
平成29年崖決算特別委員伐；

◇福岡市観光振興条例と宿泊税について(9月議会.質問）
◇文化の秋到来！第7回「平尾まちゼミ」始まる（商店街活
◇着々と進んでいます！山荘通り歩道拡幅事業（地域活動）

福岡市議会議員

これまでの本市の取組み実績を徹底評価．＇ 平成29年度決算特別委員会

議芸活動今後の福岡市政の進むべき方向性を提案しました！！

◆成果指標で見る「福岡市の実力と実態」◆
～福岡市は本当に「元気」な都市か？～

最近、 「日本の中で元気がある都市」として紹介されることが多くなっ
た福岡市ですが、果たしてそのイメージ通りに市政は良くなっている
のか？今回、このような問題意識を持って総会質疑に臨んだのですが、
そこで参考にしたのが『平成29年度·福岡市基本計画に係る実施状
況の報告書』です。この報告書には、あらかじめ設定された成果指標
をもとに 「目標に対してどれだけの成果が出たか」ということがまとめら
れています。 この報告書を分析した上で分かったのは、

①そもそも指標に対する評価基準が甘い。

②「生活の質の向上」につながる指標の結果が芳しくない。

③「産業・就労」関連の指標について、計画当初の数値を

下回っている。

という事実です。
とりわけ産業 ・ 就労分野については、本市は2012年にスタートアッ

プ都市を宣言、2014年にグローバル創業 ・ 屈用創出特区に指定さ
れて以来、創業 ・ 雇用の拡大に取り組み、それを実現してきたというイ
メージがありますが、成果指標を見る限りでは、それが結果として数
字に表れていない（むしろ悪化している）という点を明らかにしました。
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▲産業·就労分野の成果指標は軒並み悪化。評価も最低ランクの「C評価」！

◆目に見える「数値デー タ」に向き合うべき◆
～イメージや雰囲気で政策は語れない！～

左ドに示した表のとおり、 「情報通信業の従業者数」、 「進出した企
業による雇用者数」、 「食関連産業の従事者数」、 「クリエイティブ関
述産業事業所数」については、計画がスタートした年の水準すら回復
していませんし、指標の数値も伸びていません。

また、 「 一人ひとりの人権が帷里されていると感じる市民の割合」、
「身近なスポーツ環境に対する満足度」、 「学校の教育活動に対する
満足度」、 「地域活動への参加率」、 「公民館の利用率」、 「 身近な緑
への満足度」の6つの指標については、計画がスタートした時点よりも

▲総会質疑の様子(2018年10月 5日）

数値がF回っているにもかかわら
ず 「B評価（＝指標が改善、または
現状維持）」という甘い評価をし
ている点も明らかにしました。

このように、生データで「数値が
伸びていない」という事実につい
ては、真摯に向き合い、改善に向
けた施策を講じるぺきである点
を強く指摘しました。

◆スタ ー トアップは本市経済発展の生命線◆
～創業支援施策の抜本的な再評価を！～

総会質疑では、今後の福岡市政の方向性についても議論が及びま
した。その一つが、本市が最も力を人れているスタートアップ（創業支
援）施策について。この分野を伸ばすことについては、私も間違ってい
るとは思いません。しかし、大きな問題は、その施策効果について確
認できる指標や数字が一つもないという点です。成果が確認できな
いということは、施策内容が効果を上げているのか、正しい施策になっ
ているのかが分からないということだからです。

創業支援分野については、具体的な雇用の創出や経済活性化に
与えた影響税収への影響等、その効果が目に見えるような指標を
設定し、これまでの施策の在り方を抜本的に再評価する必要がある
という点を強く指摘しました。

観光政策の更なる拡允に向けて．＇

福岡市観光振興条例案について質問しました．＇

9月定例議会・議案質疑（議員提案条例）

◆観光振興は福岡市の発展に不可欠！ ◆
9月68 (木）、福岡市議会定例会(9月議会）初8の議案質疑にお

いて、田中しんすけは議会へ提出された議案のうち、議員提案された
『福岡市観光振興条例案』に対する質疑を行ないました。

この条例案のポイントは、「観光施策に関する財源を確保するために、
福岡市のホテル ・ 旅館に宿泊する客から微収する宿泊税の創設を
盛り込んでいる」という点です。観光施策 ll!l!llaMIIIIUll,.,..l ... m" ,___. 

