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平成３０年６月定例会
■発行日 / 平成 30 年 8 月 15 日

ゆくはし

市議会だより

平成 30 年７月豪雨で被災された皆様に心からお見舞い申し上げます
このたびの西日本を中心に降り続いた記録的な豪雨により お亡くなりになられた方々へ 哀悼の
誠を捧げますとともに 被災された皆様には 心からお見舞いを申し上げます
行橋市議会議員一同 被災地の一刻も早い復興と被災者の生活再建を心よりお祈り申し上げます

平成 30 年６月 13 日に正副議長の辞職に伴う選挙が行
われ、投票の結果、第 32 代議長に田中建一議員が、
第 34 代副議長に 岡淳輔議員が当選し、同日付けで
就任いたしました。

覀

田中建一 議長

覀岡淳輔 副議長

６月１７日（日）に新田原グラウンドにて行橋市議会旗争奪ソフトボール大会が
開催されました。選手たちは暑さに負けず、白熱した試合を繰り広げました。
参加チームは以下のとおりです。
・行橋小ソフトボールクラブ
・行橋南校区子ども会ソフトボールチーム
・前田ヶ丘ジュニアソフトボールクラブ（優勝）
・稗田ソフトボールクラブ
・今元ジュニアソフトボールクラブ
・椿市ソフトボール部

開会式の様子

議会を傍聴してみませんか？

9 月定例会は、 9 月 4 日（火）１０時 から開会する予定です。

詳しい日程につきましては、 議会事務局へお問い合わせください。 ☎ 25-9633《直通》

※ 6 月定例会の傍聴者は５６人でした
■発行 / 行橋市議会 ■編集 / 市議会だより編集委員会 TEL 0930(25)9633 FAX 0930(25)5896
URL http://www.city.yukuhashi.fukuoka.jp/gikai/
E-mail gikai@city.yukuhashi.lg.jp

委員会報告
月定例会における各常任委員会
の審査内容及び委員長報告の一部を
抜粋して掲載いたします。

総務委員会
員】德永克子

二保茂則

田中建一

【委員長】大池啓勝【副委員長】藤本葊美
【委
小坪慎也

補正予算）

件（報告・条例・規約の変更・

覀 岡淳輔

審査案件

行橋市職員の給与に関する条例及び行橋市
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たなか つぎこ

いさやま すなお

くどう まさひろ
たなか けんいち

にしおか じゅんすけ

担当する内容

担当する内容
●地方創生
●行政運営
●防災・減災 ●財政問題
●財産管理
●入札及び契約
●消防行政
●国保行政
●後期高齢者医療

●学校教育 ●生涯教育
●文化行政 ●介護保険
●福祉行政 ●健康づくり行政
●スポーツイベント

●上下水道事業 ●住宅建設事業
●都市計画事業 ●土木行政
●農林水産業振興 ●企業誘致
●商工振興
●観光行政
●環境及び清掃行政

文教厚生委員会

担当する内容

●定例会及び臨時会の会期日程 ●議会の運営
●議会の会議規則、委員会に関する条例等 ●議長の諮問

いて、育児不安等の悩みを抱える母
親にとっては、その不安を和らげる
手助けになると考えられるため、事
業を行うにあたっては、利用しやす
い仕組みづくりを行い、広く周知を
図っていただきたい、との要望が出
されました。
介 護 保 険 課 で は、「 あ ん し ん 情 報
セット」の追加購入に伴う経費が計
上されています。これは主に一人暮
らしの高齢者が、急病等の緊急事態
に備えて、自分自身の医療情報や緊
急時の連絡先等を整理しておくため
の道具がセットになったものです。
学校教育課では、中京中学校及び
仲津中学校の体育館防水改修工事費
などが計上されています。
文化課では、御所ヶ谷史跡自然公
園整備事業に要する経費などが計上
されています。審査の中で委員より、
本事業の今後の展望について質した
ところ、担当課より、平成 年度ま
でに、御所ヶ谷に点在する遺跡を親
子連れでも気軽に周回できるような
遊歩道の整備を計画しており、今後
も行橋市の持つ文化財の魅力を、よ
り良い方法で発信できるよう考えて
いきたい、との答弁がありました。
採決の結果、当委員会所管部分に
ついては、委員全員一致で、原案の
とおり可決すべきであると決しまし
た。

