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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

会派名久留米たすき議員団

代表者名石井俊一⑧

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（H2 9年度分）

2 事業実績の概要

・各種研修等への参加

地方議員研究会（東京・福岡）

生活保護問題対策全国会議・全国公的扶助研究会（長野）

日本貿易振興機構（埼玉）

地方議会総合研究所（東京・名古屋）

全国市議会議長会研究フォーラム（姫路）

中核市サミット 2017（鹿児島）

東京法令出版（東京）

日本経営協会（大阪）

．調査研究費

交通費

行政視察（墨田区・鹿児島市）

．要望陳情活動費

カザフスタン共和国東京オリンピック・パラリンピック

キャンプ候補地検討要望活動（東京）

－資料購入費

・事務費



研修 報 告 書

平成29年7月 21日

久留米たすき議員団

団長 石井俊一様

会派名久留米たすき議員 団

報告者早田耕一郎 f羽子
政務活動のため行政研修を行ったので、その概要を報告いたします。 『ι）／

期 日 平成29年 7月 20日

開催地 東京都豊島区アットビジネスセンター会議室

参加議員名 大熊博文、早田耕一郎

研修項目 議会と災害・対応を考える

説明者 同志社大学教授新川達郎

－災害時における議会の役割・議員の役割

・議員としての心構えや議会の対応の仕方はどうあるべきか

・議会、議員は災害に備えて何をするべきか

内容
－緊急事態における議会・議員の行動

・地域防災計画と議会

－災害時の執行機関と議会・議員の関係

－災害対策と広域連携

－災害時に議員が主体的に動くためには

二元代表制という地方自治の車の片輸を担う議会は災害の際も、不可欠な役割を担う

べきである。しかし、実際に災害が起こった際、議会としてどう動けば良いのか、また、

動くべきなのか、今回、九州北部豪雨を受け、判断をするのに不安が残ったため、本セ

ミナーを受講した。

災害救援を考える際、まず、発災してから 72時間の対処（フェーズ1での対処）が

重要になる。人聞が何もせずに生きながらえることが出来るのは一般的に72時間と言

われており、これを超えると生存が困難になる。そのため、救援は発災後72時聞が決

定的に重要であるが、国の救援体制がキッチリと整い、本格的に稼働できるのは発災後

感想
213 (48時間）以上経ってからになってしまうことが多い。したがって、いかに各自

治体で準備をしておくかが重要になってくる。私たち議会はその対策について、一般質

間等で執行部に正すことは出来ているかもしれないが、議会自体がいかに動くかについ

ては指針がない。

本講義では、まず議会が災害対処のマニュアルを作成し、出来ることなら、それを条例

化しておくことが肝要であるという点が指摘された。災害対策基本条例の整備を目指し

つつ、どのような指針で動くかのマニュアルを議会内議員聞で確実に共有することが久

留米市議会では重要になってくると思う。滋賀県の大津市では災害対策本部に議会が入

っているとのことだが、久留米市議会でも発災の際に主体的に取り組むため、そのよう

に積極的な関与を考えるべきではないか。



他、添付資料

後半の講義では具体的な災害時の議員の動き方が示唆された。災害が起こった際、議

員が使命感に燃えて情報収集をすると、却って行政の救援活動を妨害することにつなが

ってしまうことが多い。そうならないためにも、きちんと交通整理や行政と議会との住

み分けを事前にしておくことが重要であると改めて感じた。

平素から議員の役割として、住民と行政との結節点となることが求められているが、災

害時においても同様で、被災された方の声を届けることが求められていると講師が話し

ていたが、それを単独でやると、前述したような議員の使命感が執行機関の円滑な活動

を阻害しかねない。会派、あるいは議会全体で集約して執行機関に伝えることが必要だ

と感じた。議会内で非常時の安全確認、参集する体制、連絡網などを整備し、具体的に

動く体制作りは早急に進めなければならない。

議会は執行機関に比べて住民の患いを吸い上げることには長けている。その機能は災

害対応特に、復興期においてはとても重要な機能である。執行機関の災害対策を阻害し

ないよう十分に配慮しながら、そのような機能を自治体全体の災害対応に反映していけ

るよう、事前に災害対策本部での議会の位置付けの確保、連絡体制の整備など議会全体

として災害に対応していくことは必須であろうし、また、広域的にも議会開ネットワー

ク、市議会・県議会・国会を繋ぐ組織体を構築することも肝要だと恩われる。



会派名

代表者

研修報告書

久留米たすき議員団

石井俊一 様

会派名

報告者

平成功年 7月斗2日

久留米たすき議員団

大熊博文

告5
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7月23日 1日間

開 催地 東京都

参加議員名 大熊博文

研修項目 議員活性化のノウハウ

説 明 者 樋渡啓祐

①議員は市民や職員にどう思われているか
②先輩議員や議会事務局に貴方はだまされている
③議会活性化のために取り組めることの提言

説明内容

地方議員はいろいろ百われる存在であるが、頼りになる存在でなければならない。知識
を持つことにより、情報を発信していく。一般質問で情報を発信していく。自慢話より
失敗談で身近な存在であること、議員一人ひとりのスキノレアップが必要である。

