
平成２７年１１月１３日（金）八幡東区生涯学習センター（講堂）
質疑・意見の要旨 議員回答要旨

①　子どもひまわり学習塾は指導員要件が免許・年齢制限はないようですが、
きちんとした正しい指導が必要なのではないでしょうか。県下では大学生が無
免許で指導している事が問題になっています。基本教育についていけない子ど
も達に対する取組みだと思いますが、学級定数を減らすとか、教員を増やすと
いう議論はないのでしょうか。

　学習指導員の要件は緩和されておりますが、教育委員会の面接に合格した方が
指導員になり、学習指導員を希望される方々の能力をしっかり判断させていただ
いた上で登録されております。少人数学級については議会でも様々な議論が行わ
れております。市教育委員会も国に対して要望を上げております。少人数学級の
実現に向けて努力して参ります。

②　桃園プールの改修について、２０２０年オリンピックの1年くらい前には練
習を含めて活用されると考えますが、２０１９年までに造るとすれば早急な検
討が必要ですが、決定時期はいつごろでしょうか。

　議員から行政に対して「早めの表明をして欲しい」と要望いたしております。
先日発表された公共施設マネジメント素案では、桃園プールに関しては一般競技
大会に対応可能とされており公認プールとして存続させ、一般利用は通年利用が
可能な桃園屋内プールも存続させるとなっております。明確な時期は示されてま
せんが、早めに応えてもらよう頑張って参ります。

③　新市立病院の移設について、その後の状況について、改善点や検討内容等
の進捗状況を教えていただきたい。災害時の避難箇所等の利用も含め、色々活
用できるよう進めていただきたい。

　現在、九州国際大学の複合施設内に図書館や八幡病院関連施設が建設される予
定です。八幡病院は築４０年以上経っており、小児救急の拠点病院として新たに
形成されていく予定です。市民会館や図書館の存続について議会でも活発な議論
がされてました。保健病院委員会の所管事務調査の敷地を広げる提言も含め、着
実に準備を行っております。

④　口頭陳述の改善について意見を申します。先日口頭陳述を行った際に、５
分で思いを伝えるのはとても大変で、時間制限をもう少し長くしていただきた
い。以前は時間制限が無かったと聞いており、次に５分程度、今は５分以内
と、どんどん市民の意見を聞かなくなってきているように感じます。また陳述
方法として、手持ちマイク一つ持ち前に出て行いますが、片手にマイク、もう
片手に資料を持つ状態ではとても陳述しづらいです。改善を望みます。

　貴重なご意見として承ります。

⑤　口頭陳情書が文書表という形に書き直されている事に大変疑問を感じま
す。議員の方々に直接読んでいただきたいのでご挨拶も含め思いを書きます
が、それが全て文書表に書き直されそのままの姿で議員の皆さんに届かないの
で、そのまま届くよう改善していただきたいです。陳情内容が複数の委員会に
かかる内容であれば、それぞれに分かれるようになっていますが、できれば複
数の委員会合同で審議していただきたいです。もしどうしても分ける必要があ
れば、それを伝えてもらえればこちらで書き直します。書いたものは著作権が
あるくらいの気持ちで書いております。びっくりするくらい全く別物に書き換
えられていることをとても残念に思います。

　貴重なご意見として承ります。

議会報告会での質疑・意見及びその回答



⑥　初めての陳情で裁判所の被告席に入るような印象を受けました。主権であ
る市民を招くにあたり、議会はもっと市民を大事に扱っていただきたい。

　貴重なご意見として承ります。

⑦　１８歳選挙権について、若年層の投票率が２割を切っていると情報もあり
ます。若者の選挙離れ、１８歳選挙権の啓発について、議会として議論された
ことがあるのか教えてほしいです。

　２０代の投票率について、市長選挙時に２０％を切っており大変心配している
という答弁が本会議でありました。今回のご意見を踏まえ、議員としても投票率
引き上げの啓発や、若者の有権者に対する働きかけを強めていかなければならな
いと改めて思っております。
　補足としまして、国では投票率向上について様々な検討がされており、投票所
に子どもの同伴を許す事や、市町村内の投票所であれば自由に投票できる事、期
日前投票を早朝や深夜まで拡大する事、郵便投票対処者を要介護度５から４に引
き下げる等の検討がなされているようです。北九州市としても、皆様の投票環境
の向上に努めて参りたいと思います。

