議員名 田中良介・市川慶一・山村太二・権藤智喜・田住和也・山回貴生

視察項目 水稲及び茶の研究について

説明者 沖縄県農業研究センター名護支所

作 物 園 芸 班 班 長 内 藤 孝

説明内容 沖縄県における水稲・茶の品種育成と病害虫

元々、沖縄においても水稲栽培は行われていたが、サトウキピの経済的優

位性、干害の発生頻度、水量確保の問題等もあり、栽培量は減少していた。

現在、沖縄の土壌、気候に合った品種の改良、育種の研究を進めている。

沖縄では近年紅茶、緑茶の研究、栽培も進んでおり、日本一早生の茶品種

が栽培されている。沖縄独特の茶害虫も存在しており、今後、更なる新品種

育成、病害虫防除の事業に取り組んでいる。

感想 今まであまり聞くことのなかった沖縄での水稲、茶の栽培であるが、

久留米市において、気候変動によると思われる気温上昇が今後も続けば、

沖縄で研究、栽培された品種との交配等による品種改良が必要になって

くる可能性はある。また、茶の仲間であるツバキ、サザンカは、久留米

においても多く栽培されており、茶の害虫＝ツバキ、サザンカの害虫と

考えても差し支えない。今後の農作物、緑化木、森林病害虫の動向は常

に注視する必要がある。特に、研究が多く行われている食用農作物と違

い、緑化木、森林病害虫は特段の留意が必要である。



会派名

代 表 者

視察報 告 書

平成29年 7月 10日

明政会議員団

田中良介様

会派名 明政会議員時「h

報告者 山田貴 軍 定":.i)

）＆務活動のため視察調査を実施したので、その概要を報告いたします。 ） 

実施年月日 7月4日（火）

視察地 沖縄県森林資源研究センター

参加議員名 田中良介・市川慶一・山村太二・権藤智喜・団住和也・山田貴生

視察項目 森林及び緑化木における病害虫について

説明者 沖縄県森林資源研究センター

主任研究員酒井康子

説明内容 沖縄県森林資源研究センターについて

沖縄特有の問題としては、管轄する山林が、米軍の軍用地として接収

されており、入場する際には事前の許可が必要であること、県木である

リュウキュウマツが林産材としても利活用されているが、松くい虫の被

害により緊急の対応が求められていること。松くい虫対策の樹幹注入が、

国より一定の基準を設けられたため、生物天敵を研究中である。リュウ

キュウマツの松くい虫耐性種の育成。生物天敵の研究。県花であるデイ

ゴの害虫防除等を行っている。また、台湾との情報交換も行っている。

現在沖縄の森林や緑化木で発生している病害虫に関して

沖縄では建築材としても多く利用されているイヌマキでは、キオビエ

ダシャクという害虫が年3回ほど発生する。生育域の拡大は温暖化と関係、

あるとされているが、 1950年代に南九州｜地域で大発生した記録もある。

ヤシ類の病害虫としては、タイワンカブトムシ、ゾウムシ類、キムネクロ

ナガハムシ等の加害が多い。

南根腐病（シマサノレノコシカケ菌）により発生し、山林ではあまり見られ

ず、街路樹、公園、学校等の緑化樹に被害が多い。症状が顕著になった時に

はすでに手遅れの場合が多い。大木の倒木を引き起こすため注意が必要。

その他、デイゴヒメコパチ、マツノザイセンチュウ等の説明を受けた。



会派名

代 表 者

視察 報 告 書

平成29年 7月10日

明政会議員団

田中良介様

会派名 明政会議員 団"¥h.

