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第8号様式（第 7条関係）

平成30年 3月 3 1日

久留米市議会議長 様

久留米市城南町15番地3

会派名 みらい久留米議員団

代表者名 藤林詠子 信参 ． 

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仲に関する条例第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 30年 3月 3 1日（ 2 9年度分）

2 事業実績の概要

4/14～15 全国地方議会議員勉強会「地方版総合戦略と自治体財政J（東京都特別区）

5/11～12 第 19期自治政策講座 in東京『災害・貧困対策、教育・議会の改革J（東京都特別区）

5/19～20 市川房枝政治参画フォーラム 2017「公教育の理念を生かすために」（東京都特別区）

7/13～15 「障害者の自立と政治参加をすすめるネットワーク明石・豊中大会』（明石市・豊中市）

7/31～8/1 地方議員・議会事務局職員向け研修会マニフェスト・サミット 2017（東京都特別区）

10/26 中核市サミ yトin鹿児島「地方から創る“豊かさ勺（鹿児島市）

10/23～24 

10/27～29 

11/20～21 

1/23～24 

2/7～8 

2/13～15 

2/18～1.9 

第 1回トップマネジメントセミナ｝「最新技術の活用と可能性J（大津市）

①市川房枝政治参画フォーラム 2017「セーフテイネy トは機能しているかj

②すみだ北斎美術館（東京都特別区）

第2回トップマネジメントセミナー「災害対応カの強化に向けてJ（大津市）

第 41回都市計画セミナー「コンパクトシティのネットワークを考えるJ（東京都特別区）

「地方創生時代の政策と議会のあり方を学ぶ」 i n岡山（岡山市）

①カザフスタン誘致活動

「大人の引きこもり問題を考えるJ（東京都特別区）

社会的インパクト投資フォーラム 2018（東京都特別区）



会派名

代表者

期 日

参加議員名

研修項目

説明者

説明内容

感想

研修報告書

みらい久留米議員団

藤林詠子様

会派名

報告者

平成 29年 5月 15 日

みらい久留米議員回 一

秋永峰子佐野j

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。

平成 29年 5月 11日～ 5月 12日

東京都新宿区一谷田町こくほ21会議室

秋永峰子

第19期自治政叢講座

『災害・貧困対策、教育・議会の改革一新しい課題と自治体の役

事l』

①西川純（上越教育大学教授）
②青山やすし（明治大学大学院教授・元東京都副知事）
③秋山修一郎（足立区政策経営都子どもの貧困対策担当部長）
④山田正（中央大学理工学部教授）
⑤江藤俊昭（山梨学院大学教授）

①問われる教育行政一小中学校へのアクティブラーニング導入
②自治体の危機管理と復興体制づくり
③子どもの貧困にどう向き合うか
④豪雨から社会を守る
⑤議会改革と民主主義の実現

①社会に出た子どもたちの4割以上がおそらく非正規の労働者となり、低所得で
の生活をせざるを得ない現状において、アクティブラーニングによって人と交わ
り、つながりながら生きていくカをつけていく教育の必要性を改めて認識させら
れた。

②様々な災害の危機管理にとって、＠地震学火山学は予測しないこと＠マニュ
アルは精鍛に作らないこと＠クレーマーに誠意は通用しないこと＠仮設住宅は
作りすぎないこと＠安全は指定管理に出せないこと＠自治体議員の役割が大き
いこと等参考になる教訓を市政に生かしていきたいと思った。
③貧困と貧乏との違いの認識、実態の調査による取り組みの中で、特に貧困を
防ぐ取り組みが参考になった。本市が行っている学力向上の取り組みは勿論の
こと、子ども自身を地域活動に積極的に参加させる取り組み等、地域の活用が
今後鍵になってくると考えさせられた。
④今後の水防災対策の在り方＠気象変動に対応した治水対策＠ハード、ソフト
総動員する＠非難の強化と避難訓練の充実。歴史からの学び＠支線や上流部
の治水対策＠既存施設の評価及び有効活用（ダムを空にする）＠許可工作物
への対応＠生産空間の保全（農業を守る）など今後に生かすべき事項が多く
あった。
⑤議会改革はそのこと自体が大事なのではなく、住民の福祉の向上のための
改革であることを強調されたが、まさにその通りだと思う。民主主義の実現という
大きな目標のための議会改革であることをしっかりと認識して今後の議会改革
に臨まなければならない。



