
2018・2・23
 №533

ホームページアドレスが変わりました⇒ 日本共産党北九州市議団　http://www.jcp-kitakyu. jp/

２月議会が始まりますが始まりますが始まります

２０１８年

２月２１日（水）　　本会議（開会）

　　　　　　　　　　（議案研究日）

　　２７日（火）　　議会運営委員

　　２８日（水）　　本会議（代表質疑）

３月　１日（木）　　本会議（代表質疑）

　　　２日（金）　　本会議（一般質疑）

　　　３日（土）　　　（休会）

　　　４日（日）　　　（休会）

　　　５日（月）　　本会議（一般質疑）

　　　６日（火）　　本会議（一般質疑。予算特別委員会設置）

　　　７日（水）　　常任委員会（議案審査）

　　　８日（木）　　常任委員会（議案審査）

　　　９日（金）　　本会議。予算特別委員会

　　１０日（土）　　　（休会）

　　１１日（日）　　　（休会）

　　１２日（月）　　予算特別委員会

　　１３日（火）　　予算特別委員会　　※請願・陳情締切

　　１４日（水）　　予算特別委員会

　　１５日（木）　　予算特別委員会

　　１６日（金）　　　（休会・市長質疑準備）

　　１７日（土）　　　（休会）

　　１８日（日）　　　（休会）

　　１９日（月）　　予算特別委員会（市長質疑）

　　２０日（火）　　　（休会）

　　２１日（水）　　　（休会・春分の日）

　　２２日（木）　　常任委員会（請願・陳情審査）

　　２３日（金）　　予算特別委員会。議会運営委員会

　　２４日（土）　　　（休会）

　　２５日（日）　　　（休会）

　　２６日（月）　　本会議（質疑・討論・採決。閉会）

～

石田康高議員（代表質疑、90 分）

藤元聡美議員（一般質疑、30 分）

出口成信議員（一般質疑、30 分）

荒川徹議員（一般質疑。30 分）

藤沢加代議員（一般質疑、30 分）

田中光明議員（一般質疑、30 分）

高橋都議員（一般質疑、30 分）

・ごみ袋料金の値下げについて

・小倉北特別支援学校とひまわり学園の

　拡充について

・板櫃町のがけ崩れ対策について

・低所得高齢者への家賃補助について

・城野遺跡公園の建設について

・介護保険料の引き下げについて

・生活保護を使いやすくする方策

・正規の教員増について

・核兵器禁止条約への参加について

・「平和資料館」(仮称 )基本計画につ

　いて

・玄海原発再稼働について

・戸畑こどもと母のとしょかん存続を

・公共施設マネジメント「門司区モデルプ

　ロジェクト」について

・学校給食の無償化について

・放課後児童クラブの改善について

・中学校の制服について

・市民が望む市営墓地のあり方について

・児童文化科学館について

・安倍内閣が狙う憲法９条改悪が、国民と
　市民に何をもたらすか
・原発の再稼働中止
・雇用と人口減少対策
・国民健康保険の県単位化について
・市立病院独法化と、八幡病院の医療水準
　の改善
・住宅リフォーム制度について
・公共施設マネジメント
・折尾地区総合整備事業について
・下北道路について
・平和資料館