担当する内容

覀

議会運営委員会は、議会運営を円滑に行うため、地方自治法
第１０９条ならびに行橋市議会委員会条例に基づいて設置され
ています。次の委員が各会派から選出されました。

市議会だより編集委員会
議会運営委員会

直

諫山

瓦川由美

田中次子

かわらがわ ゆ み

覀岡淳輔

き ど よしみつ

審査の中で委員より、２ つの条例
を１議案とした理由を質したとこ
ろ、 担 当 課 か ら、 福 岡 県 の 文 書・ 法 【委員長】小原義和【副委員長】小堤千寿
制事務の手引において、２ つ以上の 【委 員】豊瀬尉 井上倫太郎 瓦川由美
田中次子 西本国治
条例を同一目的のもとに改正する必
審査案件 ７件（報告・条例・補正予算）
要がある場合には、１ つの条例で改
正 す る こ と が で き る と な っ て い る。
この考えをもとに、機構改革という
平成 年度
同一の目的で改正するものであると
行橋市一般会計補正予算
の答弁を受けています。答弁を受け、
委員からは、部の新設と、職員の職
務を定めるとでは、同一目的とは受
当 委 員 会 所 管 部 分 の 補 正 は、
け 取 り が た く、「 同 一 目 的 の も と に ２ 億 ５， ０ ９ ２ 万 ６ 千 円 の 増 額 と
改正する必要がある」とは思えない。 なっています。
今後は、１ 条例１ 議案として上程し
補正の主な内容及び審査における
ていただきたいとの意見が出されま
質疑等については次のとおりです。
した。また、今回は部の新設を伴う
地 域 福 祉 課 で は、 総 合 福 祉 セ ン
機構改革であり市全体にかかる問題
タ ー「 ウ ィ ズ ゆ く は し 」 に お け る、
でもあるため、委員会審査だけでな
外壁やエレベーター等の経年劣化に
く、全員協議会で協議すべき事案で
よる改修工事費などが計上されてい
あるとの指摘がありました。
ます。審査の中で委員より、今後も
審 査 終 了 後、 取 り ま と め の 中 で、 ウィズゆくはしの利用率は上がって
委員から、２ つの条例を１ つの議案
いくものと予想されるが、例えば混
としたこと、そして、これまでの執
雑を回避するために駐車場を拡大す
行部の対応では委員会審査が軽視さ
るなど、改修予定以外の箇所につい
れているように感じる。委員会審査
ても、市民の利便性を熟慮し、更な
を重視していただきたい。また、本
る整備の検討を進めていただきた
議案は、継続的な慎重審議が必要だ
い、との要望が出されました。
と思うとの意見が出されました。
子ども支援課では、新たな事業で
採決の結果、出席委員賛成多数で、 ある産後ケア事業の実施に伴う経費
原案のとおり可決すべきであると決
などが計上されております。審査の
しました。
中で委員より、本事業の取組みにつ

【副委員長】 工 藤 政 宏
諫山
直
【委員長】 澤 田 保 夫
【委 員】 豊 瀬
尉

鳥井田 幸 生

田中建一

西本国治

こつぼ しんや

工藤政宏

城 戸 好光

二保茂則

とくなが かつこ

にしもと くにはる

小坪慎也

とりいだ さちお

井 上 倫太郎

豊瀬

尉

いのうえ りんたろう
とよせ やすし
に ほ しげのり

德永克子

【委 員】
【委 員】
【委 員】

村岡賢保

やすお

むらおか よしやす

澤田保夫

小堤千寿

さわた
こづつみ ゆきとし

小原義和

藤本葊美

おはら よしかず
ふじもと ひろみ

大池啓勝

田 中 建 一（議長）
岡 淳 輔（副議長）
澤 田 保 夫（議会運営委員会委員長、
建設経済委員会委員長）
大 池 啓 勝（総務委員会委員長）
小 原 義 和（文教厚生委員会委員長）
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事務分掌条例の一部を改正する条例の制定

本案は、組織機構改革に伴い、所
要の改正を行うものであり、施行日
は、 い ず れ も 平 成 年 ８ 月 １ 日 と
なっています。
改正の主な内容は、職員の給与に
関する条例については、増大する災
害事案に対応するため、消防本部に
指令室を新設するにあたり、消防職
給料表級別職務分類表に指令室に対
応した職務を定めるものです。
事務分掌条例については、新たな
部として、市長公室を新設するもの
であり、分掌する主な事務は、秘書
及び渉外・広報・重要施策の立案及
び調整・市長の特命に関する事項で
す。
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行橋市議会は、３つの常任委員会を設置し、それぞれの分野で議案や請願を審査しています。
各議員はいずれかの常任委員会に所属し、任期は２年です。
６月定例会では、任期の満了に伴い、新たに委員を選出し、正副委員長を互選しました。
７

おおいけ ひろまさ

【副委員長】
【委員長】
【副委員長】
【委員長】
【副委員長】
【委員長】

建設経済委員会
文教厚生委員会
総務委員会

～ 新しい構成が決まりました ～

常任委員会
6

ゆくはし市議会だより【 2 】
平成３０年（２０１8 年）８月１５日発行

ゆくはし市議会だより【 3 】
平成３０年（２０１8 年）８月１５日発行

諫山直

建設経済委員会

鳥井田幸生

【委員長】澤田保夫 【副委員長】村岡賢保

員】城戸好光

２日（月） 蓑島海水浴場海開き
３日（火） 在日米軍再編に係る訓練移転先６基地
関係市町村議会連絡協議会役員会・総会・
要望活動（東京都千代田区・新宿区）
４日（水） 全国市議会議長会基地協議会理事会
（東京都千代田区）
６日（金） 行橋市老人クラブ連合会
ニチレクボール大会
１１日（水） 郡市少年の主張弁論大会
１２日（木） 議会運営委員会
１４日（土） 行橋京都休日・夜間急患センター
２０周年記念式典
１５日（日） ゆくはしビーチバレーボールフェスティバル
2018 開会式
１６日（月） 〃 閉会式
１８日（水） 茨城県取手市議会行政視察
１９日（木） 大阪府富田林市議会行政視察
１９日（木） 在日米軍再編に係る訓練移転先６基地
関係自治体連絡協議会意見交換会（築上町）
２２日（日） 福岡県消防操法大会（嘉麻市）
２３日（月） 宮城県名取市議会行政視察
２４日（火） 全国市議会議長会理事会・
国と地方の協議の場等に関する特別委員会
（東京都千代田区）
２６日（木） 京都府精華町議会行政視察
２６日（木） 北九州都市圏域市町議会議長懇談会
（北九州市）
２７日（金） 市議会だより編集委員会
２７日（金） 委員長会議
２７日（金） サマーフェスティバル in 築城（築上町）

