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県議会が提出する「意見書」について
地方自治法において、普通地方公共団体の議会は、その地方公共団体の公益に関する事件について意見書（議会としての意思や
見解などを意見としてまとめた書面）を国会または関係行政庁に提出することができるとされています。
福岡県議会では、平成27年度以降、以下のとおり意見書を提出しました（意見書の詳細は県議会ホームページでご覧になれます）
。
意見書には法的拘束力はありませんが、県民の代表である議会の総意として尊重されます。
本県議会が提出した意見書の多くが、関係行政庁においてその要望事項の全部または一部が趣旨にあった措置がなされたか、あ
るいは措置される見込みがあるなど、何らかのかたちで実を結んでいます。
意見書

可決年月日

主な提出先

環太平洋パートナーシップ（ＴＰＰ）協定に関する意見書

平成 27. ５.15 衆参議長、内閣総理大臣、農水大臣、経産大臣ほか

認知症への取組の充実強化に関する意見書

平成 27. ７.14 内閣総理大臣、厚労大臣

畜産の収益力を強化するための畜産クラスター関連事業の継続・拡充を求める意見書

平成 27. ７.14 衆参議長、内閣総理大臣、財務大臣、農水大臣ほか

私学助成の拡充に関する意見書

平成 27. ７.14 内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、文部科学大臣

公共事業予算の確保と補正予算の編成を求める意見書

平成 27.10. ９ 衆参議長、内閣総理大臣、財務大臣、国交大臣ほか

高等学校における日本史必修化を求める意見書

平成 27.10. ９ 内閣総理大臣、文部科学大臣

教育現場の実態に即した教職員配置の充実を求める意見書

平成 27.10. ９ 内閣総理大臣、総務大臣、文科大臣ほか

難病対策の充実に関する意見書

平成 27.10. ９ 衆参議長、内閣総理大臣、財務大臣、厚労大臣ほか

外国人観光客のさらなる受入環境の整備を求める意見書

平成 27.10. ９ 衆参議長、内閣総理大臣、外務大臣、国交大臣ほか

環太平洋パートナーシップ（ＴＰＰ）協定締結に関する意見書

平成 27.12. １ 衆参議長、内閣総理大臣、農水大臣、経産大臣ほか

保育士確保対策の充実を求める意見書

平成 27.12.18 衆参議長、内閣総理大臣、財務大臣、厚労大臣ほか

性暴力被害者支援の拡充と性犯罪の厳罰化を求める意見書

平成 27.12.18 内閣総理大臣、法務大臣、内閣官房長官

地方大学の機能強化を求める意見書

平成 27.12.18 内閣総理大臣、総務大臣、文科大臣ほか

高齢者の消費者被害を防止・救済する実効的な法制度の実現を求める意見書

平成 27.12.18 衆参議長、内閣総理大臣、経産大臣、消費者庁長官ほか

国民が安心して受けることができる「医療提供体制の整備」に係る税制面の改革を求める意見書

平成 27.12.18 衆参議長、厚労大臣、社保・税一体改革担当大臣ほか

海岸松林の松くい虫被害対策に関する意見書

平成 28. ３.23 衆参議長、内閣総理大臣、農水大臣、国交大臣ほか

二級建築士試験における都道府県独自の認定制度合格者の優遇措置を求める意見書

平成 28. ３.23 衆参議長、内閣総理大臣、文科大臣、国交大臣ほか

「民泊」の利用に関する適切な規制と緩和措置の早急な提示を求める意見書

平成 28. ３.23 内閣総理大臣、厚労大臣、観光庁長官ほか

軽減税率の円滑な導入に向けた事業者支援の強化などを求める意見書

平成 28. ３.23 内閣総理大臣、財務大臣、経産大臣ほか

精神障害者への旅客運賃割引制度適用を求める意見書

平成 28. ３.23 内閣総理大臣、厚労大臣、国交大臣ほか

貸切バスの安全確保の徹底を求める意見書

平成 28. ６.21 衆参議長、内閣総理大臣、国土交通大臣、内閣官房長官

保育士並びに介護人材の処遇改善を求める意見書

平成 28. ６.21 衆参議長、内閣総理大臣、厚労大臣、一億総活躍大臣ほか

食品ロス削減に向けての取組を進める意見書

平成 28. ６.21 内閣総理大臣、環境大臣、内閣府特命大臣ほか

ストーカー行為等の規制等に関する法律の改正を求める意見書

平成 28. ６.21 衆参議長、内閣総理大臣、内閣官房長官、国家公安委員長

私学助成の拡充に関する意見書

平成 28. ６.21 内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、文部科学大臣

次期介護保険制度改正における福祉用具、住宅改修の見直しに関する意見書

平成 28.10. ５ 衆参議長、内閣総理大臣、財務大臣、厚労大臣ほか

国連気候変動枠組条約第２１回締約国会議における「パリ協定」の早期批准を求める意見書

平成 28.10. ５ 衆参議長、内閣総理大臣、外務大臣、環境大臣ほか

国会における憲法論議の推進と国民的議論の喚起を求める意見書

平成 28.10. ５ 衆参議長、内閣総理大臣、総務大臣、法務大臣ほか

肉用牛経営等の安定を求める意見書

平成 28.10. ５ 衆参議長、内閣総理大臣、農水大臣、内閣府特命大臣ほか

下関北九州道路の早期整備に係る必要な調査実施を求める意見書

平成 28.10. ５ 衆参議長、内閣総理大臣、国交大臣、国土強靱化大臣ほか

安心な社会保障と強い地域経済を構築するための財政措置を求める意見書

平成 28.12.13 内閣総理大臣、財務大臣、内閣府特命大臣ほか

鳥獣被害防止対策の充実を求める意見書

平成 28.12.20 衆参議長、内閣総理大臣、農水大臣、環境大臣ほか

骨髄移植ドナーに対する支援の充実を求める意見書

平成 28.12.20 衆参議長、内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣

適格都道府県センター訴訟制度の拡大を求める意見書

