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わかりやすく、平等な
行政サービスを目指して
新型コロナワクチン接種予約に際しましては、皆様にご心

配、ご迷惑をお掛けいたしまして本当に申し訳ありませんでし
た。初めての事を円滑に行うことの難しさと同時に、わかりや
すく皆様に平等な行政サービスを提供することの重要性を強く
感じました。
これからはインターネットを使った行政サービスが増えてく
ると思われますが、普段インターネットを使われない方にも同
じ情報を同じように受け取って頂けるよう、様々に工夫をして
いかなくてはなりません。皆様からもご意見を頂きましたら、幸
いです。これからも皆様のお声を行政に届け、また、行政の施
策について皆様にお伝えできるよう、力を尽くして参ります。

森ゆみ子ニュースレター
Yumiko Mori Newsletter

北九州市議会議員北九州市議会議員▲北橋健治北九州市長へのインタビューは
　３ページに掲載しています。



本会議報告
6月議会（6/8～6/16）

６月定例会で質問に立ちました。本会議報告

患者が社会との繋がりを保ちながら療養生活を送るため
の支援が不可欠であり、アピアランスケアの重要性は増
していると認識している。患者等の心理的・経済的負担
を軽減させるとともに、生活の質の向上を図るためにも、
今後こうした県の補助を活用し、今年度中できるだけ早
期に開始できるように、準備を進める。

１点目の外壁崩落については、原因はタイルを接着する
モルタルの経年劣化だった。応急点検・措置とともに施
設点検を実施し、安全を確認している。今後も定期的に
点検を実施し、劣化個所の早期発見による修繕に努め
てまいる。
２点目の今後の市立医療センターの検討の考え方だが、
老朽化対策への検討は今後、必要になると考えている
が、現時点では新型コロナウイルスへの対応を最優先
に進める事が必要と考えられ、終息が見えてきた時に改
めて協議をしていきたいと考えている。

令和３年４月２日、市立医療セン
ター本館外壁タイルの崩落が発
見され、市立医療センター本館
建物の古さを露呈してしまった。
１点目に、事故の危険性及び安
全対策についての見解を伺う。
２点目に、これからどのような医
療をどのくらい提供していくの
か、市立医療センターに更なる
支援を賜りたいと考えるが見解
を伺う。

治療に伴う外見の変化に対して、その人らしくいられる
ように外見と共に周りの環境や患者本人の気持ちを整え
るサポートをアピアランスケアと言い、福岡県は医療用
ウイッグで上限20,000円、補正具等で上限10,000円の助
成をしている。この事業の実施主体は市町村なので本市
でもアピアランスケア事業に取り組んで頂きたい。

現在「長期欠席対策モデル校」に指定した中学校にお
いて、ICTを活用したオンライン授業等の実践を積み重
ねており、今後はそのノウハウを各学校に周知する予定
としている。一人ひとり
の現状を適切に把握し
て、多様な学びの機会
を提供できるよう、努め
てまいる。

学校に来ることが出来ない、家から出ることが出来ない
子供たちが学びの選択の機会を得るために、中学校に
おける不登校生徒に対するオンライン授業の整備を早
急に求めるが見解を伺う。
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3 4 アピアランスケア推進事業について

北九州市では平成２１年度より自殺対策計画に基づ
いて、自死遺族の会を開催している。自死以外の遺
族には、亡くなる原因が様々であることなどから、本
市を中心に活動する関係団体等の情報収集に努め、
団体活動への協力や支援をしていき、市としてもグ
リーフケアの充実に努力をしてまいる。

自殺の原因は様々であるが、その中でもグリーフケア
（悲しみのケア）に着目をして頂いて、全般的なグリー
フケアをして頂きたい。私も夫と死別をして感じた悲し
みは、同じ境遇の方々と集い共感を得て、安心感を得ら
れるようにする事が重要と考え、本格的に事業として実
施して頂きたい。

2 自殺対策としてのグリーフケアについて

答弁

市立医療センターの外壁の崩落について

不登校生徒に対するオンライン授業について

答弁

答弁

答弁

１年の中で定例議会は４回行われます。２月（３月）議会は予算につ
いて、９月議会は決算について、６月と１２月は行政全般の議案が審議
されます。６月定例議会は１０日間ほどの日程でしたが、２回目の質問
に立ちました。

質疑内容と答弁



ゆみ子の視点

　　　新型コロナウイルス感染症が発生し、大変な
国難にあっているところですが、その中で本市の良い
所、また改善が必要なところがございましたら、お聞
かせください。

　　　良い所で言いますと、最近若い人に人気の高い
IT関係の企業が４0～５０社くらい進出しているんです。
若い方にチャンスが増えていることが一つですね。も
う一つ。ご主人と一緒に頑張ってきた北九州空港の滑
走路の延伸が、ようやく国から調査費が付きました。こ
れが完成しますと、アメリカやヨーロッパに直行便が飛
び、大きな貨物便が利用可能になります。貨物の拠点
化は大きな雇用を生み出します。また、洋上風力発電
の拠点化も最良のプロジェクトの一つです。この２つの
ビッグプロジェクトが始まっていると言う事は明るい材
料ですね。それともう一つ。治安もずいぶん良くなり
都市のイメージが良くなっている事も大事ですね。
次に課題であります。人口減という問題があります。
何パーセントずつ人口が減っているか見ると1,700あ
る自治体の中で1,100番目くらいなのですが、母数が
大きい大都市なので、数は多くなってしまいますね。
人口減には２つの要素があって、生まれてくる人と、亡
くなる方の差がマイナス4,000人位になります。これ
は自然動態といいます。また。転入、転出を社会動態
といいます。IT関連企業の進出により、若い方の就職
のチャンスも増えて、社会動態は減ってきています。