⑧　政務活動費について、北九州市では取り扱いに変化はあったでしょうか。
また、議員定数について進捗状況はいかがでしょうか。

　政務活動費については、詳細な基準は別途資料としてお出ししたいと思いま
す。北九州市としては細かく厳しく運用していると考えております。議員定数に
関しましても議会内に設置して細かく議論しているところです。まとまり次第皆
様にお知らせすることになると考えております。

⑨　小倉南区の繁華街の活性化について、どのような形で取り組んでいくので
しょうか。

　繁華街の賑わいづくりについて八幡東区会場で報告はしておりませんが、指定
暴力団の対策に合わせ、来年度開催のG7北九州エネルギー大臣会合や先日の東京
ガールズコレクション開催等で、本市に仕事や観光で訪れる方々に対して、繁華
街を安心して歩ける街づくりを進めてもらいたいという議論が議会でありまし
た。これは小倉南区に限ったことではありませんが、議場開催へもお越しくださ
れば、そちらでご報告させていただきます。

⑩　八幡病院の建設には慎重に審査してやるといわれるが、他に土地があるの
に、くぼ地に立てること自体が納得いきません。八幡のシンボルの病院が混乱
状態だと思います。

　貴重なご意見として承ります。

質疑・意見の要旨（当日回答保留分）  議員回答要旨（当日回答保留分）

①　政務活動費について、北九州市では取り扱いに変化はあったでしょうか。
また、議員定数について進捗状況はいかがでしょうか。

　政務活動費についての詳細情報は、市議会ホームページ「政務活動費」をご覧
ください。



平成２７年１１月２０日（金）小倉南区富士見ホール（飛翔の間）
質疑・意見の要旨 議員回答要旨

①　子どもひまわり学習塾は小・中学校を対象としているが、高校生に向けた
同様な取組みは行っていないのでしょうか。

　子どもひまわり学習塾は、現在小・中学校を対象としており、市教育委員会で
は今のところ高校まで対象として拡充するという取組みはございません。高校に
ついては県教育委員会が所管する部分が多かろうと思っております。貴重なご意
見として承ります。

②　投票率アップについてかなり検討されたと思われますが、投票所まで坂道
を上がって行かなければなりません。バス代を使ってまで投票に行けないとい
う話もあります。もうちょっと便利な場所に投票所があれば嬉しいのですが、
どのようにお考えでしょうか。また、若い世代の投票率を上げるための対策を
教えてください。

　今回の決算特別委員会では、期日前投票入場整理券や１８歳以上の選挙権につ
いては質疑はありましたが、投票所の件について質疑はございませんでした。し
かしこれまでの議会の中では同様の要望が出されております。ただし、様々な課
題があり現時点で解決するまでには至っておりません。今後もしっかり取り組ん
で参ります。１８歳選挙権啓発については、4月に総務省が県や政令都市の担当者
会議を開いて国が実施する啓発事業の説明があり、国が配布する副教材の配布や
ワークショップ、リーフレットの作成等を行うと報告がありました。北九州市で
も７月に入り、選挙機材、投票箱、記載台の貸し出し、選挙に関する出前講演も
できますと、市内小中高に向けて説明しております。１２月には高校生向けの副
教材も出ます。１０月以降の取組みとして、市内大学を訪問し、入学の時期に合
わせた啓発や住民票の異動に関するPRについて協力依頼を行っているところでご
ざいます。

③　ゴミステーションについて、防鳥ネットの無償配布は１回目のみとか補助
金が少ない等の意見が町内会から出ております。

　現在北九州市のゴミステーションは鳥獣被害によりゴミが散乱し不衛生な状態
になっております。外国人に向けて色んな言語で広報したり、折りたたみ式の集
積容器導入を試作検討しております。補助金が少なく町内の負担が大きい事や、
環境審議会からも答申が出されておりますので、今後制度の見直しがされていく
のではないかと思っております。

④　城野遺跡は競売に入ったのですが、２体の墓は埋蔵文化財として保存する
と聞いているが、貴重な遺物も多々発掘されています。市長は保存や活用の方
法を考えてないようです。議員の皆さんはどのようにお考えでしょうか。

