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第8号様式（第 7条関係）

平成30年 3月31日

久留米市議会議長様

久留米市城南町15番地3

会派名公明先議員同

代表者名 刺 M 命

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
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L
R 1 事業の完了年月日 平成30年 3月 31日（ 2 9年度分）

2 事業実績の概要
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視 察報告書

平成 l（年苦月 31 日

会派名 公明党議員団

代表者 坂井政樹 様

会派名 公明党議員団

報告者 田中貴子 ⑮ 
政務調査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 7日

視 察 地 旭川市

参加議員名 坂井政樹、田中功一、塚本弘道、
山下尚、太田佳子、田中貴子

視察項目 北のプラチナシティあさひかわ

説明者 総合政策部政策調整課

説明内容 別紙のとおり

旭川市は、日本最北に位置する拠点都市であり、良質な食材の
宝庫で、多くの医療機闘が集積するなどの強みを持っている。ま
た、「交通の拠点」「食材の集散地J「産業支援機能Jを活かし、北・
北海道の食を全国へ発信し、地域産業を底支えする役割も担って
いる。その強みを活かして、中心市街地での高齢者等の多様な生き
がいの実現や、健康で安心な暮らしの提供によるまちなか居住の促
進、観光客等への「食Jや「観光Jの魅力を増すとともに、寒さが旨味

感想 を育む北・北海道の農・畜・海産物を活用した健康食などの商品開
発と販路拡大により産業の活性化をめざして「健康」と「食jの2つの
アプローチで、シノレバー世代がより充実した生活がで、きるよう活力あ
るプラチナシティの実現に取り組まれている。人口規模や「良質な
食材」「医療集積J「豊かな自然Jなど久留米市との共通点も多く、
「買物公園J約lkmに約330の屋台が軒を連ね、毎年9月に行われる
「北の恵み食ベマルシェJの開催など久留米も似たような催しをし
ており、参考にしていける取り組みがあった。
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視察報告書

平成ゲ年》月 Jl日

会派名 公明党議員団

代表者吸す妖例 様

会派名 公明党議員団

報告者Aw！.乏ぞ1印
政務調査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
． 

平成う件 y月f 日

視察地 Jる鋳キ

参加議員名
坂井政樹、田中功一、塚本弘道、
山下尚、太田佳子、田中貴子

視察項目 とど も ネ ネ銘あいぽーと

説明者 f不健Lるネ上ご部 とともふえ採

説明内容 別紙のとおり

・a

感想



視察 報 告 書

平成汽年玄月訓日

会派名 公明党議員団

代表者坂井政樹 様

会派名 公明党議員団

報告者 田中功一 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。

期日 平成29年 8月 9日

視察地 神奈川県横須賀市

参加者
坂井政樹、 田中功一、塚本弘道

山下尚、太田佳子 田中貴子

視察項目 国保の現状と医療費適正化対策

説明者 横須賀市福祉部 保健担当課長岸岳 保健係長神藤潤子

別紙のとおり

・総医療費は年々増加傾向であり、全国、県と比較しても高い額で推移

・特定健診受診率は平成27年度29.3明、保健指導は16.6出と国より低い。要因とし

説明内容 ては久留米市と同様、個別健診、個別指導によるため、中々伸び悩んでいる。

・医療費適正化の取り組みとして、ヘルス717° 、ハイリスク者への重症化予防対策に取り
組んでいる。

・民間企業の協力により7イ？トキスクりやの施設無料利用券の配布などを行っている。

・特徴的なものとして「健康未来予報J （生活習慣病発症予測システム）

感想 ・全体的に進んでいるというようには思えなかった。結果も十分に出ているとは
言えない。課題も多く今後どう対応していくかがカギとなる。

・特徴的な取り組みとしては、 「健康未来予報Jというもので、健康診断の結果
から、生活習慣病の発症リスクと10年間の発症率を予測するもので、わかりやすい
資料となっている。しかしながら、受診率が低いため活かしきっていないように
思える。興味深い取り組みの一つであった。

・特徴的な取り組みはあるものの、それを結果にむずびつけられていないように
思える。



研修報告書

平成29年11月18日

会派名公明党議員団

代表 者 坂井政樹様

会 i氏名 公明党議員団

報告者 塚本弘道 ③p 

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。

実施年月日 平成29年11月15日（水）～平成29年11月16日（木）

視察地 兵庫県姫路市

参加議員名 坂井政樹田中功一塚本弘道太田佳子田中貴子

視察項目 全国市議会議長会In姫 路 基 調 講 演 課 題 討 議

説明者 同志社大学新川達郎教授駒沢大学大山礼子教授東京大学金井利之教授

説明内容 議会改革の実積と議会カ向上（政策創造の立法部を考える）

研修会に参加して、思うのは地方議会の原点、といえる、住民が抱えてい
る課題や要望を聴き、政策によって解決していくこと。やはり議会報告会
等を開催して議会と住民の直接対話の場を通して、政策を進めていく問