感 想



会派名

代表者

久留米たすき議員団

石井俊一様

研修報告書

会派名

報告者

久留米たすき議員E

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。

甲斐田義弘 ⑧

松岡保治 （む

期 日 平成29年8月 7日～9日

開催地 TKP東京駅八重洲カンファレンスセンター

参加議員名 甲斐田義弘松岡保治

研修項目
大学の先生ではわからない実務的な質問の仕方 私がうなった質問はこれだ

元国I市長が考える財政関連質問のポイント

説明者 川本遺志

今回は、一般質問、財政関連の質問についてということで研修に参加しました。

いい質問とは、もちろん住民全体の福祉の向上に関して成果を出すことが一番であるこ

とは言うまでもない事実である。しかしながら、自分自身のアピール、執行部を困らせ

るのがいい質問である、というように思っている議員も少なくはないように思える。議

員活動の中で、一般質問等の成果が住民の方々に見えてこないことなどから、議員は少

ないほうがいい、議員報酬は少ないほうがいい、政務活動費は不要などの批判が出てき

ていると思う。

では一般質問で成果を出すためには準備必要であるが、先ず現場の調査（住民との対話

客観的事実の提示）、次に課題の抽出（視座、視点）、次に仮説の設定（知識、情報）、
感想

次に検証による修正（住民、専門家、執行部と対話、先進自治体の取り組み）、最後に

質問のリハ｝サル（プレゼンテーション）とこれだけの準備が必要不可欠であると講師

が言われました。一般質問で行政が動かない場合でも、市民への情報提供の大きな手段

であり、市民の意思醸成にカを発揮することもある。また、議員の意見で、客観的意見

でなければ行政の中で問題視されにくく、優先順位は上がらない。もっと色々な方々か

らの意見を伺い、現状認識と課題認識に重きを置かなければならないと感じた。

今までの自分自身の質問においても欠けていた部分もあり、これからの質問に活かして

いきたいと感じました。

他、添付資料



研修報告書

平成29年8月 10日

久留米たすき議員団

団長石井俊一様

期 日

開催地

参加議員名

研修項目

説明者

内容

感想

他、添付資料

会派名久留米たすき議直回

報告者早田耕一郎 （諸君｝

政務活動のため行政研修を行ったので、その概要を報告いたします。

平成29年8月 10日

東京都千代田区都市センターホテル3F コスモスホール2

早田耕一郎

第 19回都市経営セミナ｝都市自治体の子ども子育て政策

大豆生回啓友玉川！大学教授ほか

・乳幼児の保育の質および子育て支援

待機児童の問題はまず量的な拡充を図ることが先決になる。ただし、待機児童問題では、

別の位相において大きな障壁がある。今は保育園需要が逼迫していたとしても、将来の

出生数は大幅に減少に転じることが予測されているため、簡単に費用のかかる保育園新

設には舵を切りにくいため、手っ取り早い有効打を打ちにくいのである。

立地等に多少の問題があったとしても、既存の保育インフラは最大限に活用しつつ、

新設・廃止に費用がかからず、かっ質も担保された保育所を作る必要がある。

－都市自治体の少子化対策が出生率回復に与える効果

少子化対策として様々な施策が各自治体で行われている。しかし、その検証について

はあまり議論されることが少ない。どのような少子化対策が効果のある対策と言えるの

かを検討する。

待機児童の問題は多くの都市自治体で共通の問題となっている。確かに量的な拡大は

不可欠であるが、保育や幼児教育の質が担保された対策でないと、将来の主権者育成と

いう意味でも問題があると言わざるをえない。そういう意味で講師が言うように、質の

担保は墨守しなければならない点である。

しかし、質を守りながら、かつ将来に財政的な負担が残らないような保育の量的課題

はまさに「言うは易く、行うは難しjであって、非常に解決は難しいと感じた。認可外

保育所の積極活用など、様々なアイデアは出ていたが、特効薬的な解決策の案は提示さ

れず、これから各自治体が頭をひねって考えていかなくてはならない。

久留米市は認定こども園を他自治体の自治体に先んじて進めてきた経緯があり、そう

いった長所を生かして、今後の対応策を考える端緒にしていきたい。





会派名

代表者

研修報告書

久留米たすき議員団

石井俊一様

平成29年 10月26日

会 派 名 久 留 米 た す き 議 員 団

報告者松岡保治 ｛音治

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 26日

開催地 鹿児島県鹿児島市

参加議員名
石井俊一松岡保治

研修項目
地方から創る豊かさ

次代の「まちJ・「ひとJ.「しごとJづくり

説明者 中核市市長会鹿児島市サミット開催事務局

今回の中核市サミットにおいて、これからの中核市の在り方、また

新たに中核市となる自治体のこれからの取り組み等について、様々

な議論が交わされた。その中で、これから財政が厳しい、また存続

が厳しいという自治体も数多く紹介されたが、久留米市においては

比較的健全で、これからの可能性においても明るいのでは、との意

見があった。市町村合併により、面積は広くなるが人口は減少して

感想 いく状況に対して、行革の新たな方針も打ち出していかなければ、

これからの人口減少社会を乗り越えることが出来ない。

この状態を悪化させずに、更に良い方向に持っていけるよう、我々

議員も自己研績に励まなければならない。



