
議会の取り組みについて

～議会改革の歩み～



市議会議員の活動に満足していますか？

議会改革実施前（Ｈ２２）議会改革実施前（Ｈ２２）議会改革実施前（Ｈ２２）議会改革実施前（Ｈ２２）

満足している市民

の増

不満に思って

いる市民の減

重要課題

半数以上の方が

「わからない」と

回答

議会活動を市民

にわかりやすく見

えるようにする

議会改革の出発点

満足している

１８％

不満である

１６％

わからない

５３％

無回答

１３％



議会って何？

～議会の役割～

◎市長も議員も選挙で選ばれる

◎どちらも市民の代表（二元代表制）

◎市長は議会に議案（予算・条例）を提案

◎議会は市の意思を決定する役割



議会基本条例を制定

◎議会と市長の関係◎議会と市長の関係◎議会と市長の関係◎議会と市長の関係

議会と市長が、二元代表制のもとで善政を競い合議会と市長が、二元代表制のもとで善政を競い合議会と市長が、二元代表制のもとで善政を競い合議会と市長が、二元代表制のもとで善政を競い合

う健全な緊張関係よってこそ、田川市の意思決定う健全な緊張関係よってこそ、田川市の意思決定う健全な緊張関係よってこそ、田川市の意思決定う健全な緊張関係よってこそ、田川市の意思決定

を最良のものとする責務を果たすことができる。を最良のものとする責務を果たすことができる。を最良のものとする責務を果たすことができる。を最良のものとする責務を果たすことができる。

◎見える議会◎見える議会◎見える議会◎見える議会

会議の原則公開、議案に対する議員の賛否の公会議の原則公開、議案に対する議員の賛否の公会議の原則公開、議案に対する議員の賛否の公会議の原則公開、議案に対する議員の賛否の公

表、インターネット中継（生中継・録画）、議会報告表、インターネット中継（生中継・録画）、議会報告表、インターネット中継（生中継・録画）、議会報告表、インターネット中継（生中継・録画）、議会報告

会の開催会の開催会の開催会の開催

「わからない」の解消「わからない」の解消「わからない」の解消「わからない」の解消 見てもらう環境整備見てもらう環境整備見てもらう環境整備見てもらう環境整備

議会改革の基本



議会改革の取り組み

◎議員研修の実施◎議員研修の実施◎議員研修の実施◎議員研修の実施

◎本会議・各常任委員会・議会運営委員会のインター◎本会議・各常任委員会・議会運営委員会のインター◎本会議・各常任委員会・議会運営委員会のインター◎本会議・各常任委員会・議会運営委員会のインター

ネット中継（生中継・録画配信・ユーチューブ）ネット中継（生中継・録画配信・ユーチューブ）ネット中継（生中継・録画配信・ユーチューブ）ネット中継（生中継・録画配信・ユーチューブ）

◎議案に対する議員の賛否を公表◎議案に対する議員の賛否を公表◎議案に対する議員の賛否を公表◎議案に対する議員の賛否を公表

◎常任委員会における議案や説明資料の傍聴者提供◎常任委員会における議案や説明資料の傍聴者提供◎常任委員会における議案や説明資料の傍聴者提供◎常任委員会における議案や説明資料の傍聴者提供

◎一般質問における一問一答方式の導入◎一般質問における一問一答方式の導入◎一般質問における一問一答方式の導入◎一般質問における一問一答方式の導入

◎常任委員会における議員間の自由討議の実施◎常任委員会における議員間の自由討議の実施◎常任委員会における議員間の自由討議の実施◎常任委員会における議員間の自由討議の実施

◎広報委員会の設置◎広報委員会の設置◎広報委員会の設置◎広報委員会の設置

◎議会報告会の開催◎議会報告会の開催◎議会報告会の開催◎議会報告会の開催



さらなる議会改革を・・・

◎議会運営委員会で検討◎議会運営委員会で検討◎議会運営委員会で検討◎議会運営委員会で検討

◎全国の地方議会で議会改革が進められている◎全国の地方議会で議会改革が進められている◎全国の地方議会で議会改革が進められている◎全国の地方議会で議会改革が進められている

◎議会改革に取り組む理由◎議会改革に取り組む理由◎議会改革に取り組む理由◎議会改革に取り組む理由

調査・視察

議会報告会のあり方も課題の一つ

議会に対する「わからない」をなくす

例えば・・・

常任委員会ごとの開催

ファシリテーターの採用

などを研究・検討



前回の議会報告会について

平成２５年１１月２８日：田川市民会館（来場者約７０人）平成２５年１１月２８日：田川市民会館（来場者約７０人）平成２５年１１月２８日：田川市民会館（来場者約７０人）平成２５年１１月２８日：田川市民会館（来場者約７０人）

【【【【満足満足満足満足】】】】

・田川市の行政に対して、意見を・田川市の行政に対して、意見を・田川市の行政に対して、意見を・田川市の行政に対して、意見を

よく言っている。よく言っている。よく言っている。よく言っている。

【【【【わからないわからないわからないわからない】】】】

・はっきりとした活動が見えない。・はっきりとした活動が見えない。・はっきりとした活動が見えない。・はっきりとした活動が見えない。

【【【【不満足不満足不満足不満足】】】】

・議会閉会中の活動が不明である。・議会閉会中の活動が不明である。・議会閉会中の活動が不明である。・議会閉会中の活動が不明である。

・教育現場からの要望が届かない。・教育現場からの要望が届かない。・教育現場からの要望が届かない。・教育現場からの要望が届かない。

満足している

３３％

無回答

８％



市議会議員の活動に満足していますか？

前回報告会（Ｈ２５）前回報告会（Ｈ２５）前回報告会（Ｈ２５）前回報告会（Ｈ２５） 議会改革実施前（Ｈ２２）議会改革実施前（Ｈ２２）議会改革実施前（Ｈ２２）議会改革実施前（Ｈ２２）