【委

各種スポーツの始球式の模様 （写真上）ニチレクボール大会
（写真下）ペタンク大会

7月

担当課より、長井浜公園整備事業
において、当初の侵入路であった所
が諸所の問題で、大型車両が進入で
きなくなり、他に公園侵入路を新設
する予定であるとの説明を受けまし
た。また、今川パーキングエリア交
流 拠 点 整 備 事 業 に お い て、 昨 年 度、
作成した基本構想をもとに、事業手
法や事業費の想定等の基本計画を策
定予定であるとの説明を受けまし
た。
審査における質疑の主な内容等に
ついて、都市政策課では、長井浜公
園整備事業において、公園敷地内の
土壌汚染の確認は行ったのか質した
ところ、担当課より、土壌汚染対策
法による届出を県に行っており、県
が土壌汚染のおそれが無いと判断し
ているので、通常、土壌汚染の確認
はしないとの答弁を受けました。ま
た、これを受け、市は購入した土地
の水質検査を行ったのか質したとこ
ろ、担当課より、長井浜公園に隣接
し て い る 家 の 井 戸 水 の 水 質 検 査 は、
すでに行っており、特に問題となる
結果はでていないとの答弁を受けま
した。
採決の結果、当委員会所管部分に
ついては、委員賛成多数で、原案の
とおり可決すべきであると決しまし
た。

１日（火） 代表者会議
７日（月） 筑豊横断道路建設促進期成会定期総会
（福岡市）
８日（火） 行橋市老人クラブ連合会
グラウンドゴルフ大会
１１日（金） 福岡県商工会議所青年部連合会
定時総会懇親会
１２日（土） 行橋市区長連合会総会
１２日（土） 行橋男女共同参画ネット総会
１３日（日） 行橋市子ども会育成連合会総会
１３日（日） 行橋市椿市地域交流センター完成記念式典
１４日（月） 航空自衛隊築城基地協賛会役員会（築上町）
１５日（火） 長崎市議会行政視察
１６日（水） 基地対策特別委員会
１７日（木） 京築北九州東部振興会議総会（苅田町）
１８日（金） 代表者会議
２０日（日） 小型ポンプ操法大会出場に伴う結団式
２３日（水） 大阪府貝塚市議会行政視察
２３日（水） 行橋京都地区防犯協会総会
２４日（木） 行橋まつり振興会通常総会
２６日（土） 行橋市老人クラブ連合会ゲートボール大会
３０日（水） 全国市議会議長会定期総会・
国と地方の協議の場等に関する特別委員会
（東京都千代田区）
３０日（水） 行橋市青少年育成市民会議通常総会

６

工藤政宏

5月

１日（金） 議会運営委員会
５日（火）～２２日（金）
平成３０年６月第１０回行橋市議会定例会
６日（水） 大相撲行橋京築場所 調印式
１２日（火） 代表者会議
１５日（金） 代表者会議
１６日（土） る～ぷるフェスタ
１７日（日） 行橋市議会旗争奪ソフトボール大会
２２日（金） 代表者会議
２２日（金） 基地対策特別委員会
２４日（日） 行橋市長旗争奪少年柔道大会
２８日（木） 行橋商工会議所通常議員総会
２９日（金） 平成筑豊鉄道定時株主総会・取締役会・
役員会（福智町）
３０日（土） 行橋市老人クラブ連合会ペタンク大会
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件（報告・条例・補正予算）

行橋市ボランティア連絡協議会通常総会
千葉県柏市議会行政視察
行橋市老人クラブ連合会総会
九州市議会議長会定期総会（佐賀市）
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審査案件

誌

6月

4月
２１日（土）
２４日（火）
２５日（水）
２６日（木）

日

平成 年度
行橋市一般会計補正予算

議 会

ゆくはし市議会だより【 4 】

平成３０年（２０１8 年）８月１５日発行

当 委 員 会 所 管 部 分 の 補 正 は、
億 １， ７ ３ ８ 万 １ 千 円 の 増 額 と
なっています。
今回の補正の主な内容として、土
木課では、社会資本整備総合交付金
事業、各種防衛事業の補助金等の増
額に伴うものとなっています。
担当課より、道路改良や舗装工事
を 行 い、 ま た、 災 害 時 に 備 え て、 公
園施設の機能保全を目的とした事業
を実施し、地域住民が安全、安心し
て利用できるように、整備を行う予
定であるとの説明を受けました。
都市政策課では、緑の基本計画見
直し事業や市営住宅解体事業・改修
事業、行橋停車場線にかかる県営事
業負担金、行事地区に建設予定の長
浜公園整備事業、長井浜公園整備事
業、今川パーキングエリア交流拠点
整備等にかかる経費が増額補正され
ています。

ゆくはし市議会だより【 5 】

平成３０年（２０１8 年）８月１５日発行

６月定例会トピックス

平成 30 年度一般会計補正予算を可決

平成 30 年６月第 10 回行橋市議会定例会は、６月５日から６月 22 日までの 18 日間の会期で
行われました。この定例会では、市長提出議案 25 件、決議１件、意見書３件の審議を行いました。
このうち、平成 30 年度一般会計補正予算については、歳入歳出それぞれ ２５億６，３１３万
４千円を追加し、総額２７６億５，９４８万１千円とするものです。各常任委員会で審査を行い、
本会議最終日に採決の結果、可決されました。

人事案件

採決の結果、いずれも同意されました。

☞ 行橋市監査委員
竹中 友幸（たけなか ともゆき）氏

☞ 行橋市教育委員会委員
金澤 精子（かなざわ せいこ）氏

全国市議会議長会議員表彰
平成 30 年５月 30 日、全国市議会議長会第 94 回
定期総会において、本市議会より澤田保夫議員及び
諫山直議員の２名が在職 10 年以上の表彰を受けま
した。
６月定例会で表彰状の伝達が行われ、 併せて、
市長から感謝状が贈呈されました。