研修報告書

平成29年 11月2日

久留米たすき議員団

代表 石井俊一様

政務活動のため行政研修を行ったので、その概要を報告いたします。

会派名久留米たすき議員団

⑧ 報 告 者 早 田 耕 一 郎

日 時 平成29年 11月 01日

開催地 埼玉県さいたま市大宮ソニツクシティビル 9 0 5会議室

参加議員名 早田耕一郎

研修項目 新輸出大国コンソーシアム事業 中堅中小企業の海外展開最新事例

JET ROビジネス展開支援部松尾修二氏

説明者 カネパッケージ株式会社金坂良一氏

笛木醤泊代表取締役笛木正司氏

海外展開の「ビジネスチャンス」

「海外展開戦略の立て方Jと支援事例

内容 「海外展開計画の進め方Jと支援事例

新輸出大国コンソーシアムについて

ーヒト・モノ・カネが不足する企業の海外戦略～

自治体問競争がこれからますます織烈化することが明白に予測される中、競争に勝ち

抜く強みを持たなくてはならないし、弱い部分については強化をしなくてはならない。

先だっての野村総研「成長可能性都市ランキングJで久留米市は非常に良い評価をし

ていただいたが、野村総研のセミナーの中で「久留米市は『ローカルハブ』を目指すベ

きだ」という指摘があった。

ローカ／レハブ、l土地方にありながらにして、メガシティを経由せず世界中に発信してい

くことができる都市であることが、一つの特徴として挙げられているが、久留米市は野

村総研の評価によると「産業基盤が比較的脆弱で、海外に拠点を持つ企業や海外展開を

している企業が少ない」ことが弱点として挙げられている。そのため、久留米市として

も企業の海外展開を積極的に支援していくことが求められていると私は考えている。

感想 そのため、地場企業の海外展開をいかに支援していけるかを検討するため、日本貿易

振興機構（JETRO）の輸出大国コンソーシアム事業のセミナーを受講した。

（※新輸出大国コンソーシアムには久留米市も参画している）

本セミナーにおいては、従業員数が数名から十数名程度の企業が海外に展開した実例

を中心に、ヒト・モノ・カネが不足する企業がいかなるステップを踏んで海外に活路を

見出していくかが通底したテーマであった。久留米市からの海外事業展開を考える上で

も、上記の規模の企業が中心になるであろうから、地場企業が海外進出にあたり懸案事

項になるであろうことをシミュレ｝トできるという意味で非常に参考になる点が多か

った。海外展開する際には、対象市場の広狭、プロダクトが差別化されやすいか否か、

といった点を参酌しつつ、十分な市場調査、フィールドワークを行う必要があるし、行

政としては決断を後押しする事前事後のサポートが求められる。

他、添付資料



会派名

代表者

研修報告書

久留米たすき議員団

石井俊一様

平成29年 11月20日

会派名久留米たすき議員団

報告者松岡保治 ⑮ 
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 15～16日

開催地 兵庫県姫路市

参加議員名
石井俊一大熊博文原学松岡保治

研修項目
全国市議会議長会研究フォーラム

説明者 中部章他

今回の全国市議会議長会では、議会改革及び議会基本条例について

講演、パネルディスカッションによる討議が主であった。

様々な議論が交わされたが、特に興味を持ったのが、姫路市議会に

おいて、予算決議の約 1ヶ月前に執行部と各会派で話し合い、それ

ぞれの会派から市長に対し予算の編成、請求まで行うとのことでし

た。

感想 また、議員としての活動だけでなく、議会としてどれだけまとまれ

るかについての意見も多くでていた。

日頃、議員が何をしているのかをもっと市民に理解してもらうに

は、開かれた議会活動が更に必要であることを痛感した。





会派名

代 表者

期 日

開催地

参加議員名

研修項目

説明者

内容

感想

他、添付資料

久留米たすき議員団

石井俊一様

研修報告書

平成 30年 1月 18日

会派名久留米たすき議員団

報告者 大熊博文⑧

平成30年 1月 15日・ 16日

東京

大熊博文

自治体議員の基礎講座

永田潤子

( 1 ）議員の専門性・キャリアプランニング

(2）行政サービスの効果や有効性の分析

(3）質問作成10 0 0本ノック

(4）まちづくりのしくみ・アプローチと実践法

( 1 ) について

議員の専門性は大規模団体か小規模団体かで異なるが久留米市の場合は中間的な規

模で専門性も必要であるが、広く浅く広範囲に市民の意向を反映させることも必要

であると思われる。会派で、意思統ーをはかったり、個人として対応したりと臨機応

変に活動していく必要があると考える。

( 2 )Iこついて

PDCAサイクルを活用して内部と外部の両方で評価をすることが大切であると恩わ

れた。

(3）について

質問の内容には、原因・図った状況・課題・懸案等を検討して、理事者と協議が出

来るようなものにしていく必要があると思われる。

(4）について

先ずは、仕組みをつくることから始めてゆくことが大事であると考える。





,. 

l. 研修報 止
口 書

平成30年1月28日

会派 名 久留米たすき議員団

代表者石井俊一 様

会派名 久留米たすき議員団

報告者堺陽一郎 ⑮ 
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24日

開催地 TKP東京駅八重洲カンファレンスセンター（東京都中央区） . 

