
来場者から出された質問・意見

14件

意見 回答

1

ごみ処理施設の負担額比較表は、簡潔で分かり

やすい。他の自治体と連携すれば莫大な費用が

浮くということが分かった。

（意見のみ）

2

共同ごみ処理施設の建設は、非常に良いことと

思っている。進めてほしい。

（意見のみ）

3

候補地が大任町で決まっているようであるが、

ひっくり返るようなことはないか。

田川郡東部環境衛生施設組合の組合長から（候補地の）地元住民の

95%から理解を得ているし、残り5%も大丈夫であると聞いている。

4 30年後のごみ処理施設はどうなるのか。

今回、30年後の更新予定地も含めた広さの土地を確保し、30年後にま

た建設場所を探すことがないように進めている。

5 焼却灰の処分場の場所はどうなっているのか。

川崎町が土地を確保しており、そこを予定地として川崎町長の内諾は

得ている。

6

広域建設は大変良い。

４つのケースのうち、市の負担額が少ないものを

お願いしたい。

負担割合について、市だけのエゴは通せないので、協議していく。

7

ゴミ処理施設、し尿処理施設の負担についてど

のケースを目指しているのか。

市としては（一番市の費用が少ない）ケース４と言いたいが、難しい。

我を通しすぎるとまとまらなくなるので、できるだけ優位なケースを目

指したい。

8

ごみ処理場の処理方式はどう考えているか。

溶融方式の方が費用はかかるが、ダイオキシン

は少ないと聞いているので良いと思うが。

現在は、田川市郡が一つにまとまった段階であるので、これから準備

委員会等を立ち上げて、そこで議論をしていくことになると思う。

9

現在のごみ処理場が老朽化しており、いつダイ

オキシンが漏れ出すか心配。

広域化で新しい処理場が完成するまでに故障し

たら、莫大な修繕費用が発生すると思うが大丈

夫か。

（新ごみ処理場稼働まで）早くて７年、おそらく８年くらいかかると思う。

７年のメーカー保証が付いていると報告してきたが、メーカーに再確認

したところ、メンテナンスをしっかりしていけば１０年はもつとの回答をも

らっている。最終処分場ももう1回かさ上げすることが可能と聞いてい

る。

10

今ある施設の耐用年数がそれぞれ違うが、どう

するのか。

市と川崎町の現施設は、メンテナンスをすれば新しい施設完成まで持

たせることは可能と聞いている。東部や下田川も老朽化しており、３施

設とも更新時期はほぼ同じである。

11

今後、市や町村の財政が苦しい中で、将来的に

広域合併についてどう考えているか。

将来的には10万人を切る推計が出ていること等から、田川は一つにな

るべきと思っており、その実現に向けて、生活に密着したところから一

つになっていけば、将来、一つになりやすいと思っている。

12

し尿処理の広域化もコスト削減で大賛成。

最終的に合併も視野に入れてほしい。

ごみ処理施設やし尿処理施設の広域化を突破口に、将来、田川は一

つというところを目指していきたい。

13

市民が直接負担するゴミ袋の値段を示してもら

うと分かりやすい。

ゴミ袋は市町村で別々になる。

今以上に安くなることはないと思う。

14

白鳥工業団地が単独の場合は了承しておきな

がら、広域化の場合は反対されたことに対してコ

メントがほしい。

白鳥工業団地には食品関連企業が7社あり、広域化の場合はパッ

カー車が市郡から多く集まることから、心情はわかる。

今回は、東部組合の方で（候補地を）受けてもらえたことに感謝してい

る。

23件

意見 回答

1

中高一貫校の設置方式として①組合立②県が

入る組合立③県立④県立大附属の説明があっ

たが、実現できそうなのはどれか

県知事や県教育長は、筑豊地域、中でも田川地域が低い状況で、ここ

の学力を上げないと県の学力は上がらないと認識しているとのことで

ある。

そこで、一市七か町村、県立大とともに県の方にお願いすることによっ

て、どの方式がということは現段階では言えないが、可能性はあると

信じて活動を進めていきたい。

2

中高一貫校に賛成であるが、組合立のパターン

のイメージが湧かない。この中での実現性が高

いのはどれか。