会派名

代表者

期 日

参加議員名

研修項目

説明者

説明内容

感想

研修報告書

みらい久留米議員団

藤林詠子 様

会派名

報告者

平成 29年 5月 24 日

みらし、久留米議員団

秋永峰子 ⑮ 
政務活動のため研修に参加したので、その概要を報告いたします。

平成 29年 5月 19日～ 5月 20日

東京都渋谷区代々木村一21-11 婦選会館

秋永峰子

市川房枝政治参画フォーフム2017
『公教育の理念を生かすために』

①中村文夫（教育行財政研究所主宰）
②皆川満寿美（早稲田大学ほか非常勤講師）
③高橋恭子（早稲田大学教授）
④鈴木賢志（明治大学教授）

①公教育の実施主体としての地方自治体
②自治体行政におけるジェンダ一平等「男女共同参画社会Jの実現はいつ？
③ネット社会における子どものメディア・リテラシー「ジェンダーの視点も含めて』
④スウェーデンの小学校社会科教科書を読む「投票率85.8%の国では何を教
えているのか」

①学校現場で事務職員として働き、見えてきた課題についての提言をえた。そ
の中で、給食費の公会計化や教材費の縮小についてなどは、今後も（久留米市
ではすでに教材費の負担減政策は不十分ながらとられている）取り組みの必要
性を感じた。特に公会計化は教職員の多忙化解消につながる。
②ジヱンダ一平等実現のためのこれまでの動きと現在の政権の動きについて話
される中で、現在の一番の課題は，日本の法律と制度に大きな不平等があるこ
とという指摘を受け、今までの自分の学習不足を反省した。法の下には平等に
なっているかか・と漠然と思っていた。今後様々な法律や条例をしっかり学習し
ていかなければならないと感じた。
③子どものメディアリテラシーを向上させるために、子どものメディア環境、メディ
アリテラシーとはなにか、メディアリテラシーの読み解き方、ネット時代のメディア
リテラシーについてはなされた。アクセス（使いこなす）分析（批判的思考、隠さ
れたメッセージ）つくる（自らが発信者となる）振り返る（私たちとの関係の見直
し）行動（社会の一員として参画する。という5つの視点の大切さが印象に残っ
た。 ④投票率85.8%という高
い投票率を誇るスウェーデンの小学校（基礎学校）4年生からの社会科教科書
を読み解く講義に目から鱗・－のことが多くあった。私たちが社会に生きているの
はなぜか、自分を守るため（生存）、人聞が社会的存在だから（情緒）、一人でい
るよりも多くを学ぶことができるから（学び）とか、議論するときのこつとして、知
識を持っていることを示すことや多くの人々を味方につけるためには、誤字やそ
の他の誤りがなく正しく書くことが重要であることなど、なぜ学ぶのかが、根本的
に日本とは違うことに感銘を受けた。



会派名

代表者

視察 報 告 書

みらい久留米議員団

藤林詠子 様

会派名

報告者

平成 29年 7月 19日

みらい久留米議員団 ~ 
秋永峰子 間ご｝

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 13日～ 7月 15日

視察地
①明石市役所駅前窓口（大明石町1丁目6ー1パピオス明石）、
②豊中市役所、南桜坂小学校（豊中市）

参加議員名 藤林詠子 秋永峰子

視察項目 明石市、豊中市における障害者福祉政策と障害児教育について

①明石市福祉政策室福祉総務課障害者施策担当者
②泉房穂（明石市長）

説明者 ③豊中市教育委員会「障害」児教育担当者
④豊中市市民協働部くらし支援課課長
⑤社会福祉法人豊中市社会福祉協議会勝部麗子

①明石市の差別を解消する条例の取り組みについて
②自治体行政におけるジェンダ一平等「男女共同参画社会』の実現はいつ？

説明内容 ③豊中市障害児教育基本方針とその実際について
④豊中市における生活困窮者自立支援の取り組み
⑤生活困窮者支援の現場から豊中のcswの取り紐み

①手話言語圏障害者コミュニケーション条例と障害者配慮条例について、それぞ
れが作られた過程と概要、条例に関連した施策の実施状況と今後の課題を説
明していただいた。どちらも当事者団体、支援団体、支援事業者、家族団体、学
識経験者の声を重視している点や、合理的配慮に対して具体的に予算をつけて
助成している点など、大いに参考になった。また、成年後見任用確保条例をつく
ることによって、これまで採用ができなかった成年被後見人や被保佐人の地方
公務員への障害者の採用ができるようになった点も参考になった。
②「主人公は市民。人の痛みや気持ちは簡単にはわからないから、当事者やそ
の支援者と共に決めている。』という言葉が印象的だった。また、「財政が厳しい
からやれないということは、市民にはさらに厳しいということ。だからこそ行政が
行わなければならない。 jという言葉には、社会福祉の原点があると思った。政