諫山 直 議員

澤田 保夫 議員
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児童・生徒の安全対策
と居場所づくり

産後ケア
小原

義和

議員

議員 産後ケアは、出産後の母親が育児への不安
や重圧によって精神的に不安になり、その母親の
身体的回復と心理的安定を目ざすものです。平成
２９年９月議会で質問をしましたが、進捗状況を
お伺いします。
福祉部長 まず、３つの産婦人科医に個別に話を
して、その後、３医院が集合した状態で説明をい
たしました。そして、４月３日に医師会から事業
を進めてくださいという要望書が提出され、今回
の予算計上に至っています。
議員
す。

利用者数の見込みと利用期間をお伺いしま

福祉部長 県内のデータでは、出生者数の１．５％
程度が利用するという分析が出ました。そこで、
若干上乗せして６５０人の出生者数に対して１．
７％、１１人を予定しています。また、利用期間
は、国のガイドラインでは、概ね７日以内となっ
ており、行橋市も７日以内としています。
議員

７日以上という特例はありませんか。

福祉部長 今後、事業の実施に伴い要綱等を作っ
ていきます。そのときに原則をどのように捉える
かという解釈をしながら、医師会や産婦人科医と
話した中で対応したいと考えています。
議員

今後のスケジュールをお伺いします。

福祉部長 まず、実施要項を定めます。その中で、
細々とした取り決めを産科医ともしていきます。
そして、９月中には事業を始めたいと考えていま
す。
議員 皆さんに周知徹底する必要があると思いま
す。どのような周知を行っていきますか。
福祉部長 市報、ホームページ、フェイスブック、
行橋のポータルサイトに掲載していきます。ま
た、チラシ等を作成し、母子手帳交付時や乳幼児
家庭の全戸訪問事業等で周知をしたいと考えてい
ます。さらに病院の中でも周知をお願いするなど、
多岐にわたって広報に努めたいと考えています。
議員 利用される方は、不安定な精神状態、また
緊急な場合もあるようです。事務手続きの簡素化
をしていただきたいと感じています。
福祉部長 現在、内部で協議しており、これから
産婦人科医とも話を進めていきたいと考えていま
す。

田中

建一

議員

議員 殺害等の痛ましい事件に児童生徒が巻き込ま
れないための、市の対策についてお伺いします。
教育部長 下校時間帯の青パトの巡回、児童生徒へ
の集団下校指導や不審者等に注意をするように呼び
かけを行い、防犯ブザーを配布しています。また、
通学路の安全性確保として、危険箇所の集約、改善、
ホームページでの進捗状況の公表を行っています。
議員 小学校の通学路では、交通指導員、警察、見
守り隊が立っているが、取り組みは十分なのか。
教育部長 子ども１１０番の家や子ども達の見守り
等、地域の区長会や皆様に働きかけをお願いして、
取り組んでいきたい。
議員 新規事業である放課後子ども広場事業、児童
クラブ民営化モデル事業の内容について。
教育部長 子どもの居場所づくりに関連した事業で
あり、放課後子ども広場事業は、モデル校として、
行橋北、泉、仲津小学校の３校で実施予定です。児
童クラブ民営化モデル事業は、３事業者５箇所の事
業委託を行ってきたが、社会福祉法人に限らず、株
式会社やＮＰＯ法人等にも募集を行う予定です。
議員 門戸を広げなければ慢性的な指導員不足が改
善できないのか。
教育部長 指導員確保等に窮しているところもあ
り、また、事業者のノウハウに基づく充実した保育
の提供や利用者ニーズに応じた追加サービスという
部分で、新たな試行として民営化モデルを計画して
いる。事業者の募集にあたっては、国の基準等に応
じた保育体制であることを条件とし、現状を下回る
ことのないようには考えています。

防災対策
議員 想定を超越した災害が起こると考えたとき
に、平成２９年に改定・発行された防災マップは、
十分なものか、見直し等は必要ないのか。
総務部長 国県の見直しに伴うものだけでなく、実
際に災害が起きた場所やその課題等を協議し、見直
しを行っていきたい。

男女共同参画
議員 歴史的スポーツでの女性対応について、行橋
市の考え方、見解を明らかにしていただきたい。
市長 過去の慣例にとらわれずに臨機応変に対処す
べきではなかろうかと思っています。
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安心・安全・市民に
優しい街づくり
城戸

好光

議員

議員 平成２９年６月議会において、私は新田原
駅前の通学・通勤者の安全対策についての案を提
案しました。随分前向きな答弁をいただきました
ので、当初予算で幾らかでも予算が計上されるの
かなと思っていましたが、残念ながら計上されて
いませんでした。
行政としてやりたいこと、また地域がやっても
らいたいことをもう少し真剣に地域の方々とすり
合わせをして、工事に取り組んでいただきたいと
思いますが、新田原駅前の安全対策について、今
後、市はどのように取り組んでいくのかを、お伺
いします。
義間副市長 ご提案いただきましたラウンドアバ
ウトという交差点形状も含めまして、仲津校区、
行橋警察署、京築県土整備事務所等、関係機関と
の調整を行ってまいりました。しかしながら、市
からの地元に対する説明、また、地元の方たちの
意思確認が不十分であったことは否めません。そ
れが原因で計画が遅延していたということです。
今回、仲津校区の方々に再確認したところ、新
田原駅周辺の開発は、長年の課題である。ラウン
ドアバウト、あるいはロータリー形式で、車、あ
るいは歩行者等の安全対策を行い、一体的に整備
するのが望ましいところではあるが、できる所か
らでも着手をしていただきたい、という御要望を
確認したところです。
通勤・通学時間帯の駅前は、現在も、歩行者、
自転車、自動車の交通が輻輳している状況であり、
危険な状態であることは変わりありませんので、
早急に改良の必要があるということは認識してい
ます。
また、新田原駅周辺は、医療施設が複数立地し
ており、将来的には駅舎のバリアフリー化も必要
であると認識しています。
議員 ぜひ、皆さんが、安心して駅まで行けるよ
うにしていただきたい。高齢化は、ますます進む
ので、やはり駅周辺の一角には、高齢者が集う場
所までできたらいいなと、私は期待していますの
で、まずは地元とお話をされて、地元の要望をよ
り一つでも多く取り組んでいただいて、予算化し
ていただきたい。