組合立は田川市郡の８市町村でお金を出し合って中高一貫校を設立

するというもの。目指すのは、田川市郡の市町村に負担のかからない

県立又は県立大学附属の形である

3

中高一貫校のメリットだけでなくデメリットも出し

てほしい。

①組合立はメリット4項目、デメリット5項目

②県が入る組合立はメリット3項目、デメリット5項目

③県立はメリット1項目、デメリット1項目

④県立大附属はメリット6項目、デメリット4項目

と分析しており、メリット・デメリットを考慮して進めようとしている。

4

（中高一貫校についての）県への要望はいつ行

くのか

できるだけ早い段階で調整中。年内には行きたい。

5

中高一貫校はいつ頃にできる予定で考えている

か。

平成30年度を目途にやっていきたい。

6

中高一貫校については慎重にやってほしい。

中学校再編が進む中、混乱するのではないか。

教育関係者の意見も踏まえてほしい。

学力が厳しい家庭の子も含めて全員が良くなるのが理想である。

しかし、もっと上を目指したい人の道を開くのも必要と考えている。

⑴　ごみ処理及びし尿処理の広域化

⑵　中高一貫校の設置

1/5



来場者から出された質問・意見

意見 回答

7

中高一貫校を導入すれば学力の向上が見込め

るのか。

進学校を目指して中高一貫校を設置する。設置すれば、他地域に行っ

ている中学生が残ることによって、全体を押し上げることになる。

また、他の小中学校が刺激を受けることによって、相乗効果が生まれ

るという効果が出てくるのではないかと思っている。

8

学力アップの為に中高一貫校と言っているが、

中学校再編では、少人数では学力が上がらない

と説明があった。中高一貫校は一学年40人と

言っているのは矛盾している気がするが。

多くの子供たちの中で過ごすことで競争が生まれることから、中学校

再編を考えている。

中高一貫校は、学力の高い子供たちが中学進学の段階で出ていくの

を止めるとともに、進学校として選抜された子供たちで一学年40人で

学力をしっかり上げていくという目的で設立する。

9

中高一貫校が出来ても市外に出ていた人がすぐ

には出ていかなくなるとは思わない。

また、現在の中学校の学力が落ちて、もっと深

刻になるのではないか。

中高一貫校は一学年40人程度を考えているので、既存の中学校にそ

こまで影響はないと思う。

10

中高一貫校を設立すると、高校がまた増えるこ

とになるが、必要なのか

増やすのではなく、今ある高校、例えば田川高校を一貫校にするなど

の方向で考えている。

11 中高一貫校を卒業した後はどうなるのか。

高校まで田川で過ごすことで郷土愛が生まれると思われるため、その

後、地域外に出たとしても田川への想いが残ると思われる。

12

中高一貫校の市郡それぞれの負担率はどのよ

うに進んでいるのか。

中高一貫校を４つの案（①市郡の組合立、②県と市郡の組合立、③県

立④県大附属）で、県にお願いに行く予定。

その結果が出てから負担割合を検討していくことになる。

13

教育委員会が進めている中学校の再編と中高

一貫校とはどう整理しているのか

中学校はどこも小規模校になっているため、子供たち同士が切磋琢磨

して学んでいけるように進めているものであり、中高一貫校はもっと勉

強したいと思う子供たちの田川地域での受け皿を作るものと考えてい

る。

14 市内の中学生全体がどうすれば良くなるか。

今までの取組としては、教師の指導力向上、少人数学級、土曜数英学

び塾等を実施している。また、子供たち同士のコミュニケーション能力

や人間関係を豊かにするような取組を進めている。

15

中高一貫校以前の問題として、学力アップはど

のように考えているか。

今年度は基礎基本の領域を絞って、計算の部分を徹底して強化しよう

ということを教育委員会が主導して進め、中学校では結果が出た。

教育委員会としては、新しい学習方法を進めていくとか、学び塾の地

域での学習支援の取り組み、就学前の取り組みを進めていきたい。

16

田川の学力が低い原因をどう考えているか。

そこの改善が一番の底上げではないか。

炭坑閉山後、教育に力を入れられなかったことや家庭環境も厳しい家