平成 28.12.20 衆参議長、内閣総理大臣、内閣官房長官、国家公安委員長

受動喫煙、いわゆる間接喫煙防止対策強化措置に対する意見書

平成 29. ３.28 衆参議長、内閣総理大臣、財務大臣、厚労大臣ほか

水素ステーションの整備促進を求める意見書

平成 29. ３.28 内閣総理大臣、経済産業大臣、内閣府特命大臣

スポーツ指導者の新たな国家資格制度の創設を図り、効果的な活用を求める意見書

平成 29. ３.28 衆参議長、内閣総理大臣、文科大臣、スポーツ庁長官ほか

森林環境税（仮称）の早期創設を求める意見書

平成 29. ６.23 衆参議長、内閣総理大臣、財務大臣、農水大臣ほか

「中山間地域等直接支払制度」に関する意見書

平成 29. ６.23 衆参議長、内閣総理大臣、財務大臣、農水大臣ほか

無料公衆無線ＬＡＮ（Ｗｉ－Ｆｉ）環境の整備促進を求める意見書

平成 29. ６.23 内閣総理大臣、総務大臣、国土交通大臣

熊本地震を踏まえた被災者支援に関する意見書

平成 29. ６.23 衆参議長、内閣総理大臣、国交大臣、内閣府特命大臣ほか

私学助成の拡充に関する意見書

平成 29. ６.23 内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、文部科学大臣

道路整備に必要な予算確保に関する意見書

平成 29. ９.28 衆参議長、内閣総理大臣、財務大臣、国土交通大臣

基金残高と関連付けての地方交付税の削減を行わないことを求める意見書

平成 29. ９.28 内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、内閣官房長官

食品衛生管理の国際標準化を求める意見書

平成 29. ９.28 内閣総理大臣、厚生労働大臣

特別養子縁組制度の利用促進に向けた民法の改正を求める意見書

平成 29. ９.28 衆参議長、内閣総理大臣、総務大臣、法務大臣ほか

軽油引取税の課税免除措置の存続等を求める意見書

平成 29. ９.28 衆参議長、内閣総理大臣、財務大臣、経産大臣ほか

参議院議員選挙制度改革に関する意見書

平成 29.10.13 衆参議長、内閣総理大臣、法務大臣、内閣官房長官

水田農業の振興に関する意見書

平成 29.12.20 衆参議長、内閣総理大臣、農林水産大臣

地方財政の充実・強化を求める意見書

平成 29.12.20 内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、内閣官房長官

筋痛性脳脊髄炎（ＭＥ）／慢性疲労症候群（ＣＦＳ）患者の支援を求める意見書

平成 29.12.20 衆参議長、内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣

海洋ごみの処理推進を求める意見書

平成 29.12.20 衆参議長、内閣総理大臣、外務大臣、環境大臣ほか

地方における人材確保推進のための意見書

平成 30. ３.28 衆参議長、内閣総理大臣

自動車関係諸税の抜本的見直しを求める意見書

平成 30. ３.28 衆参議長、内閣総理大臣、財務大臣、経産大臣ほか

洪水回避等を目的とした流量確保のための中小河川の河道掘削の予算の確保を求める意見書

平成 30. ３.28 衆参議長、内閣総理大臣、国土交通大臣

人権擁護委員制度のさらなる周知と活動の活性化を求める意見書

平成 30. ３.28 衆参議長、内閣総理大臣、法務大臣、厚生労働大臣

外国人等による土地の取得及び利用を制限する法の早急なる整備を求める意見書

平成 30. ６.25 衆参議長、内閣総理大臣、法務大臣、外務大臣

規制改革による「ライドシェア」について慎重に議論し、良質で安全なタクシーの適正化・活性化に必要な諸施策を求める意見書

平成 30. ６.25 衆参議長、内閣総理大臣、国交大臣、内閣府特命大臣ほか

ヘルプマークのさらなる普及推進を求める意見書

平成 30. ６.25 衆参議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣、国土交通大臣

視覚障がい者の同行援護サービス利用拡大等を求める意見書

平成 30. ６.25 衆参議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣

私学助成の拡充に関する意見書

平成 30. ６.25 内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、文部科学大臣

放課後児童クラブの質の確保を求める意見書

平成 30. ９.27 衆参議長、内閣総理大臣、厚労大臣、内閣府特命大臣ほか

地方財政の充実・強化を求める意見書

平成 30. ９.27 衆参議長、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣ほか

水道施設の戦略的な基盤強化を求める意見書

平成 30. ９.27 衆参議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣、国土交通大臣

在留外国人による医療保険の不適正使用への対策を求める意見書

平成 30. ９.27 衆参議長、内閣総理大臣、法務大臣、厚生労働大臣

公立高等学校等における空調設備の設置に係る財政支援を求める意見書

平成 30.12.20 衆参議長、内閣総理大臣、財務大臣、文科大臣ほか

学校における働き方改革の実現を強く求める意見書

平成 30.12.20 衆参議長、内閣総理大臣、文科大臣、厚労大臣ほか

認知症施策の推進を求める意見書

平成 30.12.20 衆参議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣

犯罪被害者等の損害回復のため制度改善を求める意見書

平成 30.12.20 衆参議長、内閣総理大臣、法務大臣、国家公安委員長ほか