一

般

質

問

６月定例会では、11 名の議
員から質問がありました。
一部を抜粋し、質問と答弁
の要旨を掲載します。
スマートフォン等で 2 次元
コード（ＱＲコード）を読
み込むと、各議員の一般質
問動画をご覧になれます。

城戸

好光

議員

田中

建一

議員

小原

義和

議員

工藤

政宏

議員

瓦川

由美

議員

覀岡

淳輔

議員

田中

次子

議員

大池

啓勝

議員

①安心・安全・市民に優しい街づくり
①児童・生徒の安全対策と居場所づくり
②防災対策 ③男女共同参画
①産後ケア ②行政情報サービス
③中小企業の設備投資を促す制度
①市の公共施設マネジメントに戦略性はあるか？
②二元代表制のもとでの市長（執行部）と議員
（議会）の役割とは何か？
①子育て支援から教育行政への連携
②放課後児童クラブ
①環境問題への取り組み
②教育行政 ③住みよい街づくり
①椿市地区「小さな拠点」事業
②学校教育行政 ③行橋市図書館
①住みやすい安心して暮らせる街づくり

豊瀬

尉

議員

①県道行橋停車場線拡幅工事と駅東口再開発計画
②高齢者の詐欺事件

小坪

慎也

議員

①北朝鮮による日本人の拉致事件
②慣行水利権が法的に存在しないことの確認
③都市計画

德永

克子

議員

①築城基地問題

②長井浜公園

③学校教育行政

④消防行政・防災行政
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椿市地区「小さな拠点」事業
田中

環境問題への取り組み

覀岡

次子 議員

議員 椿市地域交流センターの設計は、公民館機
能として、利用者の目線で考えられていない。市
はこの現状を把握しているのか。何故、この様な
問題が発生したのか。
松本副市長 地元の方々と協議して今の状態があ
る。建物が出来た状態でどういう状況になってい
るかは設計図の段階では承知できない部分がある
ので、ご指摘のとおり不便なところもある。改善
すべきところはハード面についてはできるんじゃ
ないかと思っている。
議員 設計ワークショップでは、地域の要求とし
て「高齢者が集まるための交通手段、コミュニティ
バスを走らせてほしい」との声が全てのチームか
ら挙がっていた。椿市地区だけでなく、公共事業
は、一方通行・トップダウンのやり方では地域の
活性化はありえない。地域住民、市民の信頼を失
うことのないように強く求める。

学校教育行政
議員 今年度、市内中学校全体で１年生の普通学
級が４学級減っている。４０人定員いっぱいぎゅ
うぎゅう詰めの教室に、生徒も保護者も先生も不
安を抱えているのではないか。
教育長 学級編成基準は法律に基づき定まってい
る。少人数学級編成を行う場合は、県費加配教員
を活用するか、あるいは市費で教職員を雇用して
の学級緩和が考えられる。
議員 例えば、古賀市では予算措置により、市内
全小中学校全学年で３５人以下学級を実施してい
る。本市の財政の問題はどうか。市長が「他市に
例を見ない先進的な取り組み」と誇示するＩＣＴ
教育環境整備事業は１０年間でハード面の経費が
総額１２億３千万円。市長の望む学級編成につい
ての見解を問う。
市長 ＩＣＴはむしろ人数が多い場合に有効な効
果を発揮する。世の中はそっちの方向に向かって
動いている。平行線で議論にならない。
議員 ＩＣＴを否定はしない。ただ、十数億円を
かける必要が、今あるのかと私は感じている。

環境水道部長 平成１３年度に行橋市ごみ処理基
本計画を策定後、平成２３年度に見直し、主施策
は有料指定袋制度の導入、リレーセンターへの搬
入料金改定、分別収集の徹底等の計画を着実に実
行。その結果、平成１４年度に比べ、ごみは３割
程度減量。

教育行政
議員

ＩＣＴ教育関連の施設、設備充実について。

教育部長 来年度、全ての小中学校への教育ＩＣ
Ｔ環境整備が完了予定。併せて、校務支援システ
ムは今年度、全ての小中学校への導入が完了予定。
教員や生徒からは、肯定的な意見が多く、一方、
ソフト面と研修時間を充実させてほしい、電子黒
板が見えにくい等の意見もある。
議員

ＡＬＴを活用した中学校英語教育について。

教育長 グローバル・情報化社会を生き抜く力を育
てる教育推進が重点施策。将来英語を使って国際
社会で活躍するため、身に付けた英語を活用し表
現する必然性の場面に多く出会わせることが重要。
議員 小学校英語において、次期学習指導要領が
施行されますが、本市の本年度からの準備は。ま
た、ニュースで人型英語ロボットを知ったが、一
つの研究材料になるのでは。
教育長 外国語活動の教科化に向けての準備、外
国語科の授業支援、教員の指導力向上を図る予定
である。また、ロボットの件は大変素晴らしい
ニュースであり検討材料である。
議員