庭もあること、所得が低いことも要因であると個人的には思っている。

経済的な面や家庭の教育力の面などが重なっていると思うが、10年間

授業力を上げる取組みや生活習慣の改善などを行ってきた。

今年度は基礎基本の領域を絞って、計算の部分を徹底して強化しよう

ということを教育委員会が主導して進め、中学校では結果が出た。

教育委員会としては、新しい学習方法を進めていくとか、学び塾の地

域での学習支援の取り組み、就学前の取り組みを進めていきたい。

17

教育長への質問であるが、小学校教育レベルを

上げるための具体的方策はあるのか。

中高一貫校の設置には賛成なので進めてもらい

たい。

一番力を入れたいのは、研究発表のテーマを市内一律でやることが

多かったが、各学校の実態・特色に合わせたテーマを決め、大学の先

生や協力してもらえる先生と一緒に３年間とか、実態分析や目指す方

向などを明確にして研究実践を来年度から進めていきたいと思ってい

る。

全校区一度には無理だが、校区を決め、大学生やボランティアの力を

借りて、地域で場所を設けて、子供たちの学習習慣を付けたり、個性

を伸ばしたりできるようにしていきたい。

0歳から6歳までの子供に基本的な生活習慣や体験活動をたくさんす

ることが、小学校の教育活動の基礎になるので、福祉行政と連携する

ことにも力を入れて行いたい。

子供たちが目標を持って学習していない。目標があると学習にも力が

入るので、高校などとも連携して、なるべく早い段階から、人生設計を

しながら目標に向かって学習に励むようなキャリア教育もやっていきた

い。

18

中高一貫校を望む気持ちもあるが、田川は学力

の格差が大きい。学力が低い子供たちはどうな

るかが不安に思っている。家庭教育力が不足し

ている。

家庭教育を上げたうえで、子供の教育力も上げ

てほしい。中高一貫校をつくるだけでなく、そう

いったところも力を入れてほしい。

小中学校の学力の底上げ、家庭教育力や教育者の指導力も上げてい

かなければならないことも重要な問題であると思っている。

中高一貫校の設置が実現すれば、優秀な生徒の流出を止めることが

できるだけでなく、他の小中学校や教員にも良い波及効果が出るので

はないかと思っている。
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来場者から出された質問・意見

意見 回答

19

田川地域13万人が減っている状況で、中高一貫

校に生徒が行くようになると、地域の学校に子供

がいなくなるのではないか。また、教える教員の

資質も問われることになると思う。

設置したからと言ってすぐに学力があがるので

はなく、伝統と歴史が必要と考える。だから県全

体の学力を上げるのは他地域の伝統と歴史の

ある学校に任せても良いのではないか。

また、若い人に田川に残る気持ちのある人は、

いないのではないか。

田川市郡で小学校6年生は約1,200人いる。このうち100名近い子供た

ちが他地域の中高一貫校や有名私立校に流れて行っている。

我々が目指す中高一貫校は、少数精鋭で40人を目途に作ってはどう

かと話している。100人出ている子供たちのうち40人がなんとか田川に

残らないか、あるいは他の地域から田川に来ることも考えられる。そう

なれば効果がどんどん上がっていくことになる。当然、教員の指導力

は必要となるので、県知事や県教育長に協力してもらって、指導力の

ある教員を設置してもらわなければならない。

このままだと優秀な生徒たちが出ていくことを止められないので、なん

とか一部でも残ってもらいたいと思っている。厳しい状況かもしれない

が、チャレンジし、設置できれば良い効果が出ると思っている。

20

全国的に学力の高い秋田県や福井県に教育事

務所の職員や教員を派遣するような考えはある

か。

派遣は行っていないが、そういう所から講師として呼んで、研修をした

りしている。

21

学力テストの結果が良い県に教員を派遣して学

ぶようなことはしないのか。

派遣は行っていないが、そういう所から講師として呼んで、研修をした

りしている。

22

中学校の27年度学力調査が良くなった理由は何