感想 策を考えていくうえで参考になった。
③『共生社会の形成jと「障害のある子どもの可能性が最大限に伸びること」を
目指して、基本的には通常学級で過ごすことを追及させる委員会の姿勢に感銘
を受けた。また、医療的ケアの必要な児童のために、看護師を市の職員として
雇用している点も大変驚いた。そのことで、小学5年生の児童が2泊3日の宿泊
自然体験に参加できていた。是非久留米でも目指していきたい施策である。
④国のモデル事業をいくつか活用して様々な自立・就労支援を行っていた。
⑤NHKでも取り上げられるほど、先進的な生活困窮者支援をおこなっている。特
に「断らない福祉」にこだわり、苦情を言う人、モンスター的な人を「心配していた
だいてありがとう」と受け入れ、支援の輸に引き込みながら地域をつくっていく手
法に感心するばかりだった。「ないものはつくる。人生をあきらめかけている人を
支える私たちが先にあきらめてはいけなL、jという言葉が印象に残った。



会派名

代表者

期 日

参加議員名

研修項目

説明者

説明内容

感想

研修報 ~ 量主
ト＿， 匡ヨ

平成 29年 10月 30 日

みらい久留米議員団

藤林詠子 様

会派名 みらい久留米議員団一
報告者 秋永峰子炉巨同

政務活動のため研修に参加したので、その概要を報告いたします。 ~ 

平成 29年 10月 27日～ 10月 28日

東京都渋谷区代々木11-21-11 婦選会館

秋永峰子

市川房枝政治参画フォーラム2017

『セーフティネットは機能しているか』

①仁藤夢乃（コラボ代表）
②西沢和彦（株式会社日本総合研究所調査部主席研修員）
③水島朝穂（早稲田大学教授）
④堀越栄子（明治大学教授）
⑤小竹雅子（市民福祉情報オフィスハスカップ主宰）

①講演「居場所のない少女たちを支援して」
②基調講演「年金制度の現状と課題J
③カレントトピックス「今、改めて憲法とは何かを考える」
④講演「ケアラー支援法の必要性と実現に向けてJ
⑤講演「また変わる！介護保険」

①JKビジネスといわれる、いわゆる少女たちを性の商品として使い捨てる
危険な社会の現状と、それにはまってしまった少女たちへの支援の在り方
について多くのヒントを得ることができた。特に衣食住と関係性をなくし
ている少女たちにとっての衣食住、関係性といったものが子どもの貧困と
重なっていることに気づかされた。 「児童相談所に行くぐらいなら少年院
に行ったほうがまし」という言葉に児相をはじめとする社会の在り方、人
権意識の希薄さが関われている。 ②日本の年金制度が正社員の男性を
基本につくられていることからくるひずみや、給付水準の出し方が特殊で
あるために、世界から見ると大変低い所得代替え率であることを知り驚い
た。現行の年金制度が今日の家庭形態や就労形態に合致していないこと、
マイナンバー制度がお金を持っていない人を見つける手段として機能して
いないこと等、多くの課題を知ることができた。
③野党の質問時間を削るという政府が出した案をはじめとする、今の政府
の在り方の多くが憲法違反であることや立憲主義と民主主義の両立の難し
さ、 「多数Jは「少数」あってのものであり、 「少数」を無視することは
全体主義であることなど、憲法に照らし合わせて社会を見つめるという視
点を得ることができた。④介護に専念できる人（以下ケアラー）が減る
中、介護を必要とする人が増えていく。ケアラーの多くが孤立し、虐待を
経験することが多い中、ケアラー支援は喫緊の課題であることを改めて認
識させられた。特にヤングケアラ｝と呼ばれる小中学生を含む若い介護者
層についての調査はわが市でも必要と感じた。 ⑤日本の介護保険シス
テムはどんどん改正されて今病気や障害を持つことが悪いことだという差
別的な、弱者を追い込むような在り方になってきていることをまず注視し
なければならないと改めて思った。介護医療院という新しい介護保険施設
が新設されるが、困っている人たちがその課題を本当に解消できたのかと
いう視点で、今後しっかりとその在り方を見ていかなければならない。



会派名

代表者

視 察 報 告 書

みらし、久留米議員団

藤林詠子様

会派名

報告者

平成 29年 10月 30日

みらい久留米議員団

秋永峰子⑮

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10月 29日

視察地 東京都墨田区亀沢2丁目7番2号

参加議員名 秋永峰子

視察項目 すみだ北斎美術館

説明者 菊田寛（すみだ北斎美術館館長）

①施設の概要
②運営財源

説明内容 ＠平成元年から、開館までのあゆみ
④開館から今日までのイベント、プロモーション活動
⑤課題と今後の取り組み

①近代的な建物の中に、地域住民に親しまれることをコンセプトとした美
術館。設許から多くの記慮がみられ、特に公園と一体となって、お祭りを
したり、餅つきをしたりという、地域密着ができる環境が印象的だった。
②③平成万年から検討が始められ、 28年余りをかけて開館にこぎつけ
た。特に財源をどうするかという課題に対して、早くからふるさと納税を
財源とする計画を立てて進めてきていることや、この間に多くの美術品を
収集していることなど、地道な取り組みがあったことに驚いた。一千万円
を超える大口の寄付もいくつかあり、まさに市民の手て作られた美術館で
あった。現在のところ黒字が続いているとのこと。北斎とその門人たちと
いう作品の収集が、北斎とその絡んでいる人たちという収集の仕方にかわ