行橋の歴史人物読本について。

教育部長 古代から近代、本市ゆかりの人物を通
じ、市の歴史に親しむことが目的。昨年度末に
４千部刊行。学校等にも配布、授業等にも活用し
大変好評。

住みよい街づくり
議員

５箇所ある掲示観光マップの改善について。

産業振興部長 情報や多言語表示、設置場所、デ
ザインも含め検討。観光協会と協議し計画的に更新。
議員

放課後児童クラブ
瓦川

淳輔 議員

議員 環境問題への取り組みとごみ減量化対策計
画について。

サイクリングロードの活用計画は。

総務部長 みやこ町まで繋がり、約１１ｋｍ。広
域的イベントも検討。
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由美 議員

議員 本年度の放課後児童クラブの利用者数と待
機児童数を教えてください。
教育部長 ５月末で約１千名の児童が登録してい
ます。児童数に対する基準指導員数は７３名です
が、現在、５名の欠員が生じています。待機児童
はおりません。
議員 男性指導員の配置条件はありますか。なぜ
欠員が生じ、どのような改善策を取っていますか。
教育部長 男性は６名雇用していますが、各施設
１名ずつの配置が条件ではありません。欠員の要
因は、賃金や労働時間帯と考えており、賃金等の
更なる改善に取り組みたいと思っています。

二元代表制のもとでの市長（執行部）
と議員（議会）の役割とは？
工藤

政宏 議員

議員 二元代表制について端的に説明を。
教育長 議会、そして市長が市民の代表。
議員 １月、「野党じゃなく与党になりませんか」
と教育長に言われた。この意味は。
教育長 お答えするのは控える。
議員 そういう言葉は慎むべき。今まで与・野党
でやってきたつもりは１回もない。二元代表制の
下で野党・与党は基本的にはない。今年１月１３日、
市長の市政報告があった。これは政治活動か、選
挙活動か。
市長 選挙活動です。

議員 指導員になるための条件や研修会などは行
われていますか。

議員 おかしい。告示前。選挙活動と言うなら大
きなミス。

教育部長 条件は、保育士、社会福祉士、幼稚園・
小学校・中学校・高校の教諭等の資格、もしくは
免許を持っている方です。研修は行っています。
また、年６回、主任指導員会議を開催しています。

市長 訂正する。選挙活動ではない。

議員 先日、児童クラブを見学しました。国は一
人当たりの面積を１．６５㎡としていますが、と
ても窮屈そうでした。また、指導員は、精神的・
肉体的にも、かなり重労働になっていると思いま
すので、十分な配慮をお願いします。
各児童クラブの危険箇所や安全性、要望はどの
ように把握されていますか。
教育部長 指導員からの報告を受け、教育委員会
の担当職員が現場の状況を確認し、対応していま
す。議員ご指摘の民間等の学校外児童クラブへの
通所は、児童達にはできるだけ同じ時間帯で集団
的に通うよう指導しています。
議員 保護者や児童、指導員に児童クラブに対す
るアンケート等は行っていますか。
教育部長

実施しています。

議員 放課後児童クラブ民営化モデル事業を行う
ようですが、予算もありますが、早急な対応をお
願いしたい。
市長 今まで義務教育に若干ウエイトをかけ過ぎ
たきらいがあると思っていますので、学校外の社
会的な教育面に対してもウエイトをかけていかな
くてはならないと認識しています。
議員 委託料を払い後はお任せではなく、先生の
処遇改善や現在関わっている指導員の優先的な就
職などをお願いします。

議員 市長スピーチ。「私ども、麻生マシンという
末端に行橋という小さな小さな歯車が組み込まれ
たと認識。今後とも麻生マシンの小さな小さな歯
車として、行橋を京築のメイン都市にしていくこ
とを誓い、２期目のお願いとする。選挙では、よ
ろしく支持の程お願い申し上げ、挨拶にかえさせ
ていただく」。後半は選挙依頼。麻生副総理だから
じゃない。どの国会議員の名前があっても、何回
もほにゃららマシン、小さな歯車という言葉が出
るのはどうなのか。司会は。
市長 村岡議員だったような気がします。
議員 井上副議長です。
市長 あっ、そうですか。
議員 二元代表制の本旨を考えた時、御自身の市
政報告を副議長にお願いするのは、やはり違う。
ある種の距離を置くように努めるべき。市長は絶
大な権力を持つ訳だから、その辺は配慮すべき。
市長 副議長だろうが村岡議員であろうが、とも
に行橋を良くしようという、別に二元代表制に反
するとかいう話じゃない。行政も議員も一緒になっ
てやるという意思表示の表れじゃないですか。
議員 話の趣旨をくんで。感情的になるのは分か
るが、緊張関係を保つことを意識してほしいと言っ
ている訳だ。選挙後の新聞各社が市長の話を載せ
ている。「過去最低の投票率になったのは、図書館
一本やりで政策論争がなく、アジビラも飛び交い、
市民がしらけたのではないか」。このような言い方、
ガッカリだ。直接選挙で選ばれた重み、物の言い方、
考えていただきたい。
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慣行水利権が法的に存在

長井浜公園

しないことの確認
德永

克子 議員

議員 環境問題について。長井浜公園用地は、産業
廃棄物が混入していると思われる残土を撤去しない
まま、市が西日本工業大学から買収しました。隣接
地の井戸水と公園用地の残土に溜まった水を５月７
日に採取し、国の資格を持つ会社が水質検査をした
結果があります。
井戸水は、ヒ素及びその化合物が基準値０．０１
ｍｇ以下に対し０．０１５ｍｇで判定は不適、飲料
水として使用できません。残土水は、鉄及びその化
合物が基準値０．３ｍｇ以下に対し①５．０ｍｇ②
０．４３ｍｇで２箇所とも色度・濁度が不適です。
井戸水へのヒ素の混入理由を特定するのは困難で
すが、数値は事実です。工事関係者、周辺住民、公
園となってからは利用者の健康を守るため、安全な
土壌が求められます。残土等の土壌対策の実施内容
をご報告ください。
都市整備部長 工事に関連して福岡県に届出を行っ
ていますが、県から土壌調査するような指示を受け
ていませんので、通常通り工事を着手しています。
コンクリート片等が混在している場合は、適正に
処理するよう施行業者に指示しています。どう処理
するか決めていると思いますが、私の方にはどこま
でやっているという資料はありません。
議員 今後の問題として残します。本当に安心でき
るようなものにしていこうじゃありませんか。