は、もっぱら市費単独による財源に頼らざ
るを得ない状況。全国的にも多くのビジネ
スパーソンや観光客を受け人れている福
岡市としては、受け入れ環境幣備はもち
ろん、民泊対策など市民の快適な暮らし
を担保するための施策にもしっかり取り組
んでいかなければなりません。 ▲議会質闘の樺子(2018年9月 6 日）

◆宿泊税を新設し更なる観光施策の充実を！ ◆
この観光振興条例が9月議会で成立したことを受けて、福岡市も10

月3日（水）に「宿泊税導入に向けた有識者会議」を設置。第1回Hの
会合では、外国人入国者が急増する福岡市の観光を巡る現状や、他
都市の宿泊税の導入事例などが報告されました。今後、数回の会合
を開いて税額や課税対象など具体的な制度設計が進められることに

なります。
新税の導人にあたっては、この有識

者会議の議論と並行して、市議会の
側もしっかりと制度に関する具体的な
提案をしていかなければなりません。
田中しんすけもみなさんの声を集め
て、議会の場で発言していきたいと思
います。

『得する街のゼミナール』に今年も参肌．＇

第7回平尾まちゼミに講座を提供しています．＇

平尾商丁連合会

◆市民にお得なイベント、それが「まちゼミ」です！◆
「得する街のゼミナール（通称：まちゼミ）」とは、お店を経営する店主

が講師役となり、プロならではの知識や技術を受講生（お客さん）にお
伝えする 「少人数ゼミナール」形式で行われるイベントです。2018年
度は10月228(月）,..__,11月168(金）のおよそlヶ月間、平尾商工連
合会の加盟店のうち17店舗が26

講座を準備して、みなさんのご参
加をお待ちしております。
「普段気になっているけど、なかな
かお店に入る機会が無かった！」
「この分野にとても興味がある！」
そんなみなさん、今年で7回目を
迎える平尾まちゼミに是非とも
ご参加ください！

▲前回のまちゼミの様子（田中しんすけ市政相談所）

平尾のまちづくり

着々と進んでいます．＇

山荘通り歩道拡幅事業．＇

現在、平尾地域のメインストリートである県道桧原比恵線（通称：山
荘通り）の歩道拡幅に向けた::r::事が進んでいます。

先89月25日にも、福岡市の道路整備および商店街支援を担当す
る部局と第3回目の紘見交換会を開催。会議の中では、歩道と自転車
道の分離や、ペンチ ・ 商店街バナー等の設置を見据えた道路幅員の
確保、賑わいづくりに必要な補助メニューなどについて、前向きな話し
合いが進みました。

このように、山荘通りの歩道拡
幅に向けての工事は着実に進ん
でおります。 田中しんすけは、
引き続き地域の声を集めて 「賑
わいある山荘通り」実現のために
取り組んでいきます。

▲山荘通りの未来予想図。地域の声で賜わいある通りに！

◆田中事務所も「まちゼミ」に参加しています！◆

今回の平尾まちゼミにも、田中しんすけ事務所も講座を提供していま
す。もはや恒例となりましたが、『地方 議会の「しくみ」と「役割」』 ・ 『プレ
ゼンテーション基礎講座』の2種類の講座（合計8コマ）を準備しておりま
す。みなさんの受講を心よりお待ちしています！

口
10 26(金） 13:00 -14:00 
11/1 c木） 19:00 -20:00 
11/3 c土） 11:00 -12:00 
11/11(日） 13:00 -14:00 

「地方議会って何で必要なの？」「政治家って
普段何してるの？」そんなみなさんの素朴な
疑問に対して、 現役の福岡市議会議員が分
かりやすく情熱的に解説します！

口
10 24(水） 19:00 -20:00 
10/30(火） 13:00 -14:00 
11/4 <日） 11:00 -12:00 
11/10(土） 11:00 -12:00 

ピジネスのみならず様々な場面で求められる
「プレゼンテーション」。これまで多くのプレゼ
ンを経験してきた元外資系コンサルタントによ
るプレゼン基礎講座です。
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岬しんすけ市政柑談所
〒810-0014 福岡市中央区平尾2-3-21 2F 
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