参加議員名 堺陽一郎

研修項目 自治体財政の基礎

説明者 森裕之（立命館大学）

①財政とは何か
②一般財政と特定財源
③なぜ一般財源が必要か
④地方税（一般財源）共同事務のための自主財源
⑤地方交付税の仕組み（各自治体の普通交付税の決定方法）

説明内容 ⑥補助金の仕組み
⑦地方債の仕組み
③増大する特例債
⑨目的別歳出と性質別歳出
⑮歳出とその実態

わが国においては、地方分権改革の推進や少子両齢化社会に向けた介護・医療・子育て
支援など地方公共団体が担うべき役割に即した地方税財源の確保がますます重要となっ
ている。厳しい財政状況の中で、国民に最低限保障すべきサービスはどこまでなのか、
地方交付税の有り方の見直しゃ税源委設を含めた地方税の充実確保が大変重要であると
感じた。

感 想



会派名

代 表者

期 日

開催地

参加議員名

研修項目

説明者

説明内容

感 想

久留米たすき議員団

石井俊一様

研修報告書

平成 30年 2月 1日

会派名

報告者

久留米たすき議員団

石井俊一⑨

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 1月 16日～19日

東京都中央区 TKP東京駅八重洲カンファレンスセンター

石 井俊一

マイナンバー制度の第一人者による議員力アップ講座

榎並利博氏 （株式会社富士通総研経済研究所主席研究員）

1、マイナンバーの基礎

2、自治体議員としてのマイナンバーの課題

3、地方議員のための地域経済分析システム（RESAS）活用 基礎編

4、地方議員のための地域経済分析システム（RESAS）活用応用編

マイナンバーについて、基礎編はこれまでも所管事務調査等、行政からの説明を受

けそれなりに理解はしているつもりであったが、自治体向け情報システム開発作業に

従事した榎並氏の話は、また違う視点があると思い受講した。

マイナンバーの基礎では、参加者のほとんどがどうやってカード取得を進めるか、普

及に向けての得策、進めるにあたっての現場の苦労など課題解決の方策に関心が集中

していたものと思う。榎並氏は、マイナンバーの成否はまさにこれからが正念場であ

り、自治体は積極的に活用すべきであるとして、カードの様々な活用策、心配される

個人情報保護に関して詳しく説明され、各自治体で活用条例を策定し、どんどん発信

していってほしいと述べられた。基本は賛成であり、新市長の公約にも合致するもの

と認識している。他自治体の動きも参考にしながら普及に向けた新たな利用策を検討

していきたい。

次に、地方経済分析システム RESASについては、我が会派の松岡議員も一般質問で

取り上げたもの。これは想像と違い、基礎編応用編ともに講師が実際にRESASを活

用する様をスライドで見るというもので、私は運よくタブレットを持参していたため

自身でも実際に体験することができ、活用の入り口には触れることが出来たと思う。

データは議会活動には必須であり、一般質問等にしっかり活用できるよう、また違う

場でも学んでみたい。





会派名

代 表者

期 日

開催地

参加議員名

研修項目

説明者

説明内容

感想

久留米たすき議員団

石井俊一様

研修報告書

平成 30年 2月 12日

会派名久留米たすき員団

報告者石井俊－ （＇.時？
にココ〆

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 10日

愛知県名古屋市名古屋都市センター会議室

石 井俊一

議員定数の算出手法を考える

側地方議会総合研究所代表取締役庚瀬和彦氏

1、議員定数の意義と地方自治法における規定の変遷

2、議員定数にあたっての留意点

3、議員定数に対する住民の捉え方と議員定数状況

4、定数減少にかかる問題点と委員会審査

5、議員定数算定方式

9月議会で設置された議会制度調査特別委員会において審議する柱の 1つとなった

テーマ、「議員定数の見直し」について事前に学ぶため受講した。

全国的には下げ止まり感のある議員定数ではあるが、それでも定数減を求める住民の

声は強い。とはいえ住民が何を望んでいるかわからない状況で、ただ経費削減という

観点や一番わかりやすい議会改革とイコールして検討するべき問題では決してない。

ある自治体アンケートによると住民の約 7割は議員定数の認知はなく、定数について

は削減を求めるものが圧倒的に多い。だが議員が減れば充分な審議ができなくなり

そのしわ寄せは必ず住民に戻ってくる。議会が評価されれば削減の芦は出てこない

はずであり、住民が何を望んでいるかを十分理解し、議員自らが自覚と誇りをもって

現在の状況打被に取り組むしかない。それには議会事務局体制の強化を是非とも要求

したい。議事機関、立法機関、監視機関としての権能を十分に発揮できるサポートと

して地方議員にはそれが必要であると改めて感じた。

定数算定方式についてが一番関心の強かった点。 6つの方式が示されたが、どの方式

も何を根拠におくか、その説明するにあたってはあまりすっきりするものではなかっ

た。「類似都市との比較方式」が一番多くとられているが、これは説明根拠がなく望ま

しくないとのことであった。特別委員会で審議するまであまり時間はないが、研究を

重ねて久留米市議会の定数について説明できる内容でまとめていきたいと思う。



研修報 止と
に1 書

平成30年2月16日

会派 名 久留米たすき議員団

代表者石井俊一 様

会派名

報告者

久留米たすき議員団

甲斐田義弘 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15日（木曜日）

開催地 TKP東京駅八重洲カンファレンスセンター（東京都中央区）

参加議員名 甲斐田義弘

研修項目
大人のひきこもり問題を考える
不登校における行政支援と民間支援の相違点

＼ 

説明者 水野達朗 ． 山下真理子

自分の生活で精一杯になった現役世代が終わって、子どものひきこもり問題について
の相談が非常に多くなっている。 80歳の親が、 40代・ 50代の我が子のひきこもりについ
て相談してくるが、ひきこもり期間が長期化すると、社会復帰へのゴーノレが極めて難し
い。未然予防が必要。