学校教育行政
議員 学校と教育委員会のあり方について。昨年
１２月議会での一般質問を契機に、拉致問題のアニ
メを小中学校の全児童生徒に観賞させました。
私は拉致問題は早期に解決すべきと思っています
が、中学生を対象としたアニメを小学１年生まで観
賞させること、また受験を控えた中学３年生や、学
校やクラスによっては他の課題を抱える場合がある
など、時期的にも適当だったのか疑問です。
教育長 教育的配慮のもとに、そして指導案の作成
等を踏まえ行ったので、適切であったと考えます。
議員 時間がない、先生の数も少ない、その中で全
ての子ども達へ丁寧な教育をしようと学校は苦労さ
れています。教育現場の本当の声をよく聞き、その
苦労を教育委員会が汲み取っていただきたい。

小坪

慎也 議員

議員 新規の住宅需要及び企業誘致において慣行
水利権による弊害があると思います。企業が進出
する際、他の自治体と比較された場合や、新規の
住宅需要において、別の金銭負担が想定されたり、
調整など大変だと思われましたら、住宅メーカー
も企業も逃げて行ってしまいます。この慣行水利
権弊害、この部分について執行部と認識は共通か
と思います。
先日、友人が家を建てる際に、５万円ください、
という話があった。奥さんから、５万円あったら
もう一個家具が買えたとも言われました。非常に
恥ずかしかったです。
転勤でもない限りは、長らく固定資産税・住民
税を払ってくれて、市が５万円をあげてもいいく
らいだと思います。２年か３年で、彼らが払う税
金で元が取れるような話です。
この逆祝儀みたいな状況をいつまで続けるのか
と。あまりにも失礼ですし、無礼だと思います。
市が止めきれない状況は、私は執行部の見解はお
かしいなと、であれば人口増が本当に一丁目一番
地の死活問題の政策だと言っている部分、看板に
偽りありだと。私はしっかり取り組んでいただき
たいと思います。
まだ検討結果は出ていないとは思いますが、水
利の同意書をぜひとも廃止していただきたい。検
討状況をお伺いいたします。
都市整備部長 やはり人口増を目ざす本市として
は、開発によって住居が増えるということは、非
常に重要なことでありますし、かといって、開発
事業を進める段階で、地元とのトラブルが出てく
ることも避けたい状況であるのは、議員も理解し
ていただけると思います。
いま確かに検討しておりまして、開発要項につ
いては、全面的に見直そうという動きをしており
ます。周辺の自治体や県とも相談して、どういう
表現が一番いいのか、どういう方法がいいのか、
もう少し時間をいただきたいと思います。
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県道行橋停車場線拡幅工事と
駅東口再開発計画
豊瀬

住みやすい安心して
暮らせる街づくり
大池

尉 議員

議員 昭和４１年から約５０年間、県道行橋駅停
車場線（駅前通り）の拡幅工事が塩漬けのままに
なっていましたが、平成２７年から平成３３年末
の間、福岡県事業としてスタートしました。
駅東口の開発の大きな起爆剤になると期待され
ていますが、この拡幅工事の概要をお聞かせ下さ
い。
都市整備部長 現状の道路幅員が大体１２ｍ未満
位ですが、２２ｍに拡幅し、行橋駅前交差点から
川越交差点までの約５５０ｍの区間を事業区間と
して、平成２７年８月に福岡県の街路事業として
国から事業認可をいただきました。
事業期間は平成３３年度末までの７年間で、全
体事業費は本線工事と付帯工事を含めて約３２億
円となっており、本市の負担金総額は現在の約
６億５千万円と想定しています。
事業手順といたしましては、平成２７年度から
平成３１年度まで、測量設計、用地買収及び物件
補償を行い、最後の２年間の平成３２年度～平成
３３年度までに拡幅工事を行う予定となっていま
す。
議員 行橋駅を下りて右側２区画の約２，５００
坪の地域で、昨年暮から民間主導による行橋駅東
地区再開発の動きがありますが、行橋市として分
かっている範囲での御答弁をお願いします。
義間副市長 駅東口の民間再開発については、行
橋駅東口の再開発を目的として行橋都市未来株式
会社が設立され、５月３１日には地元地権者で構
成する行橋駅東口都市未来推進協議会が発足し、
地元住民の方々もこの計画を推進していくという
ことを聞いております。
協議会からの説明によりますと、対象区域は行
橋市中央三丁目の一部で、行橋駅を背にして右
側の福岡銀行手前までの二区画のエリアであり、
予定している全ての用地の購入ができると約２，
５００坪になると聞いています。
再開発の内容は飲食店や金融機関等のテナン
ト、ホテル及び賃貸マンションを備えた複合ビル
の建設を予定しているようです。
投資金額等につきましては、設計が固まる段階
で定まりますので、現在はまだ確定していないと
のことです。
民間企業が目標としている事業期間は、
２０２１年３月までの建設完了を目標に今後計画
を推進していくと聞いています。