　　　このコロナがどのくらい続くのかはまだわかり
ませんが、コロナが終息した後、北九州をどのような
街にしていきたいですか？

　　　ワクチン接種により集団免疫を獲得して、年内
にはかなり落ち着くと思います。ポストコロナにそな
えて、ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション／IT技
術を浸透させることで、生活をよりよい方向へ変革さ
せるという概念）の重要性というのは動かないと思い
ます。市民に分かり易くDXの中で、役所に行かなくて
も確実に行政サービスが受けられるように配慮する
ことが自治体にとっての目標となります。

　　　今回のワクチンの予約を取るときも混乱をし
てしまいましたね。

　　　今回の混乱は大変申し訳なかったと思ってお
ります。そこでもともとは防災情報用に契約をしてい
た、ＫＢＣテレビのdボタンを利用して、コロナの情報
を１日３回更新しています。また、身近な市民センター
に行けば情報を得られたり、教えてもらえたりもっと
活用ができるよう教訓にしたいと思います。利便性の
格差が生まれてしまったと言う事を重く受け止めて
進めていきたいと思っております。

　　　そうですね。市民センターには今以上に、コミ
ュニティ維持なども含めて担って頂きたいと思ってお
ります。最後に大変恐縮ですが、新人の私に叱咤激励
というより叱咤を、メッセージを頂けますでしょうか。

　　　世界的に見て日本社会の大きな問題は、女性
がなかなか羽ばたけない社会であり、ジェンダーの平
等というのは北九州市にとっても重要な課題だと思
っています。そこで女性議員が主張する事はインパク
トがありますので、改善すべきところはどんどん発信
して頂いて、こちらもそれを重く受け止め努力をして
いきたい。これが一つ。それと社会全体直面している
様々な問題を乗り越えて、よい社会、住みよい社会に
なるよう、行政に叱咤激励をして頂きたい

　　　ありがとうございます。若い女性にもぜひ政治
に参画をして頂きたいと思いながら活動をして参り
たいと思っております。

　　　若い方も含めて良き相談相手になって頂い
て、そこで思われたことはどんどん私に直言して頂き
たいと思います。ご活躍を期待しております。

６月と１２月議会報告の時は、北九州の未来について、
様々な方にご意見を伺って参りたいと思います。
最初は北橋健治北九州市長です。
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北橋  健治市長 プロフィール

1953年3月19日生（68歳）　家族は妻と長男・二男
東京大学法学部卒業　衆議院議員6期・市長4期

1986年3月  東京から家族、本籍ともに北九州市に移る
1986年7月  33歳で衆議院初当選  当選6回を数える
2007年2月  無所属で市長選に初当選  現在4期目

北橋 健治
北九州市長

氏
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●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。　

田川快速小倉線について

令和３年度は、建物の老朽化にともなう、北九州市立食肉センターの調
査の予算が組まれていましたので、どれ位古いのか、現状どんな問題が
あるのか視察をしてきました。
屠畜をするところは、やはり少し怖くてしっかり見る事が出来ませんで

したが、施設の古さは良く分かりました。現在の衛生基準でいくと北九州
の食肉センターで屠畜したホルモンは流通ができないので、衛生面が整
った施設で、ホルモンも流通できるような施設にする必要を感じました。
しばらくお肉は食べられないかなと思っていましたが、命を頂いている
のだから感謝して頂くべきだと考えて、お肉も美味しくありがたく頂いて
おります。

食肉センターを視察しました。

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)

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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■
■
■
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令和３年９月３０日、西鉄バス筑豊は西
鉄後藤寺営業所から中谷までのバス路
線を廃止することになりました。１０月１
日からは西鉄バス北九州が、北九州市が
今年度創設した車両の小型化による路
線維持の補助金制度を活用して、頂吉越
から中谷まで（一部は志井車庫を経由し
て徳力まで）の路線を新設することにな
りました。１日６往復１２便の予定です。ぜ
ひぜひお買い物に、通院等にご活用頂き
ますようお願い申し上げます。

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）
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福岡県知事選挙　応援集会（福岡市）
市議会　団会議
北九州市立食肉センター　視察
県知事選選挙応援集会（北九州市）
福岡県知事選挙　　投開票日
新型コロナウイルス接種会場　視察
守恒本町町内会総会
市議会　常任委員会（保健福祉委員会）
市議会　団会議
北九州市立総合福祉センターアシスト視察
WAKAZONOパレード視察
学童保育連絡協議会　意見交換会
太刀浦コンテナターミナル　視察
福岡女性議員ネットワーク総会
市議会　常任委員会（保健福祉委員会）
民生委員審査専門分科会
市議会　団会議
市議会　本会議　開会
市議会　本会議　一般質問
市議会　本会議　一般質問
市議会　本会議　一般質問（私は１１時～）
市議会　本会議　常任委員会（保健福祉委員会）
市議会　本会議　常任委員会（保健福祉委員会）
市議会　閉会
市議会　団会議
ひびきコンテナターミナル視察

▲田川快速小倉線（後藤寺～中谷）路線図