か。

基礎基本の領域を絞って、計算部分の徹底・強化を教育委員会が主

導で各中学校の校長・教頭と連携して進めた結果だと思う。

23

何をもって進学校というのか。偏差値や国公立

大学への進学者数などが学校を評価する指標

と言われる。

田川高校もそんなに悪くない。

国公立進学者数は開きがあるが、国公立大進

学者のうち九大が占める割合だと大差ない。

100人近い子供たちが他地域に出ていく現状を何とか田川に留めたい

という考えから中高一貫校を進めていきたいと思っている。

10件

意見 回答

1

検討委員会や各種委員会の経緯を見守って、そ

れから結論を出したらよいのではないか。

集中的に議論を行ってもらっているので、それも判断材料の一つとし

たい。

2

下水処理を行う場合、その対象地域から外れた

所にはどういう対応をするのか

水洗化できていない40%にいかに水洗化してもらうかで、いかに合併浄

化槽を設置してもらうかという所では、その一つそして設置の補助率を

上げて促していく方法もある。

3

汚水処理をやっている他地域の運営状況はどう

なのか。他地域も同じようなリスクを背負って

やっているのか。公共事業だから多少の赤字で

も仕方ないと思っている。

他の自治体に聞くと、汚水処理をやったために厳しい状況に追い込ま

れたという声はないが、今からであればやらない方が良いのではない

かという意見もある。

ほとんどの市民がその恩恵を受けるのであればやらなければならない

が、約30%の地域の方々のために将来の33億円の赤字を出していい

のかという議論も必要。各地域にコミュニティプラントを設置し、集合的

に処理するなどの方法、将来の人口減少など、色々な議論から総合

的に判断していかなければならないと考えている。

4

県内で田川市と嘉麻市の普及率が悪いと聞い

ている。

莫大な費用がかかるうえ、特定地域だけという

のは市民の同意が得られないのではないか。

行う場合、高齢化も進んでいるので対象地域の

一人ひとりに十分な調査を行い、内諾を得たうえ

で進めないと失敗すると思う。

合併浄化槽の設置で文化的生活を広めてほし

い。

（意見のみ）

5

水洗化率60%あるので、40%のための事業と受け

止めてしまう。エリア内のすでに水洗化されてい

る所は、それを下水に切り替えるということだ

が、そこまでする必要があるのか。

それより40%の人をいかに水洗化していくかの議

論を進めてほしい。

（意見のみ）

6

公営企業は民間企業と同様、独立して経営して

いかなければならず、理論上は下水道料金を上

げれば黒字にできると思うが、現実的には耐え

られないと思う。

田川市は後発だから、色々な情報を参考にでき

るのだから、将来、良かったと言われる計画を

作ってもらいたい。

（意見のみ）

7

下水に繋ぐ住民の負担がいくらかと聞いてもま

だ分からないと言われる。

これ以上の負担は難しいから、現状でよいので

はないかと思う。

個人負担の金額がないと、判断できない。

不確かな状態では言えないため、はっきりした時に説明したいが、か

なりの負担になるのではないかと思う。

現状のままでよいという意見も多いと思うが、その点も十分考えて、ど

うすれば大きな負担なく汚水処理できるかも考えていかなければなら

ない。

⑶　汚水処理施設の整備
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来場者から出された質問・意見

意見 回答

8

下水を整備した場合の家庭の負担はいくらくら

いになるか。

前の計画では負担金が60～70万円は必要となっていたが、策定中の

計画では、もう少し軽減できるのではないかと聞いている。

9 下水道の使用者の実質の負担金はどうなるか

下水道を繋ぐのに60万円くらいかかり、その他費用を含めると100万円

以上かかると聞いている。合併浄化槽にしても設置費用などを含め

150万円くらいかかるが、一部補助を出している。

10

汚れている水のほとんどは雑排水で、原因は合

成洗剤だと思う、環境に優しい洗剤を使う条例な

どを作ってはどうか。

本当にそうなのか分からない。