啓勝 議員

議員 図書館等複合施設の建設を例に挙げます。
何度も言ってきたことですが、丁寧な説明は欠か
せません。まず、ＰＦＩ事業であることについて、
市民間において、その理解が得られたのでしょう
か。施設の概要説明は当然のことながら、従前の
手法との違いをはっきり分かりやすく説明する必
要があり、この事業における強引な手法に対して
は、批判も多くあります。
そこで市長にお尋ねしますが、市長は２期目の
当選直後の挨拶で、自らの手法を強引だったかな、
と自戒していますが、１期４年間の自らの市政運
営について、どのように評価しているのか。
市長 まず、最初にＰＦＩという新しい手法が市
民に馴染んだかどうか、という質問に対してお答
えします。今回のＰＦＩ事業は、初めての経験で
すし、実施をする市の行政サイドも不慣れであっ
たということは、自戒を込めて反省しなければな
らないと思っております。
また、１期目の総括ということで申し上げます
と、財政問題と密接にリンクしている人口問題を
まず基本におき、一定規模の人口がなければ自治
体そのものが存在し得なくなる。本市の場合、自
主財源が増え、それは基本的に市税が増え、人口
が増えたことによるもの。
議員

市長公室の任務とは。

市長 縦割りではどうしてもできない政策の原形
を作ることである。
議員 今回の補正予算、あるいは施政方針、いろ
いろ拝見させていただきましたが、まず力強い意
欲は感じます。しかしながら、物事を進める上に
一気呵成ということで、物事を逸散に成し遂げる。
そういう意味では、そこの間の丁寧さというのが
いつも私は感じられないわけです。市民への情報
提供は重要であり、二元代表制の一方である議会
に対して丁寧な説明をした上での議論を期待して
いる。
また、２期目において重点施策を実現させるた
めに、市民や議会に対して、どのように対応して
いくのか。
市長 ２期目の心構えとしては、私ができる限り
の丁寧さをもって対応させていただきたい。

６月定例会の議決結果
１．出席議員全員一致で賛成し、可決された議案等
行橋市スポーツ推進審議会条例の一部を改正
する条例の制定

可決

行橋市税条例等の一部を改正する条例の専決
処分の報告
行橋市椿市地域交流センター条例の一部を改
正する条例の専決処分の報告
行橋市教育委員会教育長の勤務時間その他の
勤務条件に関する条例の制定
行橋市図書館資料収集方針策定委員会設置条
例の制定

承認

福岡県後期高齢者医療広域連合規約の変更

可決

行橋市図書館資料選定審査会設置条例の制定

可決

件

名

市長

結果

提
出

承認

市長

可決
議員

可決

福岡県市町村消防団員等公務災害補償組合規
約の変更
平成３０年度地方卸売市場行橋市魚市場特別
会計補正予算
平成３０年度行橋市農業集落排水事業特別会
計補正予算
学校施設や通学路におけるブロック塀等の緊
急安全検査を求める決議

可決
可決
可決
可決

行橋市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関
する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定 可決
○：賛成

２．賛否が分かれた議案等

行橋
希望の会

提
出

件

名

結果

市長

行橋市都市公園条例の一部を改正する 承認
条例の専決処分の報告
平成３０年度行橋市国民健康保険特別 承認
会計補正予算の専決処分の報告
行橋市緑の基本計画改定委員会設置条 可決
例の制定
行橋市今川パーキングエリア交流拠点グラ 可決
ンドデザイン策定委員会設置条例の制定
行橋市職員の給与に関する条例及び行橋市 可決
事務分掌条例の一部を改正する条例の制定
行橋市国民健康保険税条例の一部を改 可決
正する条例の制定

市民の会

桜乃会

政友会

諸派

小堤 千寿
田中 次子
小坪 慎也
大池 啓勝
德永 克子
村岡 賢保
藤本 葊美
田中 建一
豊瀬
尉
諫山
直
小原 義和
覀 岡 淳輔
西本 国治
瓦川 由美
工藤 政宏
鳥井田幸生
二保 茂則
井上倫太郎
澤田 保夫
城戸 好光

会派名

×：反対
退：退席
提：提出者（賛成）
田中建一議長は、採決に加わりません。

○○○×××××○○○○ー○○×○○×○
○○○○○○○○○○○○ー○○×○○×○
○○○×××××○○○○ー○○×○○×○
○○○○○○○○○○○○ー○○×○○×○
○○○退退×退退○○○○ー○○×○○×○
○○○○○○○○○○○○ー○○×○○×○

平成３０年度行橋市一般会計補正予算 可決 ○ ○ ○ × × × × 退 ○ ○ ○ ○ ー ○ ○ × ○ ○ × ○
議員

地方財政の充実・強化を求める意見書 可決 ○ 提 提 ○ 提 ○ ○ 提 × × ○ ○ ー ○ ○ ○ × ○ ○ ○
2019 年度政府予算に係る教職員定数改善と義務教育
可決
費国庫負担制度２分の１復元をはかるための意見書

麻生財務大臣の辞任を求める意見書

○○提○○○○○××○○ー○○○××○○

否決 × × × × × × × × × × × × ー × × 提 退 × 提 ×

３．人事案件
提
出

※採決方法が無記名投票のため、個別賛否はありません。
件

名

結果

市長

行橋市監査委員の選任

同意

行橋市教育委員会委員の任命

同意

公職選挙法では、次のようなことが禁止されています
●議員が年賀状や暑中見舞い等の
あいさつ状を出すこと（自筆の答礼は除く）

●議員や後援会が寄付をしたり、
有料のあいさつ広告を出すこと

●議員や後援会がお歳暮やお中元を贈ること

●市民や団体が議員に寄付などを求めること
市民の皆様のご理解とご協力をお願いします

