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これからも
皆様と共に。
2021年1月22日、新型コロナウイルス感染

症拡大により緊急事態宣言が発出されるな
か、北九州市議会議員選挙が告示されまし
た。私が本人になり立候補をするのは初めて
ですし、また、新型コロナウイルス感染予防の
ため、決起大会、出陣式、個人演説会など皆様
に直接思いをお伝えする機会を設けることも
出来ず、不安の中の選挙戦でしたが、皆様の
ご支援のお陰で5,582票を頂き、トップ当選を
させて頂きました。
夫　森浩明が亡くなる直前まで言い続けて

いたように『命ある限り北九州の為に働きた
い。そしてふるさと北九州をもっと元気な街
にしたい』という思いを胸に、努力を重ねて参
ります。引き続きのご支援を賜りますよう、心
よりお願い申し上げます。

森ゆみ子ニュースレター
Yumiko Mori Newsletter

北九州市議会議員

▲初登庁（議会棟の前で）

▲初めて頂いた当選証書



本会議報告
2月議会（2/24～3/26）

初めての議会で、
初めて質疑に立ちました。

本会議報告

区 分 予算総額（令和3年度） 予算総額（令和2年度） 差 額 伸 率

一般会計 6,420億9,500万円 5,702億9,800万円 △717億9,700万円 △12.6％

特別会計 4,012億2,950万円 4,241億3,200万円 ▲229億200万円 ▲5.4％

企業会計 2,695億3,890万円 2,136億7,000万円 △558億6,800万円 △26.1％

合 計 1兆3,128億6,340万円 1兆2,081億円 △1,047億6,300万円 △8.7％
▲西日本新聞 2021年3月9日 朝刊

今後も文化芸術活動を継続するため「新しい生活様式」
に沿った様々な感染防止対策を行いながら、安全・安心
な練習環境の提供に努めて参りたい。

公開レッスンの開催も含め、子どもたちに優れた芸術作
品にであう機会を提供できるよう努力して参る。

人員や専用スペースの確保など課題はあるものの、今
後関係部局と検討して参りたい。

建て替え等の今後の検討に向けた準備を始める時期を迎
えていると認識しているが、まずは経営の健全化、安定化
が最優先と考えている。その上で議論を深めて参りたい。

令和２年から２０歳未満の者に再接種費用の助成をして
いる。年齢制限といった点に関しては、全国市長会にお
いて国に要望している。

厚生労働省の通知を受け、昨年末、対象者へ厚生労働省
のリーフレットを個別に送付した。今後も接種対象者に
対する情報提供に努める。
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２月議会は２月２４日から３月２６日
まで、令和３年度予算を審議いたし
ました。
今回の予算は『～SDGs未来都
市への挑戦～コロナに打ち勝ち、
未来へつなぐグリーン成長推進予
算』と名付け、
①新型コロナウイルス感染拡大防止
と市民生活への支援
②まちのにぎわいや未来への飛躍に
向けた成長戦略の実行
③子育て・教育など誰もが安心して
住み続けられるまちづくり
の３つの柱を元に組み立てられて

います。
予算規模（別表1）は、新型コロナ

ウイルス感染症対策や中小企業融資
の増額などにより、過去最大の予算
規模になっています。
私は、初めての本会議の中で、初め
て質疑に立ちました。
議員になる前から、実現をしたかっ

た事を中心に質疑をいたしました。
難しい問題にも市長自ら答弁をして
頂き、手ごたえを感じた質疑でした。
質問のうち『死亡にかかる手続き

についてのワンストップ窓口につい
て』は既にオンラインのワンストップの

窓口が出来ました。ネットに不安のあ
る方々のためにも、対面のワンストップ
窓口が出来るよう、要望を続けます。

市立大手町練習場の空調設備について北九州国際音楽祭において、子どもたちに
一流の音楽を肌で感じて頂く機会について

死亡にかかる手続きについての
ワンストップ窓口について

市立医療センターの建て替え等の
計画のための本市の更なる支援について

骨髄移植等により定期接種の再接種が
必要になった方への、予防接種費用の助成について

本市における子宮頸がんワクチン接種に関する
周知の取り組みについて

質疑内容と答弁

（別表1）令和3年度予算規模
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ゆみ子の視点

新型コロナウイルスの感染拡大が収まらない中、
不安な毎日をお過ごしのことと存じます。そんな中、
４月１２日（月）から北九州でもワクチン接種が始まり
ました。接種後の体調の変化を市民の皆さんに報告
したいとのお考えで、北橋市長が一番初めに接種を
されました。もちろん個人差はありますが
【接種前】１２日朝　体温36.3度　血液中酸素濃度
96％　血圧75-125
【接種翌日】１３日朝　体温36.3度　血液中酸素濃
度96％　血圧74-119（痛み、倦怠感、頭痛なし）
【接種２日目】１４日朝　体温36.3度　血液中酸素濃
度96％　血圧75-125（痛み、倦怠感、頭痛なし）
との状況でした。ぜひご参考にされて、ご家族とも
よくご相談の上、接種の可否についてお考え頂きた
いと思っております。
４月１９日(月)からは高齢者施設のご利用者、職員の
方への接種も始まりました。４月の下旬に75才以上の
方に接種券がご送付されました。一日も早く皆さんへ
接種が出来るよう、注視して参ります。