水洗化100%にしていきたい。

6件

意見 回答

1

中学1年の娘がいるが、給食がないと他の地域

の人に言うと驚かれる。仕事をしているし、子供

の好き嫌いもあって、苦労して弁当を作ってい

る。また、小さい弁当を持っていくのに残すことも

あり、食べる量も少ない。小学校の時には給食

で大変助かっていたので、娘が卒業するまでに

実施してもらいたい。

（意見のみ）

2

賛成。親からお金を貰っても昼食に使わなかっ

たり、他の生徒の弁当を貰っていたりしている生

徒もいた。

ただ、自分たちで作ることも必要なのでそういう

ことを学ぶ場所も作ってほしい。

センター方式でなく、親子方式が良いと思う。

センター方式はお金がかかる。

（意見のみ）

3

給食の問題の審議は30年前から続いている。市

の怠慢ではないか。

平成１２年に中学校の統合と併せて検討するという方針が出された

が、私は統合とは切り離して、しっかりやっていく。

4

親は賛成かもしれないが、子供たちが反対する

のではないか。

子供たちのアンケートも行うようにしており、子供たち側からも考える。

5

給食費の未納はどれだけあるのか。

中学校給食を実施すると未納が拡大するのでは

ないか。

収納率は99%以上であり、未納はほとんどない。

6

他地域では給食代を払わないという話も聞くが、

市の状況はどうなのか。

99.7%は支払っているので、未払いの問題は起こっていない。

22件

意見 回答

1

後藤寺駅前が昔からほとんど変わっていない

が、どうしていきたいと考えているか。

第2期の都市再生整備計画で後藤寺駅周辺の整備を進めていく。

協議をしながらしっかり計画をたててしっかりと進めていきたいと思っ

ている。

2

中学校再編について、次の説明会の開催時期

はいつくらいか。

新中学校のあり方審議会から教育委員会への答申が３月までに出さ

れる予定であり、それを受けて説明時期を決定したいと考えている。

3

中学校の統廃合を実施した場合、スクールバス

などはあるのか。

新中学校のあり方審議会で中学校の位置等を検討しており、３月まで

に答申が出る予定である。

4

今後、中学校が減った後の校舎の利用方法は

どうするか。

学校でなくなると市の財産になるので、市全体で検討して有効的な活

用を考える。

5

青山学院大学との連携協定について説明してほ

しい。

県立大学とは連携を深めて、まちづくりをやっているが、青山学院大学

のような都会の大学と連携し、新しい風を吹き込むことも必要と考え

た。

青山学院大学は英語教育に力を入れており、そういったものを本市に

も取り入れるような所から進めていきたいと思っている。

6 さわやかご意見箱の扱いはどうなったのか。

さわやかご意見箱は廃止した。市民からのご意見は自分の耳で聞き

たいため、この市政報告会の中で色々な生の声を聞きたい。

7

さわやかご意見箱に未処理案件があるのではな

いか。

（総務部長）未処理案件はないと思われるが、再度確認する。

→　意見者が特定できる案件について確認したが、未処理案件なし

8 市における図書館の位置付けを教えてほしい。

図書館・美術館は文化の中心であり、子供たちが本を読むということ

は非常に重要であるので、しっかりとした図書館にしていきたいと考え

ている。

また、子供だけでなく市民全体が集まるコミュニティの場であるとも捉

えている。今指定管理者を導入したが、（議員時代に）経費削減ではな

く、よりよい図書館運営にしてもらいたいと言ってきたので、しっかりと

検証していきたい。

9

指定管理導入は市長独断の決断なのか、市議

会に諮ったのか。

議会の議決が必要な事項であるので、議会の議決を経ている。

⑸　その他

⑷　中学校給食の実施
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来場者から出された質問・意見

意見 回答

10

中央保育所について

園児がはだしで歩く廊下が硬くて冷たく寒い。

保育室の床がコンクリなのか固く危険。

扉ももう開かず、使わないところがある。

安心して子供を預けられるよう、このような問題