　決算特別委員会では城野遺跡について議論はございませんでした。しかし様々
な思いがおありだと受け止めましたので、これからの課題とさせていただきたい
と存じます。

⑤　来年５月に門司港レトロ地区で展示会を行うにあたり、旧大連航路上屋の
利用を申し込み一旦受理されましたが、それまでに市の行事が入った場合は場
所や日程を変えてくださいと言われました。展示会に向けて全国の様々な方々
と打ち合わせしており、市の行事次第で変更するのはとんでもないし大変迷惑
です。

　貴重なご意見として承ります。



⑥　山の斜面の木を伐採し太陽光発電パネルを簡単に設置しているように見え
ます。下から見上げると非常に恐怖を感じます。大雨や台風で一挙に流れてし
まうのではないかと思います。雨が降ったら周辺は赤土だらけで、パネルの上
にも下にも家がある状態です。太陽光パネルの設置基準については国も明確な
基準がないようですが、防災的観点からも早く条例等の整備が必要と考えます
が、市はどのように考えているのでしょうか。

　先日の台風１５号では、茨城県では川に設置した太陽光パネル部分から崩れ浸
水被害が拡大しました。直方市では山を切り開き太陽光パネルを設置したことに
よって、山の崩壊の危険性が指摘されております。
その点も踏まえ、後日ホームページで報告したいと思います。

⑦　福岡県において年間５００円徴収している森林環境税について、北九州市
ではこれを県に対して要請し、どのようなものに使われているのか。環境税の
目的は里山の整備とされていますが、北九州市でもきれいな紫川もあり、南区
上流も整備されたら非常にきれいになると思われますが、議会で議論されたこ
とはありますか。

　森林環境税は環境保全として、山の環境を守っていくということで福岡県が実
施しております。北九州市では議論されておりません。
　詳細情報は、後日ホームページで報告いたします。

⑧　１８歳選挙権の啓発については、高校や大学と連携して啓発していくとの
ことですが、議員の皆様の話を実際に聞き臨場感を持ち身近に知ることができ
ると思います。議会報告会や市政報告会の回数を増やしたり、出前講演の機会
も増えたらいいなと思いますので検討してもらえたらと思います。

　できるだけ議員も関わって取り組んでいきたいと思います。始まったばかりの
１８歳選挙権については、来年の参議院選挙が初めてです。最初が肝心と思って
おりますので、議会もしっかり取り組んで参りたいと思います。お越しいただい
た皆様方も是非お知り合い等にお知らせいただく等のご協力をよろしくお願いい
たします。

質疑・意見の要旨（当日回答保留分）  議員回答要旨（当日回答保留分）

①　山の斜面の木を伐採し太陽光発電パネルを簡単に設置しているように見え
ます。下から見上げると非常に恐怖を感じます。大雨や台風で一挙に流れてし
まうのではないかと思います。雨が降ったら周辺は赤土だらけで、パネルの上
にも下にも家がある状態です。太陽光パネルの設置基準については国も明確な
基準がないようですが、防災的観点からも早く条例等の整備が必要と考えます
が、市はどのように考えているのでしょうか。

　市民の皆様から太陽光発電の設置について、不安等の声が寄せられる機会が増
えています。また、国も現状を問題視し、アンケート調査を実施しています。本
市からは、「市民から意見や問合せが増えている」ことを報告しています。太陽
光パネルの設置については、他の再生可能エネルギー設備の導入に比べて、規制
が少ないのが現状です。本市としては、普及促進する一方で、市民の生活の安全
を守る観点から、国等に対し設置基準の明確化を求めていきます。

②　福岡県において年間５００円徴収している森林環境税について、北九州市
ではこれを県に対して要請し、どのようなものに使われているのか。環境税の
目的は里山の整備とされていますが、北九州市でもきれいな紫川もあり、南区
上流も整備されたら非常にきれいになると思われますが、議会で議論されたこ
とはありますか。