不登校については、行政は基本的に見守る支援、アウトリーチ裂にしていかないと、

説明内容 根深いので、社会全体で関わりを持って不登校予備軍を早期発見していく必要がある。
家庭教育にも問題あり。

不登校の経験がある人ほど、大人になってひきこでも働りにくなる事が多いので、不登校を
未然に防ぐ必要があると感じた。今後、少子化の中 人が減少する中、ひきこもり
の数も増えていくと大きな社会現象になり、ひきこもりが続くと、生活保護を受給する
ことになるため、行政負担が大きくなる。社会復帰ができれば保護費もかからず、税金

感 想
を払っていくことになるため、合理的な社会投資につながる。
今後、不登校対策において、学校に設置している適応指導教室だけでなく、極細やか

な行政支援を進めていくように行政へ働きかける必要がある。



会派名

代表者

要請・陳情活動報告書

久留米たすき議員団

石井俊一 様

会派名

報告者

平成30年2月16日

久留米たすき議員団

甲斐田義弘 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。

実施年月日 平成30年2月14日（水）

参加議員名 甲斐岡義弘

要請・陳情先 カザフスタン共和国大使館（東京都港区）

相手方 バウダノレベック・イエノレラン特命全権大使、ミノレザティラエフ・アンヴェJレ参事官

要請・陳情項目 2020年東京オリンピック・パラリンピック事前キャンプ地誘致

別紙の通り

要請・陳情内容

すでに格闘技系（柔道・レスリング等）の誘致活動がほぼ決定している中で、今回は
カヌー協議についてアピーノレしてきた。

要望・陳情の目的

良い感触である。非常に親切に対応をして頂いた。
今後、久留米市におけるカヌー競技の支援体制について、レポートを提出し、コミュ
エケーションを取っていく事になった。

要望・陳情の結果



会派名

代 表者

期 日

開催地

参加議員名

研修項目

説明者

内容

感想

他、添付資料

久留米たすき議員団

石井俊一様

平成30年 2月 23日

東京

大熊博文

研修報告書

データで読み解く人口減少対策

足立泰美

行政事業レビューを用いた政策評価

平成30年2月25日

会派名久留米たすき議員団

報告者 大熊博文⑧

人口減少社会における子ども・子育支援政策の問題点と課題

データによりいろいろな分析ができるが、人口減少の大きな課題は、少子化にある

ことはどこも同じであるが、出生率を上げるための政策は自治体によって異なって

いる。自分たちの地域合う事業を取り入れていくことの難しさを感じた。限られた

財政でいかに効果を発揮する事業をつくるかがこれからの久留米市の課題と感じ

た。



研修報 主ヒ
p 書

平成30年2月25日

会派名 久留米たすき議員団

代表者石井 J 俊一 様

会派名 久留米たすき議員団

報告者堺陽一郎 ⑮ 
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24日

開催地 TKP東京駅八重洲カンファレンスセンター（東京都中央区）

参加議員名 堺陽一郎

研修項目
データで読み解く人口減少対策
－医療保険制度の財源と給付から検証する地域・世代・保険者閑格差

説明者 足立義美（甲南大学経済学部）

・建設国債（後に残るもの）
－社会保障国債（年金等）
・公共事業の老朽化に係る予算
－ふくれる社会保障（毎年1兆円以上の自然増加）
－日本の安い医療費

説明内容 －国民健康保険の地域間格差
－医療費の上昇は入院

少子両齢化による「人口減少社会」問題を解決するには、社会保障全体の構造を見直す
こと、消費税の活用等が必要となるが、 「地方創生」により、人口減少に歯止めをかけ
るよう、魅力ある拠点、都市の整備により、若者が住み続けたいと思えるような都市づく
りが重要であると感じた。