点を改善してもらいたい。

早速見に行きたい。

→　市長、教育長等が現場確認し、市長が改善を指示。

　　 27年度予算で可能な範囲を改善し、 残りについても28年度予算

　　 で対応予定。

11

古賀町区は昔から鎮西校区だったが、11階建の

マンションは、伊田校区と聞いたし、確認しても

住む人の選択で決まるように感じた。今後、古賀

町区内に分譲地が出来たとしても同じような感じ

だと地域の防災体制やコミュニケーションの断絶

につながってしまう。

自治基本条例を作ろうとしており、その中で協議をしているところで、

今いただいたご意見も含めて議論していきたい。

12

市政報告会の参加者が少ない。どうしたら多くの

人に集まってもらえるか、開催会場などについて

など、聴く側の意見も聞いてほしい。

（意見のみ）

13 市営住宅の改築はどう進んでいるのか。

市の住宅マスタープラン10年の計画の5年が経過し、その見直しの中

で、市営住宅については、建替、統合等、今まさに議論している。

今後、各地域で説明していく。

14

ゴミ置き場をカラスが荒らすのはどうにかならな

いか。

ゴミかごの補助を出しているので、申請してほしい。

環境対策課にも伝え、良い案を考える。

15

ふるさと納税は前年の10倍くらいに伸びていて

喜ばしいが、金額的にはまだまだなので、積極

的に取り組んでもらいたい。

郷土愛を呼び起こす意味での工夫を行ってもら

いたい。

順調に伸びているが、ふるさと納税は自主財源になるので、1億、2億、

10億を目指してやっていきたい。

16

国保税引き上げの答申を受けて、市長の考えを

教えてほしい。

非常に難しい問題であると考えている。

ただ、市の財政は非常に厳しく国保会計も単年度赤字が３億円を超す

状況であり、何もしなければさらに赤字が積み重なる。このまま進める

ことはできない、これは長年の懸案事項であり、実質的な値上げがな

されてなく、県内の市の中では一番安くなっている。国保の赤字を市民

全体で負担するのは避けるべき。誰かがやらなければならず、私が答

申どおりやると決断した。議会がどう判断するかであるが、申し訳ない

と思っているが、いろんな批判を受けても強い気持ちでやっていくと決

意した。

17

後藤寺駅から文化センター、東鷹高校、伊田駅

までが外灯がなく真っ暗なので、明るくして欲し

い。

暗い地域を無くしていこうと思っているので、調べて街灯を設置できる

よう進めていきたいと思う。

18

後藤寺駅から跨線橋付近の清掃作業を自主的

に行っている団体へ、仕事を取り上げるなとのク

レームがあったとの新聞記事についてどう思う

か。

そのクレームについては聞いていないが、5千人ボランティアを進めて

いるので、そういう活動はどんどんやってもらいたい。

それが仕事を取り上げるということにはならない。

19

県内の住みたいまちランキングの1位糸島、２位

宗像は街並みが美しい。

市民の力も必要であるが、美しいまちづくりを進

めてほしい。住んで良かった、住んでみたいとい

う地域づくりを目指してほしい。

住んでみたいまちにしていくために、イメージを変えていきたい。目に

見えてきれいになったと思えるまちにしていきたい。

5千人ボランティアに積極的に参加してもらう目標をたて、市として取り

組み始めた。栄町や伊田駅前も整備する。

20

公共事業は減ってきている。

大型の汚水処理施設となると、大手ゼネコン等

が請け負うことになる。

合併浄化槽やコミュニティプラントだと地元の域

内企業が請け負うことができる。そういうことも考

えてもらえると地域に喜ばれることになると思う。

（意見のみ）

21

猪位金学園開校式の式次第に国歌斉唱がな

かった。行事には国歌斉唱は必ず入れてもらい

たい。

（意見のみ）

22

山本作兵衛コレクションが国内で初めて世界記

憶遺産に登録されたが、この宣伝の為に、日田

彦山線を山本作兵衛ラインとかの路線名に変え

てもらえないか。

車両を新しくしてもらいたい。

機会があればJRに話したい。
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