感想
るなど、成長する美術館として今日に至っていた。④プロモーションには
全く予算をつぎ？込んでいないということに驚いた。マスコミによる北斎の
話題作りが大きく影響し結果的に目標を大きく上まわる入場者につながっ
ている。マスコミの利用は今後久留米市でも重点的に考えていかなければ
ならないと思う。特筆すべきはイベントで、 「美術館はいつも賑わってし、
るj という印象を市民に与えるために、カンボジア舞踊団を招いて館内で
舞踊を鑑賞し、合わせてカンボジア料理を出す、お正月には獅子舞とお嫌
子、展示に関する落語家の公演など、多彩なイベントが年中なされてい
る。そのためイベント会社への委託も多いとのことだった。⑤今後ユニー
クメニューに取り組み、さらに成長していくことを課題にしているとのこ
とだった。 型にはまらず、美術館を市民に親しまれるようにと工夫を続
ける姿勢は是非見習っていきたい。



会派名

代表者

研修報告書

みらし、久留米議員団

藤林詠子 様

平成 29年 11月 7日

会派名

報告者

みらい久留米議員団

秋永峰子⑮

政務活動のため研修に参加したので、その概要を報告いたします。

期 日 平成 29年 10月 26日

鹿児島県鹿児島市

参加議員名 藤 林詠 子 古賀敏久 秋永峰子

研修項目 中核市サミット

基調講演講師：日本総合研究所主席研究員藻谷浩介氏
第1分科会コーディネータ一日本政策投資銀行地域企画部参事

説明者
役桂田隆行氏
第2分科会コーディネータ一志号館大学准教授志賀玲子氏
第3分科会コーディネーター鹿児島大学産学官連携推進センター
産学官連携部門；雀教授中武貞文氏

基調講演「個性ある中核市こそが次代の日本を担う」

説明内容 第1分科会「スポーツを核としたまちづくり
第2分科会『核としたまちづくりJ
第3分科会「地域の特色を生かした新たな産業づくりJ

基調講演では、東京の人口分布のデータ等を示しながら、東京も含
めた日本全体が少子化の状況にあることを強調し、地方が今何をな
すべきかを示された。演題にもあるように個性を生かしていくことが大
事であり、そこから活力を見出していきたいと思った。
第1分科会では、本格的な人口減少局面を迎える中、近年、スポーツ
観戦やスポーツイベントへの参加など、スポーツツーリズムへの関心
が高まっており、交流人口の拡大等による地域活性化がますます重
要となっていること。このような動きを踏まえ、スポーツイベントの開催
やキャンプ誘致などのソフト、施設整備などのハードを地域資源とし
て活用し、スポーツを核としたまちづくりによる地域活性化を行うため

感想 の方策等について、実践例を知ることができて大変参考になった。
第2分科会では地方の活力を維持・強化するために若者自身の地
域に対する考えやニーズを把握し、その柔軟な発想や行動力をまち
づくりの各面に生かしていく必要性から、地元への愛着心の醸成や、
まちづくりの担い手としての育成などを通して、若者が地域を支える
「人財』となり、生き生きと主体的に活躍できるための方策等について
知ることができ参考にしたいと思った。
第3分科会では地方にしごとをつくり、安心して働けるようにするた
め、それぞれの地域が持つ魅力や資源を生かした新産業を創出す
るための方策が出された。今後しっかりと取り組んでいくべき課題だと
再認識させられた。