感 想



研修報告書

平成 30年 2月 26日

久留米たすき議員団

団長 石井俊一様

会派名久留米たすき議員既

報 告 者 早 田 耕 一 郎 崎正1
政務活動のため行政視察を行ったので、その概要を報告いたします。 ~ 

日 時 平成30年2月初日

開催地 東京都中央区日本橋本石町3・2・4共同ピルSF

参加議員名 早田耕一郎

研修項目 全国地方議員勉強会人口減少社会こそ行政と民間の連携を根本から問い直そう

説明者 中央学院大学社会システム研究所元・我孫子市長、消費者庁長官福嶋浩彦

1、公共はすべて市民のもの 2、人口減でも持続できる仕組みに変える
内容

3、民間と行政の連携最適化 4、提案型公共サービス民営化

①について

『公共Jは英訳すると publicであって、 govern皿ent＝政府ではない。しかし、現在、公共の意

味が政府と誤解される風潮があるように感じられる。公共の意味を一度基本に立ち返って考え

るべきであるとの指摘があった。確かに指摘の通りで、公共セクターといえば、全て政府が担

うと考えている市民も多いように忠弘しかし、公共というのは純粋私的領域を除いた領域全

てであって govern皿entが担うのはその一部である。現在は役所の側からすれば publicと

govern皿entの峻別ができていると思うが、市民の側には峻別が出来ていない方が多いようにも

見受けられる。 publicは governmentに属する人間だけでなく市民が自らの手で作っていくも

のであるという観念を広く浸透させることは必須であるし、そのためには義務教育段階からそ

ういったシチズンシップの醸成をカリキュラムに積極的に取り入れていくべきだと思う。

②について

まず「人口減をなんとか食い止めて、現行システムを維持するj という考えは捨てるべきだと

感想 いうことが述べられ、そうではなく「人口減を受けいれられるシステムへの改変Jこそが求め

られる姿勢であるという考えを前提として本講義は展開された。

この視点については、全く講師と認識を一つにした。人口減により各分野の『担い手不足』

が今後ますます頻発していくと思われるが、大事な視点は担い手の確保ではなく、少ない担い

手でも済む方策を確立していくことや、分野によっては一個人の負担を限りなく少なくしてそ

もそも「担い手」を不要にすることであると考えている。今後の自治会のあり方にも影響を与

える考え方でないかと思う。

③、④について

現在の公民連携の視点は行政が不得意な部分を民間に委託するというやり方が主流である。

本来なら、民聞が得意な分野を民聞に委託するのが本筋であるので、そこの履き違えを見直す

ことから始めた方がいいとの指摘があった。不得意分野を民間に委託するということもコスト

面から悪いアイデアだとは思わないが、行政が慣れている分野であっても、民間の方が秀でて

いる分野は多いはずで、そういう視点から連携を長期的に見直していくべきである。

他、添付資料



視察報告書

平成30年3月 17日

会派名

代表者

久留米たすき議員団

石井俊一様
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政務活動のため行政視察を行ったので、その概要を報告いたします。