報告者 山田貴生証ミ／

政務活動のため視察調査を実施したので、その概要を報告いたします。

感想 ｜ 今後の気候変動の影響で病害虫の生態自体が変移することも考えられ

る中で、沖縄に現存している病害虫に関して貴重な話を伺うことが出来

た。今後予想される病害虫の生育域の拡大や突然変異の発生を含め、広

い範囲での視点が必要であると考えさせられた。現在、発生域が限られ

ている病害虫に関しでも、いつ、九州北部まで生育域を広げてくるか分

からない時代である。各地域でどのような病害虫が発生しているのか、

情報を入手し、久留米の農業や緑化木生産に甚大な被害を与えないよう

にするための、予備知識の重要性は今後ますます高くなっていくだろう。

余談ではあるが、現在国内で近年急速に生息域を拡大している、桜や

桃等に加害するクビアカツヤカミキリ。デイゴに加害するデイゴヒメコ

パチは特に注意が必要で、ある。



視 察 報 と口と 重Eヨ主

実施年月日 7月 3日（月）

視察地 沖縄県農業研究センター

参加議員名 田中良介・市川贋ー ・山村太二 ・

権藤智喜 ・田住和也・山田貴生

視察項目 農作物における病害虫について

説明者 病虫管理技術開発班

主任研究員河野伸二

~効用~件ャー二一「
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視 察 報 とヒ 童匹弓口

実施年月日 7月4日（火）

視察地 沖縄県森林資源研究センター

参加議員名 田中良介・市川慶一 ・山村太二 ・

権藤智喜・田住和也・山田貴生

視察項目 森林及び緑化木における

病害虫について

説明者 沖縄県森林資源研究センター

主任研究員酒井康子



研修報告書

平成29年7月け日

会派名 明政会議員団

代表者 田中良介様

会派名 明政会議員団

報告者 別府好幸 ＠ 
政務活動のため研修会に参加したので、その概要を報告いたします。

期 日 7月23日（日） 14:00～ 16:30 

開催地
東京都中央区京橋1-7-1戸田ピルディング

TKP東京駅八重洲カンファレシスセンター

参加議員名 別府 好幸

研修項目 先進自治体が取り組んで、いる地方創生

説 明 者 樋渡 啓祐

先進自治体vs停滞自治体

誰のための地方自治か

説明内容 主権者回線・市民目線向けのサービスとは、
何を想像するのか

情報発信力

どうしたら本当に地域がπ気になるのか
、

もっと地域を強くするには、どうすれば、いいのか
感想

学ぶ 知る 行動することが必要だと感じた



会派名

代表 者

視察 報 告 書

明政会議員園

田中良介様

会派名

報告者

平成29年 7月28日

明政会議員団 ~ 

石井秀夫時ii)