研修報告書

平成30年1月26日

会派名 みらい久留米議員団

代表者藤林詠子様

会派名

報告者

政務活動費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 平成29年 7月 31日・ 8月 1日

参加議員名古賀敏久

研修項目 マニフェスト・サミット 2017

「政策で勝負する議会へ～次世代の地域経営を考える～」

説明者 基調講演北川町恭早稲田大学名誉教授

先進事例報告立石隆教小値賀町議長・中田進浦幌町議会事務局長

調査報告

講演

川上文治可児市議会議員・清水克士大津市議会事務局員

笹川理大阪府議会広報委員長

中村健早稲田大学マニフェスト研究所事務局長

青木佑ー早稲田大学マニフェスト研究所招聴研究員

神成淳司 内閣官房副政府CIO、慶応大学准教授

加賀谷豊明株式会社N廿データ技術開発本部

説明内容 基調講演では次世代の議会のあり方について都議選の結果も踏まえた講演。

事例発表では立石、中田氏より議員のなり手不足の事例を上げて説明。

川上、清水氏からは通年議会について、笹川氏からは高校生への出前授業の

取り組み、調査報告は議会改革の傾向と課題、有権者の意識調査と政策マッ

チについて報告があり、講演では地域農産物の特性を踏まえた農業分野の活

性化へのAIの活用とロボットを活用した高齢者支援サービスの紹介があった。

感想 北川｜氏の議会報告会は公務化すべきとの提言ではこれにより議員は議会よ

りの派遣、また事務局の関与も可能となることから久留米ではいまだ未開催

の議会報告会も可能になるかもしれない。町村議会での議員のなり手不足は

報酬の増額と厚生年金加入に加えて社会保険も含めて歳費にする、当然市民



からの期待と責任は増加するが議員及び議会の注目も上がるだろう。通年議

会については大津市議会では「いじめ問題Jへの対応が契機となった様子で

自然災害への対応も含めて先進事例として注視する必要がある。高校生への

出前授業は有権者の年齢が引き下げられた事により政治への関心を持っても

らうことは勿論だが議員、特に若手議員にとっても自らの立ち位置を再認識

する効果もあると思う。調査報告と講演については議会と議員の様々な意味

でのスキルを上げていくことが必要であると感じた。



研修 報 告 書

平成 30年 2月16日

会派名みらい久留米議員団

代表者 藤 林 詠 子 様

期日

開催地

参加議員名

研修項目

説明者

研修内容

感想

会派名

報告者

みらい久留米議員団 p 、

秋永峰子 制

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。

平成 30年2月1513 

TKP東京駅八重洲カンファレンスセンター

藤林詠子、秋永峰子

地方議員研究会「未来を見据えた若者と親支援の充実を目指して」

～福祉と教育への社会投資が自治体にもたらすべネフィットとは～

水野達郎（家庭教育支援センターペアレンツキャンプ代表理事）

①ひきこもりの現状と課題
②合理的な社会投資としての若者支援
③行政支援の現状と課題
④これからを見据えた行政支援のポイント

①「ひきこもりとは何か、それはアイデンティティの確立に向けて悩む時期が
あるがその時期がずっと停滞している状態Jというとらえから課題を整理し、
自分がわからず欲を出せない、自立ができないために自信がない、失敗できな
いと思い込んでいるために社会参加ができないという分析が印象的だった。そ
してこのような課題を抱えて引きこもり状態の若者が潜在化し長期化している
ことや、広義のひきこもりの 87. 7%が阿親に経済的に依存しており生活保
護受給率が高いこと等、喫緊の課題が潜んでいることを改めて認識させられ
た。②引きこもりによって担税カの低下、支援体制に莫大な予算が必要なこ
と、年金・国保等社会保障制度への影響が大きいことなど、リスクがおおきい
ことから、合理的な社会投資としての若者支援が必要なことが分かった。③特
に8050問題といわれている 80代の親と 50代のひきこもりの子どもが同
居している世帯が立ち行かなくなっている問題は 19 8 0年台以降効果的な対
策がなされてこなかったために起きていること。今後このような事態を招かな l

いために対策を取らなければならない。④社会投資としての若者支援として
は、早期発見予防的対応、長期ビジョンをもつこと、本人だけでなく家族を含
めた総合的な支援が必要なこと、保健福祉局だけでなく教育委員会や民間機関
等が協力しクロスセクターで取り組むことが必要と分かった。是非今後の若者
支援に生かしていかなければならない。



，，，岬

会派 名

代表者

要請・陳情活動報告書

みらし、久留米議員団

藤林詠子 様

会派名

報告者

平成30年3月29日

みらい久留米議員団

藤林詠子 ⑧ 
政務活動のため要請・陳情活動を実施したので、その概要を報告いたします。

実施期日 平成30年2月15日

参加議員名 秋永峰子藤林詠子

要請・陳情先 在日カザブスタン共和国大使館（東京都港区麻布台）

相手方
イエノレラン・パウダノレベック・コジャタエフ大使

要請・陳情項目
東京オリンピッ夕、パラリンピックの事前キャンプ地として、久留米市を検討していた
だくことをお願いした。

久留米市に平成30年度完成する体育館の説明をし、また、久留米市の医療、食、ホテ
ノレ、交通などを説明し、市民みんなで歓迎して、事前キャンプの協力をすることを伝え

要請・陳情内容
た。新体育館を柔道、ウエイトリフティングなどのカザフスタン共和国が誇る競技の事
前キャンプ地として、準備していることを伝えた。また、筑後川を使ったカヌー競技の
環境もご説明し、ご検討いただきたいとお願いした。