期 日 平成30年2月 14日

開催地 奈良県奈良市

参加議員名
松岡保治

視察項目
議会活性化の取り組みについて

説明者 奈良市議会事務局

奈良市議会の議会改革が進んだ要因として、改革に前向きな議員が

議会制度検討特別委員会の委員長になり、会派閑の調整などで混乱

もあったものの、とりあえずやってみようという事で、 2年間で 36

項目について検討されていた。議員の世代交代が進み、若い議員が多

い時こそチャンスと言われていたのは参考になった。

現在の議会制度調査特別委員会の委員長も改革に対して前向きな考

感想 えなので、うまく連携して、できることからどんどん取り組んでいけ

るように、議会運営副委員長としてうまくサポートしていきたいと

思う。久留米市議会も世代交代のタイミングなので、この時期を逃さ

ずにやっていきたい。



視察報告書

平成 30年3月 23日

久留米たすき議員団

団長 石井俊一様

会派名久留米たすき議員団

報 告 者 早 田 耕 一 郎 店Q-''; 
政務活動のため行政視察を行ったので、その概要を報告いたします。 丸ι

期 日 平成30年3月 22日

開催地 東京都墨田区墨田区議会

参加議員名 早田耕一郎

研修項目
墨田区議会の委員会運営について

墨田区議会における議会図書館の活用について

説明者 佐藤篤墨田区議、墨田区議会事務局

内容
・墨田区議会第一固定例会都市産業委員会傍聴

－墨田区議会議会図書館の視察

墨田区議会都市産業委員会を傍聴し、最初に感じたことは、委員・執行部ともに質問・

答弁の要旨を簡潔にまとめていることである。議事として基本的なことだとは思うが、

これは双方とも議題について研究を深めていなければできないことである。これによっ

て議論がわかりやすく、なおかつ深化が図られ、また、議論のテンポアップにもつなが

る。こういった質の高い議論によって、施作の問題点が明らかになり市民生活の向上に

直接的に役立つと感じるが、こういうテンポが良く中身の濃い議論をすることで、市民

の関心が高まる効果も期待できるように思う。また、久留米の場合よりも、委員の質問

の回数が多いことも印象的であった。一人の委員が 1つの議題につき 1点は質問をして

いた（ 1点の質問につき4往復程度の質疑応答があっていた）。それもすべての質問が

意義のある質問であり、この点からも議員一人一人がしっかりと勉強していることが伺

えた。墨田区議員にどうしてこのような質の高い議論が可能になるのかを尋ねると、超

党派の勉強会やセミナーへの参加を励行し、また他の23区の議員との勉強会を積極的

感想
に開催し研績を深めているとのことであった。加えて、議員図書館や区立図書館のレフ

アレンスサービスも積極的に活用しているとのことで、久留米でもレファレンスサーピ

スを積極的に利活用していくべきだと感じた。

また、久留米と異なり、市長が常に委員会に参加しているとのことだった。この点に

ついては、賛否があるところであると恩われるが、緊張感のある委員会運営がなされる

ようになるのは事実であると患うので、検討はする必要があるのではないか。

・議会図書館について

墨田区議会では議会図書館が積極的に利活用されていた。先般訪れた呉市議会図書館

とは異なり、墨田区議会図書館は広さや人員は久留米市議会と規模が変わらなかった。

しかし、使わない資料等は置かないようにしつつ、閲覧スペースを確保し、雑誌や最新

の行政関連の書籍等の配架を視認しやすくすることによって、議員の利用率が高いのは

もちろんのこと、市民からも一定数の利用があるとのことであった。いきなり呉市レベ

Jレの議会図書館を、というのはなかなか困難が伴うが、墨田区レベルであればお金も人

員もそうかけずに実現することが可能だと忠弘久留米にも参考になるのではないか。



研修報告書

平成 30年 3月 23日

久留米たすき議員団

団長 石井俊一様

会派名久留米たすき議員団

報 告 者 早 田 耕 一 郎 円~）

政務活動のため行政研修を行ったので、その概要を報告いたします。

期 日 平成 30年 3月 23日

開催地 栃木県宇都宮市ホテルマイステイズ宇都宮

参加議員名 早田耕一郎

研修項目 E U市場の魅力とビジネス環境の変化

説明者 JETR O海外務査部欧州ロシアCI S課

・EU市場の魅力 ・E U経済の見通し

内容
－日EU•EP Aの意義

－英国のEU離脱

－中小企業の欧州ビジネス事例

日・ EU間Ep Aが20 1 7年に妥結され、日EU間での貿易はこれから急速に拡大

していくことが予測される。本市の事業者でも欧州市場に興味を持っている方が多数い

らっしゃるため、自治体がどのようなサポートをし、最終的には完全な民民のビジネス

に繋げていけるかを学ぶことを動機として本セミナーを受講した。

上述のようにEUとの貿易は大幅な拡大が予測されているが、反面、従来はEU市場

へのアクセス窓口としてイギリスに拠点を置く場合が多かったため、ブレグ、ジット後、

混迷した状況にもあると言える。そのため、早くイギリス以外に窓口を作ることが出来

れば優位に立つことが可能になるとの指摘があった。その拠点作りの際に、自治体がサ

ポート出来ることが考えられる。姉妹都市という形にはこだわらなくても良いが、都市

感想
間交流をし、濃密な関係を築くことは積極的に推進をしていくべきである。

他に自治体として欧州市場を目指す企業にサポートが出来ることは、 GI （地理的表

示）の取得を自治体と業界団体がスクラムを組んで‘推進していくことが考えられる。本

講義では山形の日本酒におけるGI取得が事例に出されていたが、これからGIの取得

は一つのトレンドになっていくと感じている。従来から、フランスの原産地呼称制度で

あるAOCは全世界的に価値があり、チーズやワインなどの輸出競争力向上に大きなカ

となったが、日本でも産地産地によってGIという新たな仕組みを導入することが輸出

競争力の強化にもつながると共に、伝統的な工芸技術の継承にも不可欠なものになると

考えている。 GIの取得推進には農水省・自治体・生産者が連携をして進めなくてはな

らないが、そういった意識付けをする意味でも、本セミナーでGIの重要性を再認識し

たことは今後の本市の産業振興を考える上で、非常に役に立った。



研修報 告 書

平成30年3月31日

会派 名 久留米たすき議員団

代表者石井俊一 様

会派名 久留米たすき議員回

報告者堺陽一郎 ⑮ 
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3月30日

開催地 TKP品川カンファレンスセンター（東京都港区）

参加議員名 堺陽一郎

研修項目 元教育長が語る学校統廃合と廃校活用成功のポイント

説明者 嶋津隆文（愛知大学地域政策部講師）

全国に見る廃校活用と地域の活性化
－地元意見を尊重する事
－生の言葉で直に話す
－地元意見は、大きな声だけでなく小さな声にも耳を傾けることが重要

a 

説明内容

少子化による児童生徒数の減少や市町村合併などの影響により、近年、多くの廃校が
発生しており、廃校後の施設の有効活用が求められているが、活用が図られずに遊休施
設民となってしまうパターンも多く存在している。施設を有効活用するためには、地域住

の意見を尊重してニーズに対応し、地場企業と相互連携して、地域活性化と地域貢献
を図ることが重要だと感じた。

感 想



研修報告書

平成30年 3月引日

会派名

代表者

久留米たすき議員団

石井俊一様

叡
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治
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米留