政務活動のため視察調査を実施したので、その概要を報告いたします。

実施年月日 平成29年7月 18日（火）～平成29年7月20日（木）

視察地 岩手県大槌町

参加議員名 吉冨巧

視察項目 東日本大震災からの復興のまちづくりと今後の課題について。

①大槌町民生部コミュニティ総合支援室四戸直紀班長

説明者 ②大槌学園（小中学校一貫校）村山主任教諭

③大槌町菜の花プロジェクト金山文造代表

①別紙、大槌町復興レポート

説明内容 大槌町復興のまちづくり

②復興のシンボルとなった大槌学園（小中一貫校）見学

③菜の花プロジェクト取り組みについて

別紙写真集 1枚

①震災発生の6年前から、ボフンァィアを兼ねて毎年訪れ、復興への歩

感想 みをつぶさに見てきた。中心部の地盤嵩上げも終わり、インフラの整

備が進み、住宅・商店などが数軒新築されてきた。しかし計画当初の

中心部人口 2千人超えが 1千人程度になる現状が見えてきたとの事。

一度崩壊したコミュニティ再生へのハードルの高さを痛感。大災害時

においても地域コミュニティ優先の施策・対応の重要性に触れること

ができた。

②大槌学園では新しい取り組みの中で「井戸端会議室Jなど本市でも検

討にあたいする良い事例であると感じる。

③菜の花プロジェクトも 6年目であるが、今でも全国から菜の花の種が

届き、草刈りや種まきのボランティアが訪れている。ひとりで始めた

事が全国から賛同を得て継続がなされ、地域の皆様に黄色い菜の花が

勇気と感動を送り続けているように感じる。



中央、いつも対応してくれる

大槌町役場の四戸直紀さん、

彼も自宅と家族が被災。

tf' 省当＇.｛脊・~
.. §Hヲ~ _ l~p－；弓ポ
}¥.1主主ふー

復興のシンボルとなっている大槌学園小中学

校一貫校。入口には町民が何時でも集い子供

たちと交流できる「井戸端会議室Jがある。

ま残る旧役場。保存か撤去で

議論されている最中。

毎年菜の花を咲かせ町を元気にしている、菜の花プロジェクト

代表の金山文造さん、来年もきれいな花が咲きますように！



視察報告書

平成29年8月9日

会派名 明政会議員団

代表者 問中良介 様

会派名 明政会議員団

報告者 田住和也 ⑧ 
政務活動のため視察調査を実施したので、その概要を報告いたします。

実施年月日 平成29年8月3日（木）

視察地 東京都渋谷区代々木136 4 
全理連ピノレ9階会議室

参加議員名 山村太二 ． 同住和也

視察項目 地方議員セミナー「保育の充実と地方行政J

説明者 保育研究所

講義1：保育にかかわる国・自治体行政の動向
逆井直紀（保育研究所常務理事）

講義2-1：自治体保育行政に関わる状況調査について
勝連千賀子（保育研究所）

講義2-2：待機児童解消と保育士の処遇改善問題
村山祐一（保育研究所所長・元帝京大学教授）

説明内容 講義3-1：事業計画見直しの課題
若林俊郎（保育研究所）

講義3-2：待機児童解消に向けた施設の増設、公共施設の再編、事業計
画見直しへの対応

杉山隆一（悌教大学教授）
講義4：学童保育（放課後児童クラブ）の状況と課題

木田保男（全国学童保育連絡協議会会長）

当セミナーは2月に続き参加したが、今回も 200名の定員を超すほど
の盛況ぶりだった。やはり、どの地方自治体においても、待機児童解
消、保育士の処遇改善や人員確保などの課題が大きい分、その対策も十

感想 分に注目されている。今後、ここで学んだことをしっかりと久留米市に
活かしていきたい。



研修報告書

平成井｛！只1)2.s

会派名 明政会議員団

代表者 田中良介 様

会派名

報告者 ム村λ持動
政務活動のため研修会に参加したので、その概要を報告いたします。

期日 平本ム｛与 (0司ムdf;1 

〆念均 ？勺｛－：－ t ，，ジヰZ セ~－rt｝！！量1Ri1 f鴻 80怜事

参加議員名
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説明者
与$新＇f.b~

4莞毛入哩／ イムなに手採守支・恥綿(J;j_J_,竜寺ti：写備制

説明内容

料足は｛判断ι内放すt界史（乙比1い，ら

感想
主r(b]弘z、、刷、集ri-今みう候f円、待子建司走市是正司
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視察報告書

平成30年2月14日

会派名 明政会議員団

代表者 田中良介様

会派名 明政会議員団

報告者 田住和也 ＠ 
政務活動のため視察調査を実施したので、その概要を報告いたします。

実施年月日 平成30年2月6日（火）

視察地
東京都渋谷区代々木1-36-4

会理連ビノレ9階会議室

参加議員名 山村太二 ． 回住和也

視察項目 地方議員セミナー「保育・幼児教育の転換と地方行政」

説明者 保育研究所

講義1：社会保障制度・財源のあり方と保育行政
伊藤周平（鹿児島大学教授）

講義2: 2018年度保育関係政府予算のポイント解説
逆井直紀（保育研究所）

講義3：無償化・保育施設整備と自治体財政
杉山隆一（元偽教大教授・大阪保育研究所）

説明内容 講義4：保育土の処遇改善策の現状と課題
村山祐一（保育研究所・元帝京大学教授）実方伸子（保育研究所）

講義5：保育施設における重大事故の現状と行政の課題
寺町東子（弁護士・赤ちゃんの急死を考える会）

質問と交流

当セミナーは内容が充実しているため毎回参加しているが、今回も会場
溢れんばかりの受講者で大盛況だ、った。待機児童解消、保育士の処遇改
善や人員確保などの課題が棺変わらず山積みである。この現状を打破し