　詳細情報は市ホームページ「福岡県森林環境税を活用したスギやヒノキの間
伐・除伐」をご覧ください。



平成２７年１１月２４日（火）議事堂 議場
質疑・意見の要旨 議員回答要旨

①　マイナンバー制度について、世界中からのサイバー攻撃が想定されます
が、ブラウザゲームを運営しているような民間との協力連携は考えていません
か。

　マイナンバーのセキュリティ対策については、政府に対しては非常に深刻な状
況で、昨日厚生労働省のホームページはサイバー攻撃を受けて閉鎖されていまし
た。ただし本市におきましては、閉じたネットワーク内で管理されインターネッ
トには繋がっていないので、現時点では考えられないと思われます。ただし人間
が作るシステムですから、１００％大丈夫とは言えないと考え、今後議論を深め
るとともに勉強して参りたいと思います。

②　北九州港の大型クルーズ船の寄港について、周辺に何もないひびきコンテ
ナターミナルに投資しても寄港する船がないのではないでしょうか。門司港レ
トロがある門司港のほうが良いと思います。

　若松区へのクルーズ船誘致は結構引き合いは来ているようです。門司港は潮の
流れで寄港に時間的制約が多く、現在主流となっている大型クルーズ船の寄港に
対応しておりません。寄港後の観光地への誘導は、バス等で移動するような方法
を考えております。

③　子どもひまわり学習塾について、学習指導員に対する学力向上リーダーの
研修や報告が学習指導員の負担になっていないのでしょうか。研修や報告で手
一杯になっているようだったら本末転倒ですが。

　指導員につきましては、年齢制限なく教育委員会の面接に合格した後、学力向
上リーダーが配置前に研修を行い、配置後に巡回指導によりアドバイスを行って
おります。この学力向上リーダーは、小中学校の校長経験者が退職後に希望され
就任いたします。決算特別委員会内で指導員の報告やリーダーの研修が負担に
なっているかどうかの議論は行われておらず、そのような報告もございません。
しかし貴重なご意見として承り、今後の調査研究対象とさせていただきます。

④　マイナンバー制度について、自衛隊に勧誘に関する話がありましたが、ど
ういうことでしょうか。

　これは、マイナンバーについての質疑の際に、「マイナンバーそのものの狙い
が、多岐に渡るのではないか」と議員からの意見表明が出た際に、市から出た話
題です。マイナンバーを利用して、奨学金返済が滞る方へ優先的に自衛隊への就
職を勧誘するという内容でした。

⑤　ゴミステーションについて、東京都はカラスの退治まで進めているようで
すが、北九州市で同様の対策はあるのですか。

　北九州市の鳥獣被害対策では、猪対策は行っておりますが、東京と同様なカラ
ス対策はまだ行われておりません。防鳥ネット強化や集積容器の試作等は進めて
いる状況です。

⑥　マイナンバー制度について良くわからないのですが、出前講演などはどの
ように行われているのでしょうか。また講演申込方法や手続き方法もわかりま
せん。

　出前講演につきましては、基本的には３０名程度お集まりでしたら、市から出
向いて講演いたしております。連絡先はそれぞれの課題を所管している局となり
ます。マイナンバー制度であれば総務企画局となります。講演の参加人数につき
ましては各局に相談いただけたらと存じます。



⑦　ゴミステーションについて、観光地である門司港レトロ地区に住んでおり
ますが、ゴミの収集がお昼過ぎになっており、ゴミがとても目立ちます。観光
地にふさわしい収集を行っていただきたいと思います。

　環境先進都市と言われている北九州市ですが、鳥獣によるゴミ散乱に関して、
前日ゴミ出しや当日８時までのゴミ出しで、収集が昼過ぎまでかかっている件に
つきましては、町内会等を通じて、環境センターに意見を挙げていただきたいと
思います。また、議員からも意見を伝えていきたいと思います。

⑧　北九州空港の利用状況について、福岡空港が飽和状態で北九州空港の夜間
早朝の離発着は非常にメリットと思われます。その中で路線誘致へ向けた航空
会社への営業活動が活発であるようですが、４１４回訪問した結果、具体的に
誘致の目処がついている航空会社はありますか。上手くいってない傾向がある
のであれば、どの辺りでしょうか。結果を把握し検証されないと、ただ訪問し
ているだけで無駄遣いと感じる。効果的な発想で取り組んでください。