岡
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名

者
派

告

会

報

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 3月 28日

開催地 東京都

参加議員名
松岡保治

研修項目
樋渡啓祐の地方創生ここだけの話

説明者 樋渡啓祐

今回の研修では、相手を知るという題目で二つの研修をうけた。

午前中の講師には、元武雄市長の樋渡啓祐氏、別府市役所職員の池

上明子氏。

午後の講師には、樋渡氏と、元氷見市長の本川祐治郎氏より地方議

員研究会の講演を聞かせて頂きました。

先ず、池上氏より市の職員がどのように議会、議員を見ているのか

感想 という話を聞かせて頂いた。その中で、市民を第一に考え、状況を

把援している内容の質問や政治理念をきちんと持っている議員を

大事にしている。

また、日頃からの職員との関わりについても、議員から勉強会を開

催するなど、もっと身近に接する事も必要であるとの意見であっ

た。

樋渡氏からは、首長の視点からという事で、行動力があり頼りにな

る議員、一般質問では持っている情報、知識を活かせる議員でなけ

ればならない。



行政の縦割りに関して、そのことで生じた隙聞を埋めていくような

提案が出来る事が住民福祉の改善には一番の近道ではないかとの

ことでした。

質問や要望においても、財政が逼迫している現在、それに見合うよ

うな対案を示していくことも議員として必要なことである。

より良い久留米市にしていくためにも、首長、議員、職員が共に考

えていくことが更に必要であることを再認識した。



会派 名

代 表者

期 日

開催地

参加議員名

研修項目

説明者

内容・感想

久留米たすき議員団

石井俊一様

研修報告書

平成 30年3月31日

会派名久留米たすき議団

報告者石井俊ー ゆ暢

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 3月28日

福岡市博多区 リファレンス駅東ピル

石井俊一

地域経済分析システム RESASの活用議員活動への活用手法1・2

～【事例］自治体が目指すべき地域経済の方向性を探る～

川本達志氏 （自治体経営コンサルタント 元廿日市市副市長）

この項目については 1月にも参加していたが、 RESASをより身近に活用できるよう

別の講師ということで受講した。講師は県庁職員から廿日市市の副市長を務められて

おり、RESASの活用が一般質問などの議員活動でどれだけ有益なのか詳しく話され、

実際にRESASを使いながら、廿日市市や参加議員の自治体のデータも分析していく

内容であった。久留米市も人口マップから人口増減データを検証し、横須賀市からの

移住が多いという結果に、その原因は何かと質問を受けたりもした。

特に地域経済循環マップからのデータ分析では廿日市市の例をもとに、類似都市との

比較や実際の課題を分析していき、その課題を共感し仮設（提案）を立てるところま

でおこなってくれ、以前より活用の方法の幅が広がったと思う。

これからのまちづくりに欠かせないプロセスとして、課題認識からプロジェクト策定

にいくのではなく、課題認識から現状の調査・分析をもらと重要視し、その課題認識

の共有・共感をもってプロジェクト策定すべきであるという、 RESASの目的がよく

理解できたセミナーであった。川本氏は他にもいろんなテーマで講師を務められてお

り、ぜひ他のテーマも受講してみたいと感じた。わかりやすく議会活動へとても参考

になる話が多そうである。



会派名

代表者

期 日

開催地

参加議員名

研修項目

説明者

内容・感想

久留米たすき議員団

石井俊一様

研修報告書

平成 30年3月31日

会派名久留米たすき議員団、

報告者石井俊一 （宅弘）

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3月 29日

福岡市博多区 リファレンス駅東ピル

石井俊一

防災・減災と議員の役割

川本遺志氏 （自治体経営コンサルタント 元廿日市市扇lj市長）

［内容］

1. 自治体の防災における役割

2. 地域防災計画とは

3. 自主防災組織と消防団

4. 自治体の災害対応とは（防災・減災・応急・復旧）

5. 経験に学ぶ

6. 議会・議員としての役割

前日に引き続いて川本氏が講師を務めるセミナーを受講。内容については、会派でも

関心をもっており昨年末に福島市議会を視察させてもらったテーマである。

昨今の状況から市民関心度、期待度の高い防災には何とわっても経験から学ぶことで

あり、これまでの自治体の対応からの問題点を学ぶことができた。実際の自治体の役

割も、予防、応急対策、復旧対策と学ぶ中では、議員として防災質問をする上でのポ

イントについて詳しく述べられ、大変参考になった。このことは早速確認をしてみた

いと思う。また、議会の役割についてが私が一番関心のあったことであり、このこと

は委員長を務める議会制度調査特別委員会でも取り上げてみたいテーマでもあった。

スケジュール的に厳しい状況だが、これは議会が主体的に考えることであり、大津市

や八尾市など先進市議会の事例を紹介いただいたので、また会派等ででも視察させて

いただきたいと思う。とても満足できる内容であった。



一

会派 名

代 表者

期 日

開催地

参加議員名

研修項目

説明者

内容・感想

久留米たすき議員団

石井俊一様

研修報告書

平成 30年3月31日

会派名久留米たすき議員 団

報告者石井俊一 ＠） 
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 3月30日

福岡市博多区 リファレンス駅東ビル

石井俊一

1.議会改革注意点と議会・議員の未来

2.率直に語る地方議員に関わるお金の考え方

高橋仲介氏（元枚方市議会副議長）

①議会改革注意点と議会・議員の未来

［内容］

・地方自治にみる議会・議員の変遷とこれから必要とされる仕事とは

②率直に語る地方議員に関わるお金の考え方

［内容］

・地方議員報酬、議員定数、政務活動費、年金問題を正面から考える

議会制度調査特別委員会内容と重なる部分もあり受講したが、まずは講師の経歴に大

変驚いた。独特の選挙戦での初当選から、 4期目には2番目で当選され副議長も歴任。

そして 5期目の選挙では、前回得票より 3174票を失い落選というその結果に受講者

の関心が高かったと思うが、講師がそこを笑いに変えて深くは触れられなかった。

ほんの3年前まで受講者と同じ地方議員ということもあり、当然ながら内容はわかり

やすく共感の持てるものであった。議会に対しての目がどうして今日のようになった

のか、地方自治法改正の歴史や不祥事事件の分析から学び、今後特に必要とされる

議会・議員の仕事を示され、このことについては疑いようのないものであり再確認が

できた。議員に対するお金の考え方では、特別委員会で喫緊に扱うものであり、書籍

等でもその考えについては検証しているが、議員年金に対して議会として意見書を出

している自治体からの受講者が非常に少なかったことと絶対に必要であるとの講師

の言葉に少々疑念を持ったぐらいで、こちらも基本的に方向性が間違っていないとい

うことの確認ができた。参考になる文献、研究資料も何点か紹介いただいたのでそち

らも参考にしながら、時間は限られているが特別委員会の審議取りまとめに活かして

いきたい。
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