・〆

東京オリンヒ。ツ夕、パラリンピックの事前キャンプ地として、久留米市に1種目でも多

要望・陳情の自民

く、また、 l人でも多くの選手、関係者に来ていただきたい。そのために、選手を迎え
る環境の十分な説明とともに、市民の歓迎の熱意を伝えるために、市行政とはまた別に
お願いに伺った。

要望・陳情の結芽

大使からは、本国での事前キャンプについての検討状況と他種目での他市との協議状況
をご説明いただいた。また、東京オリンピック・パラリンピック後の交流についても考
えられないか、とご提案をいただいた。カザフスタン共和国には、久留米市と同規模の
都市があるとのことだった。
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会派名

代 表 者

みらい久留米議員団

藤林詠子

研修報告書

様

会 派 名

報告者

平成30年3月29日

みらい久留米議員団

藤林詠子 ⑧ 
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 平成30年2月7日・8日

開催地
・1日目環太平洋大学岡山駅前グローパルキャンパス（岡山市）・2日目岡山県真庭市役

所、真庭市内視察

参加議員名 秋永峰子藤林詠子

研修項目 「地方創生時代の政策と議会のあり方を学ぶJin岡山

説明 者 ［基調講演l『地方議会から日本を変える』

北川王恭早稲田大学名誉教授 I先進事例報告］

「岡山市民未来創生プラン～会派による政策提言～j

林敏宏公明党岡山市議会議員団＊2017-zニフェスト大賞優秀賞受賞

「横浜自民自党由マ民ニ主フ党ェ横ス浜ト市～会議議員員提団案条例による政策実現～j
黒川勝
「『議会だより目ニューアノレ』からはじめる議会改革j

子鐘敏人あきる野市議会議長
説明内容 f議員のなり手不足問題と町村総会の検討J

川上文人大川附議会議会運営委員会委員長
［パネルディスカッション】

川上文浩可児市議会議長＊2017マニフェスト大賞特別賞受賞
先進事例発表議会 ・〆
コーディネーター．林紀行環太平洋大学准教授

・議員として動くだけではなく、議会として動くことが必要ということが、よくわかっ
た。・あきる野市や横浜市の取り組みは、条例を作ったという結果ではなく、作るプロ
セスに議員自らが汗をかいているのが素晴らしい。議会として市民とコミットすると、
こういう風にまわるんだという実例を教えられた。・横浜市の条例制定は、内容が深
し、。
・高知県大川村の議員のなり手がないので、というお話は、直接民主制もいいのでは、
というシンプノレな話ではないことが理解できた
4・議会が自ら、市民アンケートやワークショップを実施して政策や条例をつくっている
具体例をきいて、とても参考になった。、議員間の問題意識の共有と他会派の巻き込み

感 想、
方、住民への説明責任など、できることからということだった。・予算決算審査など4
つの政策サイクノレで行う可児市議会の今までのプロセスが参考になる。

・パイオマスツアーの前に、北川正恭早稲田大学名誉教授のご挨拶、真ご庭説市長、市議会
議長があってくださり、市長から直接、真庭市のバイオマスのことを 明いただい
た。
・印象に残ったのは、・職業として林業が成り立つことが大切、－市民の勉強会から始
まったこと・市の弱みを強みに変える発想、 －産官学の連携を様々にしていること。
・真庭市のパイオマスツアーでは、間伐材などの未利用木材を使った発電所、生ゴミと
し尿処理のパイオマス発電と液肥の活用、の現場をみて、地域エネルギーと地場縫務の
循環、雇用を生むことなど、がよくわかった。
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会派名 みらい久留米議員団

代表者 藤林詠子

研修報告書

様

会派名

報告者

平成30年3月29日

みらい久留米議員団

献詠子 ＠ 
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 平成30年1月23日・24日

開 催地 東洋大学白山キャンパス井上円了ホーノレ

参加議員名 藤林詠子

研修項目
第41回都市計画セミナー コンパクトシティのネットワークを考える

～立地適正化計画と地域公共工網形成計画～

説明者
別紙の通りの講師と演題で基調講演、基調報告、があり、高石市、新潟市、越前市、岐

阜市、福井市、八戸市、高松市の事例が報告された。

説明内容

圃交通政策やコンパクトシティについて視察に赴きたいと思っていた複数の自治体の話
を一度に聞くことができて、とても参考になった。しかも、視察に行った際の説明者は
課長であることが多いが、部長級の方が登壇されたので、事業単位の細かい話ではな
く、政策としての位置づけや関連が説明されたので、わかりやすかった。
・『黒字にするのは、交通ではなく、まち、ですよ」という言葉が印象的だった。移動
を円滑にして、経済活動、消費活動、高齢者などの通院、買い物を活発にすれば、まち
は黒字になる。そのために交通に予算を費やすという考え方は、もっとすべきだと思つ
た。
・見える化のしかたをいくつか新しく知ることができた。、・データで事実を示すこと
が重要ということが講師から何度も言われた。確かにその通りだと思う。市民の声や議