　誘致目処につきましては、現在競争中であり具体的な内容までは把握できてお
りません。デメリットにつきましては、鉄道との連携やアクセス面での課題も一
部ございます。認知度についてもまだ足りていないと考えておりますので、今後
計画的に誘致を進めて参りたいと思います。貴重なご意見ありがとうございま
す。

⑨北九州港・北九州空港の近くには、それぞれ博多港・福岡空港など大きな拠
点がありますが、北九州ならではの強みはどのように認知されていますか。

　北九州港につきましては、何よりも門司の港をどこよりも早く開いたと考えて
おります。門司ポートは世界的にも知られていると思います。響灘コンテナター
ミナルも超大型コンテナ船に対応するという強みがございます。北九州空港につ
きましては、拡張性があり２４時間対応で、福岡空港より数段上回ると考えてお
ります。

⑩　議会報告会同様、本会議も土日や夜に開催してもらえたら傍聴しやすくな
ると思います。

　貴重なご意見として承ります。

⑪　公共の建物を建て替える際、保存運動が起こると思います。公共施設は避
難場所としての目的もあると思いますが、古い建物には耐震化にお金がかかる
というメッセージを議員の方々に強く発信してもらい、建て替えに対する理解
を市民に求め、その必要性を訴える必要を感じます。

　貴重なご意見として承ります。

⑫　北九州空港は、全日空や日本航空等の乗り入れはあると思いますが、ＬＣ
Ｃ（格安航空会社）はスカイマークの撤退以降、乗り入れてないと思います。
ＬＣＣの誘致を積極的に行えば、更に使いやすい空港になると思います。

　格安航空会社誘致に向けては進めていきたいという議論は続けていきたいと思
います。



⑬　北九州市立大学への関わり方について、どんな議論があったか教えてくだ
さい。

　現在、世間を二分するような様々な議論が起こっており、これに対し、大学と
いう学問についてどのように議論していくかについて意見がありました。憲法で
保障されている学問の自由について、公立大学に関しては北九州市が一定の交付
金を持っておりますので、これについて学問の自由を侵すような関与の仕方があ
るのかどうか議論がありました。指導の関与につきましては、法令に違反するよ
うな事について、違反があれば指導していくというものでした。
　更に大学への関与と指導のあり方につきましては、市の答弁より「大学の運営
にあたっては、本市は設置者として法令等に基づき適切に関与しているが、基本
的には教員による研究・教育などの学問の自由や、これを保障するための大学の
自治を尊重しなければならないと考えている。なお、公序良俗に反するような行
為や社会通念から大きく逸脱するような事案が発じ、市がこれを把握した際は、
大学に伝え大学の責任で適切に対応されているものである。今後も法令等に従
い、大学の自主性に配慮しながら設置者としての役割を果たしていきたい」とあ
り、市は大学の自主性を重んじております。

⑭　来年５月のG７北九州エネルギー大臣会合について、水と環境について打ち
出している北九州市ですが、城内の堀の水が非常に汚いと思います。海外の
方々がどう思われるか心配ですので、水質を改善していただきたいです。

　貴重なご意見として承ります。

⑮　北九州市立大学について、伊藤博文関連の話が延々とありました。わざわ
ざ費用をかけてする必要があるのかと疑問を感じます。参加者が質問する時間
もなく、事前に用意された質問文書に答えているだけでした。個別のテーマに
議会が関与する必要は感じませんが、運営方法については関与してもいいので
はないかと思います。

　貴重なご意見として承ります。

⑯　折尾駅周辺の渋滞が非常にひどく、駅も含めた周辺を早急に改善して欲し
いです。

　貴重なご意見として承ります。

⑰　決算報告書上、市債残高が年々増えています。返済するのは若い世代です
ので、何とか減るよう努力願います。

　貴重なご意見として承ります。

⑱　西鉄バスのグランドパスのようなサービスを、市営バスにも増やして欲し
いです。

　貴重なご意見として承ります。



質疑・意見の要旨（後日回答分） 回答要旨（後日回答分）

①　決算報告書上、市債残高が年々増えています。返済するのは若い世代です
ので、何とか減るよう努力願います。

　詳細情報は市ホームページ「決算」をご覧ください。

②　折尾駅周辺の渋滞が非常にひどく、駅も含めた周辺を早急に改善して欲し
いです。

　詳細情報は市ホームページ「折尾地区総合整備事業」をご覧ください。