日本共産党議員の質問内容（予定）
＜一部変更の可能性があります＞

　2018 年度の予算案を中心に審議する北九州市の２月議会

定例会が２１日に開会し、28 日から本会議での論戦が始ま

ります。

　ことしは安倍政権が、憲法９条の改悪を狙って発議する

策動を強めており、国民や地方自治体での対応が強く問わ

れています。

　日本共産党市議団は、右の７議員が本会議質疑に立ち、

市民の暮らし、福祉を守るために論戦を展開します。ぜひ

議会傍聴においでください。

２０１８年２月議会日程



建設建築委員会 環境水道委員会 保健病院委員会 経済港湾委員会総務財政委員会 教育文化委員会

山内　 涼成

藤元さとみ

◎藤沢　 加代大石　正信荒川　　徹 石田　康高

高橋　　都

柳井　　誠

出口しげのぶ

印は議会運営委員

日本共産党各議員の常任委員会配置

○ ○
田中　光明

※は、料金の改定を行わない予定

６５歳以上の高齢者は無料から３割負担に！

いっせい値上げを提案
公の施設の使用料・利用料公の施設の使用料・利用料

□対象……４１７施設

□改定案…６月議会に提案

□高齢者…無料から３割負担

□値上げ幅…１．５倍を上限

□学校……体育館等も有料に

え！ 突然、はじめての値下げ！
　＝ＪＲ委託工事＝

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　既決委託金額　　　　変更委託金額

①鹿児島本線・城山西線藤田架道橋改築工事　　２４億３３００万円　２４億１９６７万円

②鹿児島本線・黒崎駅自由通路新設工事　　　　　９億７９８７万円　　８億９０５６万円

２月議会に提案された２件のＪＲ委託工事の委託金額変更工事

　昨年 12 月議会で日本共産党は、ＪＲへの市から
の委託工事をとりあげ、しばしば途中で工事金額
が大幅に値上げされるほか、値上げされても値下
げになったことはない、と異常性を指摘しました。
　次の議会である今年２月議会に、２件のＪＲ委
託工事を当初の金額よりも値下げする議案が突然
出されています。理由はいずれも「工事完了にあ
たっての数量精査による」などとしています。

　市は、公の施設の数を減らすとともに、その利用料や使用料をいっせいに値上
げする提案をしました。「公の施設」というのは、体育館やプール、運動場、博物館、
図書館、市民センター、公立病院、上下水道、公園、道路、学校などで、「住民の
福祉を増進する」目的をもって設けられたものです。
　使用料値上げの理由として「管
理運営コストの80％以上を公費
で負担」する状況だということを強
調しています。しかしもともと、
「住民の福祉の増進」が主目的で、
誰もが利用できるように税金で作
り、税金で運営するのが当然の施
設です。民間のスポーツセンター
等とは全く違います。
　今回は上限１.５倍で値上げする
提案ですが、本来の目的からは逸
脱して利用しづらくなる人が出る可
能性があり、「福祉の後退」そのも
のです。
　しかも、６５歳以上の高齢者はこ
れまで無料だった施設が３割負担に
なります（右表参照）。
　公共施設の統廃合をすすめる
「マネジメント」や今回の料金値上
げには、その強引な進め方に市民
から強い批判が出ています。市民
の声を反映させる大きな市民運動
が必要です。

● 学校施設も有料！？ ●

　今回、小中学校の運動場や体育
館、武道場を使用するさいにも１時
間当たり３００～４００円を徴収する提
案をしており、市民から驚きの声が
あがっています。

　　施設名 料金区分 一般料金 高齢者 備考   改定案 減免後料金

地域交流センター 多目的ホール（供用） ※260 70 回数券  62 円／回
 （２時間以内）

勤労青少年ホーム 集会室・料理室ほか 300 ～ 500 90 ～ 150
　　　　　　　　　　　（１時間又はその端数ごとに）
　　　　　　　　　　　体育室（専用）  1000
　　　　　　　　　　　（１時間又はその端数ごとに）  　　～ 1500   

300 ～ 450

　　　　　　　　　　　体育室（共用） 　　220  　　60 回数券  52 円／回　　　　　　　　　　　（テニスコート共用、３時間以内） 

（単位 :円）高齢者減免見直し対象施設と新料金

美術館（常設展のみ） 観覧料 300 90
自然史・歴史博物館 観覧料 600 180
　（常設展のみ）
児童文化科学館 入場料Ａ 450 130 展示室＋プラネタリウム　
 入場料Ｂ 150 40 展示室のみ
響灘ビオトープ 入園料 150 40
体育館 共用・２時間以内 390 110 回数券・   93 円 / 回
トレーニング室 共用・２時間以内 450 130 回数券・108 円 / 回
庭球場（全天候舗装コート） 共用・２時間以内 490 140 回数券・117 円 / 回
庭球場（クレーコート） 共用・２時間以内 300 90 回数券・   72 円 / 回
武道場・柔剣道場 共用・２時間以内  390 110 回数券・   93 円 / 回
弓道場 共用・２時間以内 250 70 回数券・   60 円 / 回
陸上競技場 共用・２時間以内 150 40 回数券・   36 円 / 回
室内プール 共用・７・８月２時間内 390 110 回数券・   93 円 / 回
 共用・その他の月２時間内 600 180 回数券・126 円 / 回
屋外プール 共用・２時間以内 360 100 回数券・   86 円 / 回
旧大阪商船 観覧料 150 40 
旧門司三井倶楽部 入館料 150 40
小倉城 入城料 ※350 100
門司麦酒煉瓦館 観覧料 ※100 30
ひびき動物ワールド 入園料 ※300 90
志井ファミリープール 入場料 ※400 120
 波のプール ※300 90
白野江植物公園 入園料 300 90
グリーンパーク 入園料 150 40
熱帯生態園 入園料 450 130