感 想
員の印象だけで議論してはいけないと反省した。 国立地訂正化計画は、交通だけで
はなく、健康・介護・観光・まちづくりと関連付けることが重要との事だった。久留米
市でいうならば、都市建設部の問題にとどめず、子ども未来部、健康福祉部、商工観光
労働部、協働推進部などの課題ととらえる必要があると思う。・公共交通の位置づけ
は、自治体によってかなり異なると思った。岡山市の例にあるように、民間の交通業者
が企業でありながら公共交通を担っていることを自治体がわかっていなければ、住民が
困ることになる。それは、補助金支出だけではなく、その公共性を評価したうえで、ふ
だんから情報共有やともに交通を考える協議の場を持つことが大切だと思う。
・住民が主体にならないと失敗するというのは、どの事例にも共通していた。 住民
が主体になれるような、行政からの情報提供や会議体の持ち方は、久留米でも課題だと
思う。・発表された自治体は、どこも試行錯誤であるが、試行錯誤のプロセスをお話し
いただいたことがとても参考になった。



会派名

代表者

研修 報 告 書

みらい久留米議員団

藤林詠子 様

会派名

報告者

平成30年3月29日

みらい久留米議員団

藤林詠子 ⑧ 
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 平成29年11月20日・21日

開催地 全国市町村国際文化研修所

参加議員名 藤林詠子

研修項目 平成29年度第2回トップマネジメントセミナー［災害対応力の強化に向けて」

説 明 者
①坂本森男（元消防庁長官）②井上学（熊本市政策局危機管理官）③，牧紀男（京
都大学防災研究所教授）＠河田恵昭（関西大学社会安全学部教授）

次の項目について、上記の講師によりそれぞれ講義があった。 ①最近の災害事

説明内容 例と対応②熊本地震の行政対応 ③ 自治体の危機管理＠災害対応力の強化

・熊本市の井上危機管理官は、 「被災自治体の失敗は、活かしたいので、隠さずに話す
ことにしているj とおっしゃり、救援物資受け入れの失敗を整理して、具体的に話され
た。これは自治体にとってとても参考になるが、熊本市の市長以下、この姿勢は、素晴
らしいと思った。、圃熊本、宮城、岩手、福島の事例が失敗も含めて話された。被災地
に学ぶことは多いとあらためて思った。
せっかく、被災自治体や研究者がまとめてくださっているものを、もっと知らなけれ

ば、と思った。

・選挙で圧勝した首長の方が災害時に思い切った決断ができる、という講師の話に、
例外もあるだろうが、傾向としては、そうかもしれないなと思った。 僅差での選挙結

感 想 果や政治的に不安定になっている状況下での危機管理は、さらに難しくなることを防災
関係者や議員が知っておくことは重要だと思う。そのうえで、極力その影響が少なくな
るような対策をしなければ、住民を守れないと思う。

市役所の防災体制の充実も必要であるし、
災害への備をする市民をどう増やすのか、が、
自治体として、とても重要だと思った。



会派名

代 表者

研修報告書

みらい久留米議員団

藤林詠子 様

会派名

報告者

平成30年3月29日

みらい久留米議員団

藤林詠子 ⑧j) 
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 平成29年10月23日・24日

開催地 全国市町村国際文化研修所

参加議員名 古賀敏久 藤林詠子

研修項目 平成29年度トップマネジメントセミナー「最新情報技術の活用と可能性j

①丹羽隆史（株式会社タニタへノレスリンク 代表取締役社長）②村下公一（弘前大学教

説 明 者 授）③関口和 （日本経済新聞社編集委員）④本田幸夫（大阪工業大学 ロボット工

学科教授）

次の項目について、上記の講師によりそれぞれ講義があった。 ①大転換の時代
タニタが生む健康パラダイムシフト ②巨大産学官連携チームが超多項目健康ビッグ

説明内容 データで「寿命革命j をめざす ③ A I、 IoT促すデ、ジタノレトランスフォー
メーション ④ロボットと暮らす未来と新たな社会規範

・増大する医療費、介護費を抑制し、健康寿命延伸をはかることが久留米市のみなら
ず、どの自治体でも喫緊の課題である。従来の地域保健活動をベースとした保健師活動
でポピュレーションアプローチを行っても、保健師の能力の問題ではなく、社会構造の
変化により、効果が薄いと疑問に思っていた。その問題を民間企業や産学官連携で取り
組んでいることに驚いた。 ・健康づくりを自治体が促しでも成果が出ないのは、自治

