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井上博隆 事務所

個人情報保護法が施行され、個人情報の管理が厳しく制限されるようになりました。その結果、事務所として冠婚葬祭における祝電、弔電などが
把握できず、大変失礼をいたしております。友人、知人、親族等の冠婚葬祭等がございましたら、ぜひ、御一報くださいますようお願いいたします。

福岡県議会議員
民主党・県政クラブ県議団 い の 　 　う え 　  ひ ろ    た か

ご一報お願いします。

１９７８年 大野城市上大利生まれ
１９８４年 のぞみ愛児園卒園
１９９０年 大野城市立大利小学校卒業
１９９３年 大野城市立大利中学校卒業

１９９６年 西南学院高等学校卒業
２００２年 学習院大学法学部政治学科卒業
２００３年 大野城市議会議員
２０１１年 福岡県議会議員（民主党・県政クラブ県議団）

２０１１～２０１３ 警察常任委員会／
　                   空港対策調査特別委員会
２０１３～ 総務企画地域振興常任委員会／
　          景気雇用対策調査特別委員会
2014～ 総務企画地域振興常任委員会（副委員長）
             議会運営委員会
             生涯健康安心社会調査特別委員会

・民主党福岡県第５総支部  幹事長/大野城支部長　
・元大野城市議会議員　   ・大野城市商工会青年部　
・大野城市消防団　         ・福岡地区防衛協会青年会
・大野城ライオンズクラブ　・（社）つくし青年会議所　
・大野リトルファイターズ代表　など

役職・活動歴井上  博隆（いのうえ ひろたか） プロフィール 県議会活動

ご挨拶

9月定例議会報告

福岡県議会議員(大野城市選挙区)
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井上ひろたか井上ひろたか
暑かった夏も終わり、秋の香りが日増しに強くなってまいりました。スポー

ツの秋、芸術の秋、食欲の秋と言われるように大野城市でも毎週のように

様々なイベントが開催され、賑わいを見せています。ところで、イギリスで

開催されたラグビーW杯イングランド大会では、日本代表の活躍が非常に

注目され、私も多くの勇気と感動をいただきました。４年後の2019年には

そのラグビーW杯が日本で開催されます。試合開催が決定している福岡県

も、強豪国のキャンプや観光客の誘致を目指し、各種の広報活動や受け入れ

体制の整備に向けた取り組みを強く進めているところです。今回の日本代表チームにも福岡県出身や

福岡にゆかりのある選手がたくさんいたように、大野城市を含む筑紫地区も非常にラグビーが盛んな

地域でもあります。地域みんなでラグビーを支え、夢や希望、そして感動を共有することができたら本

当に素晴らしいことだと思います。

さて、福岡県議会では9月18日から10月9日までの日程で9月定例議会が開催されましたのでここにご

報告いたします。

本定例会に上程された議案は20件で、その内訳は予算議案1件、条例議案7件、工事請負契約の締結に関

する議案3件、経費負担に関する議案6件、基本計画の策定に関する議案1件、人事に関する議案2件で

す。その主なものを以下に記します。
　●「福岡県中小企業振興条例」の制定・・・本県の中小企業の振興を総合的かつ計画的に推進するため、そ

　の基本理念を定め、県の責務等を明らかにするとともに、施策の基本となる事項を定めるもの。
　●「福岡県個人情報保護条例の一部を改正する条例」・・・「行政手続きにおける特定の個人を識別するた

　めの番号の利用等に関する法律（マイナンバー制度）」の制定等に伴い、特定個人情報の適正な取り扱

　いの確保及び開示等に必要な措置を講じるほか、所用の規定の整備を行うもの。
　●福岡県副知事の選任及び福岡県教育委員会委員の任命について県議会の同意を求めるもの　等

本県の乳幼児医療費支給制度は、これまで「3才未満」「3才以上
就学前」を対象に実施されてきました。
しかし、少子化の進行が加速するなか県下の市町村は、競うよ
うに乳幼児医療費の助成拡大に取り組み、その結果、同一地域
の自治体でも著しく助成内容が違う現実がありました。
最大の原因は国が乳幼児医療費の助成制度を作っていないこ
とですが、県民が最も身近な政策のひとつとして感じている、
この助成制度が県下で大きな格差があることは「少子化対策」
としても問題であることからその解消に向け、2016年10月か
ら「通院・入院」共、小学生まで拡大して実施されることになり
ました。これにより、県内の乳幼児医療費助成の格差はかなり
改善されることになります。
対象を小学生まで引き上げることに伴い、制度名が「乳幼児医
療費支給制度」から「子ども医療費支給制度」に改称されます。