新型コロナウイルスワクチン接種についてのお問
い合わせは

●コールセンター
　☎0570-055-676　全日9：00～17：00
　日本語・英語・中国語・韓国語に対応しております。

●区役所相談窓口
　各区役所窓口でもお問い合わせを受けております。
　平日９:００～17：00

●ワクチンの医学的な知見が必要となる相談
　福岡県新型コロナウイルスワクチン専用ダイヤル
　☎0570-072-972　24時間対応

また新型コロナウイルス感染症により、生活が変わ
ってしまった方々の為に様々なご支援を国、県、市で
用意をしております。まずご相談を頂きたいと思って
おります。
自粛疲れなどの言葉も聞きますが、日々の感染予
防を続けて頂いて、感染をされませんようお気を付
けください。

議員活動の中で森ゆみ子の目を通して感じたこと、
取り組んでいることなどを発信します。

新型コロナウイルス感染症について

新型コロナウイルスのご相談やお問い合わせは
北九州市新型コロナウイルス相談ナビダイヤル
へまずはお電話をされてください。

聴覚障害のある方はFAX093-522-8775へお
願いします。

0570-093-567

▲接種会場の西日本総合展示場

▲予診票のチェックをして頂いている北橋市長



2021年1月～3月の

森ゆみ子プロフィールProfile

●このニュースレターは、市議会各会派に交付される政務活動費を用いて作成しています。　

曽根臨海公園の一部利用開始

３月１６日で北九州空港は開港15周
年を迎えました。コロナ禍で空港を利
用する方は減りましたが、現在2,500
ｍの滑走路を3,000ｍに伸ばす計画
があり、大型貨物機の離着陸が可能
になると航空貨物の拠点となること
が可能になります。新たな方向性も視
野に入れながら、市民の皆様にも親し
まれる空港を目指し、新たに『銀河鉄
道９９９』のメーテル像が設置されまし
た。髪の毛の向かって左側がハート形
になっていて、愛情深いメーテルが、
皆様の愛情も応援してくれるのでは
と思っております。北九州の新しい恋
人の聖地が誕生しました。

北九州空港１５周年

北九州空港跡地に曽根臨海公園（公園愛称名　曽根東臨海スポーツ公
園）の一部が利用開始になりました。ソフトボール場が４面とれる大きさが
あり、グラウンドゴルフやサッカーにも使用できます。グラウンドと管理棟、
駐車場（122台）の一部の利用が始まりました。グラウンドの周りには緑が
配され、ビオトープや海岸へ下りられる階段なども作られます。（令和5年
春）スポーツをされる方にもされない方にも広く愛される公園になります
よう、期待しております。

森ゆみ子通信

【好きな食べ物】イチゴのショートケーキ・チョコレート
【好きな動物】猫・うさぎ
【趣味】茶道（表）・コーラス

神奈川県平塚市生まれ（昭和41年10月4日）
玉川大学文学部芸術学科美術専攻卒業（平成元年3月）
株式会社文化財保存計画協会入社（平成元年5月～）
ホーチキ株式会社派遣勤務（平成3年8月～）
結婚（平成6年6月）
森とアメリカピッツバーグ市へ（平成7年5月～11月）
北九州市議会議員森浩明事務所勤務（平成9年2月～）
夫、森浩明 他界（令和元年10月15日）
北九州市議会議員１期目（令和3年2月）
市議会での会派はハートフル北九州
市議会での委員会は保健福祉委員会

(その他､市政相談､調査などを日常的に行っています)

北九州市議会議員選挙　告示

北九州市議会議員選挙　投開票日

当選証書　授与式

初登庁（任期の始まり）

新人議員説明会

市議会/各局勉強会

市議会/本会議　開会

市議会/本会議　新人議員研修会

市議会/本会議　代表質疑・小倉南区議員協議会

市議会/本会議　代表質疑

国際女性デーイベント

市議会/本会議　一般質疑

市議会/常任委員会（保健福祉委員会）

吉田通正氏を送る会

市議会/常任委員会・予算特別委員会

市議会/予算特別委員会

市議会/予算特別委員会

市議会/常任委員会

市議会/予算特別委員会

県知事選挙告示日（服部誠太郎氏出陣式）

市議会/本会議　閉会

曽根臨海公園　視察
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昔から酒屋さんなどが注文を聞いて回っていた『御用聞
き』のように、皆様の日常のお困りごとやご意見など、伺っ
て参りたいと思っております。ホームページ・Facebook・
お電話などで、お気軽にご相談ください。
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ホームページ Facebook 電話する

moriyumiko.jp

www.facebook.com/
morihiroakioffice/
093ｰ964ｰ6069（森ゆみ子事務所）