感想 なければ働き方改革どころではない。久留米市としてどういった対策を
すべきか十分に検討していきたい。



会派名

代表者

視察報 告 書

平成30年 2月15日

明政会議員団

田中良介様

会派名 明 政 会 議 員島守、

報告者 山田貴伝吉）

政務活動のため視察調査を実施したので、その概要を報告いたします。 、F

実施年月日 2月 14日（水）

視察地 奈良市議会事務局

参加議員名 山田貴生

視察項目 議会改革について

説明者 議事調査課秋田課長補佐

議事調査課杉野係長

議会総務課佐々木書記

説明内容 これまでのとりくみについて

平成23年議長選における事件を背景に平成23年7月議会制度検討

特別委員会が 12名の委員で設置され、議会制度改革が推進されてきた。

平成23年からの2年間で強力に推進してきたために、一旦平成25年か

らの2年聞は改革が落ち着いていたが、平成27年の選挙後より再度改革

を進めている。（詳細別紙）

議会改革に関する協議について

主に議会制度検討特別委員会にて議論した後、担当委員会があるものに

関しては、それぞれの委員会に協議を付託。（詳細別紙）

文書質問の運用について

議会運営委員会において協議。平成25年5月29日決定。

1議員につき年4回以内（ 1回当たりの質問件数は1件）

実績としては毎年4件程度。

議会報告会の状況について

基本的に議員主導により年1回開催。会場は議会棟の大会議室。 5月の

金曜日 19時～20時半。 2部制（議会報告・意見交換会）。インターネ

ットにてライブ中継。全議員参加。発表および質問に対する回答は委員長

のみ。準備、受付、片づけは全議員。事務局は受付等の軽微な手伝い程度。

平成26年より 4回開催したが、参加者は減少傾向にある。また、参加者、

質問者の固定化が見られる。市民からの要望ではないものの第5回の開催

は、土曜日の 14時～ 15時半で試行的に開催予定。



会派名

代表者

視察 報 告 書

平成30年 2月 15日

明政会議員団

田中良介様

会派名 明政会議員団汗1

報告者 山田貴生l部 j

政務活動のため視察調査を実施したので、その概要を報告いたします。 ー〆
実施年月日 2月14日（水）

視察地 奈良市議会事務局

参加議員名 山田貴生

視察項目 議会改革について

説明者 議事調査課秋田課長補佐

議事調査課杉野係長

議会総務課佐々木書記

感想 現在久留米市議会においても議会制度改革特別委員会が設置されてお

り、今後の久留米市議会をどのように運営していくかについて、重要な

テーマで、あった。

奈良市の取組については学ぶべき部分も多く、特に一度決定して実行

したことを、検証、修正、再度実行とサイクノレのスパンが短いことがー

番印象に残っている。また、市民アンケートだけに頼らず、自らの課題

発見により課題解決に向けた取り組みを進めている。

久留米市議会においても、やるべき課題に関して協議を行い、実行し

てみることが今後必要になっていくものと思われる。実行して問題のあ

る部分は再検証を行い、形を変えて再実行していけばより良い議会制度

を作っていけるものと考える。

主な質疑

0予算決算委員会が特別委員会→常任委員会→特別委員会と変わってい

るが効果はどうか？

・どちらが良いという感想は多くは挙がってきていない。常任委員会で

ある時は、幅広い分野での質問が出来ないとの声もあった。また、分科

会の中であるからと言って特段専門性の高い質問や、掘り下げられた質

問が出たわけで、はなかった。今後の検討課題である。

0全員協議会はどのような時に開催されているか？

・執行部が議会全員に新政策の報告、意見集約のため

条例策定等議員の中での意見集約や周知が必要な時

勉強会等

1年に 1回程度の開催となっている。
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研修報告書

平成♀O年 d月.JD日

会派名 明政会議員団

代表者 田中良介 様

会派名 明政会議員団

報告者 ;,¥ Ji-＊－付命
政務活動のため研修会に参加したので、その概要を報告いたします。

期 日 ｜字グ旬、30fi/--3~276 ～λf臼

場所｜イドP赤木欧ぽ刈'Ir//JYづみW突が／

参加議員名

研修項目

説 明 者

説明内容

感想
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