乳幼児医療費助成 通院・入院とも小 6まで

◆秋田県立男鹿海洋高校　なまはげ太鼓部

（2016年 10月から全県で実施へ）

視察報告

［現行制度］

［改正案］

※赤字の部分が今回の見直しに係る部分

自己負担

入院

3歳未満

3歳以上
就学前

500円/日
（月7日上限）

児童手当
準拠

なし

600円/日

通院
所得制限

自己負担

入院

3歳未満

3歳以上
就学前

500円/日
（月7日上限）

児童手当
準拠

なし

800円/日

小学生
（対象年齢拡大）

500円/日
（月7日上限）

児童手当
準拠1,200円/日

通院
所得制限

◆九州各県議会親善野球大会◆インドネシア視察・ASEAN本部

◆総務企画地域振興常任委員会視察
　・福岡ソフトバンクホークスファーム本拠地球場予定地

◆総務企画地域振興常任委員会視察
　・みやまHEMSプロジェクト

◆総務企画地域振興常任委員会視察
　・西鉄柳川駅

◆総務企画地域振興常任委員会視察
　・三池港閘門

11月23日 （月・祝）  11：00～12：00

11月24日 （火）      19：00～20：00

◆上大利（ひろたか事務所）

◆月の浦公民館
11月16日 （月） 　  19：00～20：00

11月17日 （火）      19：00～20：00

◆中公民館

◆上筒井公民館

県政報告座談会のお知らせ ※ご予約は不要です。どなたでもご自由に参加頂けますので
　お気軽にお越し下さい。　



代表質問から

全国学力テストと学力向上対策について

本定例会における我が会派の代表質問は久留米市選出の中村誠治議員が行いました。私の所属する民
主党・県政クラブ県議団では毎議会ごとに所属議員全員で構成する政策審議会を開催し、全員で協議
の上作り上げていきます。その回数は一議会につき約10回を数えます。みんなで作り上げる代表質問
は会派の財産であり、各議員の資質向上のためにも非常に有意義なものとなっています。また、会派で
行った視察の成果につきましても必ず代表質問に盛り込み、反映させる事としています。

福岡県中小企業振興条例可決
福岡県で事業を営む会社は約14万2,800社あります。そのうち99,8％にあたる約14万2,500社は中
小企業です。さらに、その85,2％にあたる12万1,400社が小規模企業となっています。雇用において
も、県内総従業員数約167万4,550人のうち、中小企業で働く従業員数は125万8,300人と約75％を
占めています。
この事から、本県経済の健全な発展及び県民生活の向上を図る上で中小企業の果たすべき役割は非常
に重大となっています。本条例では中小企業の振興について基本理念を定め、県の責務等を明らかに
するとともに、中小企業の振興に関する施作の基本となる事項を定めています。
条例に関しては、アンケート調査、ヒアリング調査によって把握した県内中小企業の課題やニーズを
踏まえ、企業の創業段階から、経営基盤の強化、さらには新たな事業展開といった、それぞれの中小企
業の成長段階に応じた施作を効果的に講じる事としています。また、条例の実効性を確保するため、概
ね３年を期間とする期本計画を策定し、毎年、県内中小企業の動向や施作の実施状況を検証し、これを
公表することにしています。
条例の制定にあたり、わが会派は代表質問において①県内中小企業の課題について②とりわけ小規模
企業の振興策について③商店街の活性化について、知事の考えを質しました。

今回の全国学力テストの県全体の平均正答は、
すべての教科区分で昨年に続き全国平均を下回
わっています。我が会派は、この間、本県の学習
力、学力向上のためには、子どもたち自身が自主
的かつ主体的に学習し、学ぶ力をつけることが
必要だとの思いから、「学びの共同体という学習
方式に着目し、先進地視察を踏まえ、教育施策を
提案してきました。その上で9月上旬には、「全国
学力テスト」で7年連続でトップクラスの秋田県
を視察し、秋田市教育委員会とも意見交換を行
い、秋田の学力の高さの秘密とはどこにあるの
か、様々な角度から調査を行いました。
「県費負担による少人数学級の実現と正規教員
の増員を」
秋田県では、2001年度から国の「第七次改善計
画」を活用し、段階的に少人数学級の拡大を図
り、今年度は、小学1年から小学5年、中学1年か
ら中学3年まで、30人以下学級となっており、約
7億5,000万円の県費を上乗せして少人数学級
を拡大し、学力の底上げを図っています。
しかし、福岡県は少人数学級を進めるための県
費の上乗せはなく、少人数学級の推進は市町村
まかせとなっているのが実情であり、ここが福
岡県と秋田県との大きな違いとなっています。
また、秋田県は、児童生徒にとって過度な負担に
ならないよう、各学年とも学力テストは全国学
力テストと独自テストの年間2回に限定してお
り、しかも、テストの結果については、市町村別、