感想
題点、なと。について住民に説明し、実現可能な政策案を作る事で住民と
の信頼関係を築〈重要性を感じました。これからは住民にとって利便性の
高い情報公開の実現や議会と住民の協働関係の構築等、住民に分
かりやすい議会の見える化に、取り組みます。



視 察報告書

平成均年 11月号日

会派名 公明党議員団

代表者 坂井政樹 様

会派名 公明党議員団

報告者 田中貴子 ⑨ 
政務調査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 11月 14日

視察地 大阪市

参加議員名 坂井政樹、田中功一、塚本弘道、太田佳子、田中貴子

視察項目 校務支援 Ic T活用事業

教育委員会事務局給与・システム担当課長高橋直樹
説明者

担当課長代理 山本圭作

説明内容 別紙のとおり

大阪市教育委員会では、教員の校務負担軽減を図り、子どもた
ちと向き合う時聞を創出するため、また、学校における情報セ
キュリティの向上を図るなど時代に即した学校の情報環境を整備
するため、平成25年度から校務支援ICT活用事業を実施。久留

感想 米市でも、本年度から1億5千万円をかけて校務支援システムを
導入したが、導入初年度でもあり、データー入力に時間を要して
いるのが現状のようで、教員へはかなりの負担になっていると聞
き及んでいる。大阪市との違いは、テレワークを導入していること
で、自宅での作業もできることで効率化を図れている。



視察報告書

平成 .2t年 Iユ月を日

会派名 公明党議員団

代表者 坂井政樹 様

会派名 公明党議員団

報告者久則幻⑮

政務調査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 平成ユF年／／月 ／6日

視察地 ！司 Jフrす

参加議員名
坂井政樹、田中功一、塚本弘道、

太田佳子、田中貴子

視察項目 。考吠7シス吟家i，づいて.·~謡番。サガん｝手業』：ヮいず

説明者 放傾斜援金金併す均関・1終呼育課緑恥売喜久

説明内容 j•] 手九PlI!五？

く号H承:i..71毛探要：争タ.蒙者丈〉東
宰務自刷融持日rz~主行p説ヲfて書Jい，Jるキ事噌4務1設嗣組pる唾おJ:7-うP及府~帽p:l山砂を寵唱鼎広星間佐官

号岡車崎線、ゑ~~弓M挟B何W扶 守 Ji"宅え

感想



視察報告書

平成品年 3月エ日

会派名 公明党議員団

代 表 者 坂井政樹 様

会派名 公明党議員団

報告者 田中貴子 ⑫ 
政務調査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 15日

視察地 柏市

参加議員名 坂井政樹、田中功一、塚本弘道、
山下尚、太田佳子、田中貴子

視察項目 医療・介護の連携によるまちづくり

説明者 柏市保健福祉部福祉政策課地域医療推進課浅野専門監

説明内容 別紙のとおり

柏市では、高齢化が急速に進展していく中で、いつまでも住み慣

れた地域で在宅医療を普及させ、介護と連携して「患者や家族に寄

り添った医療・介護Jに取り組まれている。柏地域医療連携センター

は、医師会・歯科医師会・薬剤師会等の多職種団体が共通の目標
感想、

をもって協力し合い、市民の療養生活を支援する中核拠点、として整

備された。超高齢化社会を迎えるにあたって、非常に参考になる取

り組みであると同時に、本市においても取り組むべき課題であると痛

感した。
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研修 報 告 書

平成j。年3月ユ日

会派名 手刈l免ミ泰司毒自

代表者考対玖例様

会派名公明莞欽車問一

報告者メ＂wI芝3(@1P 

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 五千以JDJf-ol ff ／夕日付り

開 催地 11ザカンタァレ双セジクヘ粉河

核三骨吸栴 可す守ψー 場ネヂ遁〉
参加議員名

夫＼唱？をき 留守一歩、グ ム千均

r抱．がうな，Tζ繁Fo]ciこれ戸品
研修項目 ず財政鋳連事、問 （？｝Jt'f小田 企

説明 者 匂ヨち備を意ヲシサ3レタシ干 い）キ達.£-v'

]1,j i1ぷVの主的

説明内容

感 想
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