感 想
体がもっツーノレが少ない、また、データは持っていても、分析できず、住民の生活背景
を把握できていないのだと、弘前大学の取り組みから思った。圃弘前の取り組みは、
「健康づくり」と「まちづくりJを兼ねてるからこそ、市民の取り組みが広がるのだと

思った。これは、久留米で参考にしたい。 園岡山市、新潟市、の動機付けのためのイ
ンセンティブ、八王子市、神戸市のソーシヤノレインパクトボンドは、今後の成果に注目
し、参考にしたいと思った。 圃AIやロボットの技術の進歩に対し、倫理的な問題の
整理が追い付いていないことは課題だと忠弘
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みらい久留米議員団

藤林詠子 ＠参
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 平成29年4月14日・15日

開催地 東京駅貸会議室八重洲口（東京都中央区八重洲21 4) 

参加議員名 藤林詠子

研修項目 地方版総合戦略と自治体財政

説 明 者 鈴木文彦（大和総研 主任コンサノレタント）

次の項目について、講義があった。 ①地域経済を取り巻く問題と地域活性化の

説明内容
戦略②稼ぐカを奮い起こし、人口酒養カを高める「しごとj をつくる ③稼ぐ農

業、観光振興のかんどころ ④地域経済の自立と自治体財政の自立

「まち、ひと、しごと創世総合戦略Jは、そのまま、 Iまち、ひと、しごとJの順番
で考えていた。まちが生き残るために人口維持が必要でそのために仕事を作らなければ
ならない、と考えていたが、それでは、結果的に魅力的なまちにならず、地域経済も活
性化しない、ということが理解できた。まず、仕事を増やして、 「ひとj を呼び寄せ、

住みよい「まちJで定着をはかるとするのが、 「戦略j であるという新しい発想だっ
た。地域経済を始点、として自治体経営を考えてみると、産業政策の位置づけが異なって
くると思った。移住に補助金を出したり、保育料の削減などで人を奪い合う自治体間競
争をするのではなく、本当に地域経済の自立度を高めたり、産業構造の変化に対応した
就業機会の確保をしていかないと中期的には、人口減少が大きくなってしまうと思つ

感 想 た。 「ものづくり1 （生産）だけではなく、高付加価値化で「売る」ことをしなけれ
ば、雇用も所得も増えないことを、経常県外収支などの比較から理解できた。久留米市
のものづくりは、カがあるが、それだけでは生き残れない。農業の6次産業化をはかる
ように、工業でも、下請けでみがいた技術やバイオ研究での成果を生かした製品をいか
に生み出し、売るのか、自治体としての産業支援は展望をもって行わなければ、と恩つ
た。久留米市の場合、産官学金労の取り組みをもっと多様にしかけていくべきだと恩つ
た。また、各自治体の観光振興の成功、失敗例が示されたが、程度の差はあれ、久留米
市の事業にも失敗の要素として当てはまる点があった。今後、その視点も持っていたい
と思った。
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政務活動費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 平成30年2月18日・ 19日

参加議員名古賀敏久

研修項目 社会的インパクト投資フォーラム20 1 8 

説明者 基調講演小宮山宏 GSG園内諮問委員会委員長・三菱総研理事長

ロナルド・コーヱン卿 GSG会長

西村陽一朝日新聞社常務取締役

越智隆雄内閣府副大臣

パネルデイスカッション1 「成長する SIBへの需要と金融機関の役割」

工藤禎子三井住友銀行常務取締役

ヒラリー・アーピイ モルガンスタンレー証券アナリスト

パネルディスカッション2 「地方創生と SIB・地域金融の役割」

唐津岡lj 内閣官房地方創生総括官

榊悶隆之京都信用金庫専務理事

深尾昌峰全国コミュニティ財団協会会長

感想 自主財源の乏しい自治体にとって、ふるさと納税やクラウドファンディング

の活用の模索に加えて、新たな財源の候補として社会的インパクト投資の活

用が考えられるのではないかとの思いで参加した。神戸市が三井住友銀行と

提携して行っている腎臓病患者への重篤化予防事業は啓発プロブラムへの充

当する資金が自主財源となるため費用対効果が確実なものでないと予算化が

困難として社会的インパクト投資の活用に至ったのだろう。一方、金融機関

側にとっては「継続可能な安定した投資」と考えていると思われる。評価機

関への信頼性の向上が不可欠である。
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