学校別の成績公
表は行っていま
せん。テスト結
果はあくまでそ
の学校の課題を
明らかにし、対
策を講じるため

の参考資料にと
どめ、それぞれ
の学校における
課題を克服する
ため、担任、教務
主任、学年主任、
県教育委員会の
指導主事が相互
に連携しあっています。さらに、公立小中学校の
教員定数に占める正規教員の割合は、昨年度、全
国平均が93.1％で本県は87.6％と全国平均を
下回り、沖縄県に次いでワースト2位となってい
ます。一方、正規教員の割合は秋田県で93.7％、
福井県で98％など、学力テスト上位県では全国
平均を上回っています。
この視察に基づき代表質問では
①今回のテスト結果の本県の目標に対する到達
　度の認識について
②学力向上推進強化市町村の学校における成績
　などの変化について
③少人数学級への取組みの違いと学力の違い及
　び少人数学級の取組みの拡大について
④放課後児童クラブの家庭学習への活用について
⑤秋田県に比べて過重な本県の学力テストの改
　善について
⑥教員定数に占める正規教員の割合について知
　事及び教育長に質しました。
その結果「・学力向上推進市町村の成績は成果が
出ている・放課後児童クラブの家庭学習への活
用は、教委が今年度から始める『学び道場』に参
加しやすいよう工夫できるようにする・正規教
員の確保は今後、段階的に採用数の増加を図る」
との答弁があったものの、少人数学級推進のた
めの県費の支出についてはゼロ回答で、極めて
不満の残る結果でした。

「放課後児童クラブの有効活用を」
子どもの学習習慣の習得は、学力向上と密接な
関係にあることから、秋田県では長年、生活綴り
方教室に取り組むなど、家庭から学力向上を図
る取り組みが進められた経緯があり、これが家
庭学習の基本になっています。
本県には、保護者の就労や介護などの理由で、放
課後に家庭学習や家庭生活が困難な子どものた
めに、「放課後児童クラブ」が1,248ヶ所設置し
てあります。しかしそこは、あくまでも「保育を
提供する場」であり、「勉強を教える場」ではない
とされ、宿題などの自主学習の場のみが提供さ
れています。

そこで、我が会
派はこの「放課
後児童クラブ」
を有効活用する
ことで、不足し
ている家庭学習
を最も広く補完

できるのでは
ないかと考え
ます。
一方で、県教育
委員会は、今年
度から放課後
学習活動支援
として、新規に

「学び道場」を実施するとしていますが、この道
場は、わずか県内12市町村が指定されただけ
で、しかもその市町村の全ての小中学校で実施
されているというわけではありません。
やはり、我が会派は、縦割行政の弊害を取り除
き、全県下に1,248ヶ所ある「放課後児童クラ
ブ」に、放課後学習・家庭学習などの機能を付与
することで、子どもたちの生活習慣の定着と同
時に学習習慣の習得を図るべきと考えます。
そして、その実現こそが、本県の地域間学力格差
の是正ならびに学力向上に資すると考えますの
で、今後も全力で取り組みます。

平成27年度全国学力・学習状況調査の結果における福岡県と全国の比較

※小学校・中学校の全ての教科区分で、全国平均正答率を下回っている。

小学校

国語A

69.8

70.0

-0.2

65.1

65.4

-0.3

74.7

75.2

-0.5

44.2

45.0

-0.8

59.5

60.8

-1.3

74.6

75.8

-1.2

64.5

65.8

-1.3

62.2

64.4

-2.2

39.8

41.6

-1.8

51.3

53.0

-1.7

国語 B 算数 A 算数 B 理　科国語 A 国語 B 数学 A 数学 B 理　科

福岡県
（公立）平均正答率（％）

平均正答率（％）

平均正答率の全国との差

全　国
（公立）

中学校

福岡県内における地区別の状況（平均正答率）

※大野城市は福岡地区であり、おおむね全国平均を上回っています。

福岡
北九州
北筑後
南筑後
筑豊
京築
政令市

小学校

国語A
69.8 65.1 74.7 44.2 59.5 74.6 64.5 62.2 39.8 51.3

70.0 65.4 75.2 45.0 60.8 75.8 65.8 64.4 41.6 53.0

71.6 68.7 76.5 45.8 61.1 75.9 66.2 63.9 42.3 52.6
69.2 62.6 73.1 42.1 56.5 74.1 63.6 61.1 36.9 49.6
69.0 64.6 73.4 43.3 58.8 72.5 62.6 59.7 37.1 49.3
71.3 67.5 74.7 44.5 60.7 73.2 63.2 60.8 37.7 49.5
67.5 61.1 72.6 41.6 55.4 69.5 58.8 55.0 32.5 43.6
69.9 63.5 74.9 43.7 58.2 71.5 61.0 59.1 35.4 48.3
69.2 64.1 74.5 44.2 59.7 75.5 65.3 63.3 41.0 52.5

国語 B 算数 A 算数 B 理　科 国語 A 国語 B 数学 A 数学 B 理　科
福岡県

全　国

県
内
各
地

中学校

◆秋田県教育会館

◆秋田県立男鹿海洋高校

◆秋田市教育委員会

◆秋田県立国際教養大学

福岡県議会ホームページ　http://www.gikai.pref.fukuoka.lg.jp/
携帯向けサイト　　　　　http://www.gikai.pref.fukuoka.lg.jp/m/詳しい質問の内容は福岡県議会ホームページをご覧下さい。
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