満足している

３３％

不満である

２１％

わからない

３８％

無回答

８％

満足している

１８％

不満である

１６％

わからない

５３％

無回答

１３％



議会報告会の意見交換で

皆様からいただいた意見・要望

●田川市郡の市町村の連携

●中心市街地のあり方

●中学校給食の実施

●防犯灯・防犯カメラなど安全対策

●悪臭など環境問題

・・・など多数いただきました。

皆様からのご意見・ご要望は、議会で議論し

議会審議に役立てていきます。



〈本市が取り組んでいる事業〉

緊急通報システム事業

地域支え合い体制づくり検討委員会

介護予防ポイント制度事業

厚生委員会からの報告

田川市の高齢者施策

１

２

３



目的

重度身体障害者や一人暮らしの高齢者について、急病等

の緊急事態に迅速かつ適切な対応を行い、高齢者の福祉

向上を図る。

①緊急通報システム事業の改正について

事業内容

●緊急通報装置の機器を市が購入し、利用者に貸与。

●緊急時における通報体制を民間に委託。

●利用者が緊急通報装置を押すことにより、電話回線を通

じて２４時間体制の受信センターに自動通報。

→ 受信センターから事前に登録している協力者へ連絡

（駆けつけ要請・消防署への救急車出動要請を行う）



対象者の要件

■■■■重度身体障害者重度身体障害者重度身体障害者重度身体障害者

６５歳以上の人又は１８歳以上の身体障害者手帳の１級または２級６５歳以上の人又は１８歳以上の身体障害者手帳の１級または２級６５歳以上の人又は１８歳以上の身体障害者手帳の１級または２級６５歳以上の人又は１８歳以上の身体障害者手帳の１級または２級

に該当する人で、かつ、市民税非課税世帯である人のうち、心臓疾に該当する人で、かつ、市民税非課税世帯である人のうち、心臓疾に該当する人で、かつ、市民税非課税世帯である人のうち、心臓疾に該当する人で、かつ、市民税非課税世帯である人のうち、心臓疾

患、脳血管疾患等のため常に注意を要する人患、脳血管疾患等のため常に注意を要する人患、脳血管疾患等のため常に注意を要する人患、脳血管疾患等のため常に注意を要する人

■■■■在宅の一人暮らしの高齢者

７５歳以上で市民税非課税世帯である人７５歳以上で市民税非課税世帯である人７５歳以上で市民税非課税世帯である人７５歳以上で市民税非課税世帯である人 。。。。

①緊急通報システム事業の改正について

※厚生委員会における要望

▼ 緊急通報装置の設置要件の緩和を要望 ▼

事業対象の拡充や利用者負担金の軽減が行われた



拡 充 前 Ｈ26年度～

機器

〔据置型のみ〕

電話回線を利用して本体を設置。

本体にマイクとスピーカーがついて

おり、本体ボタン又はペンダントの

ボタンを押して通報する。

〔据置型〕携帯型との選択式

〔携帯型〕

持ち運びできる携帯型の本体に

マイクとスピーカーがついており

ボタンを押して通報する。

緊急時

あらかじめ登録された協力員に連絡

が入り、本人宅へ駆けつける。

緊急時に協力員が不在である場合な

どの問題があった。

協力員に連絡が取れない場合、契

約したタクシー会社が駆けつける。

受信センターとタクシー会社が契

約、駆けつけは受信センターのサ

ービスに含まれる。

費用

負担

〔据置型〕

対象者①・・設置工事費 2,500円

月額使用料 0円

対象者②・・設置工事費 10,500円

月額使用料 1,995円

〔据置型〕

対象者①・・設置工事費 0円

月額使用料 0円

対象者②・・設置工事費 0円

月額使用料 500円

〔携帯型〕

対象者①・・月額使用料 500円

対象者②・・月額使用料1,000円



高齢者に係る本市の状況高齢者に係る本市の状況高齢者に係る本市の状況高齢者に係る本市の状況

６５歳以上の高齢化率 ２９．５％（H26年1月末）

高齢者の単身世帯 ５,４４５世帯に増加（同3月末）

※高齢者の孤独死や徘徊等の問題が懸念されている。

②地域支え合い体制づくり検討委員会

見守りネットワーク見守りネットワーク見守りネットワーク見守りネットワーク とととと 地域包括ケアシステム地域包括ケアシステム地域包括ケアシステム地域包括ケアシステム のののの

２つの仕組みを統合した体制づくりを目指す。２つの仕組みを統合した体制づくりを目指す。２つの仕組みを統合した体制づくりを目指す。２つの仕組みを統合した体制づくりを目指す。

そのため検討委員会を設置そのため検討委員会を設置そのため検討委員会を設置そのため検討委員会を設置

田川市地域支え合い体制づくり検討委員会

設置年月 ：平成25年９月

委員数等 ：１４人(福祉関係団体、医療関係機関、学識経験者等)



★見守りネットワーク★見守りネットワーク★見守りネットワーク★見守りネットワーク

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるようにする

ため、地域住民が普段の生活の中で、在宅の高齢者の様態の変化

、虐待、閉じこもりの有無などの安否確認を行うことにより、支

援を必要とする高齢者を発見する仕組み

②地域支え合い体制づくり検討委員会

※厚生委員会における要望

地域力だけでなく、介護事業所の協力も得られるよう

な体制づくりを！

★地域包括ケアシステム★地域包括ケアシステム★地域包括ケアシステム★地域包括ケアシステム

介護等が必要になっても、自ら選択した場所で必要なサービスを

受け、生活が続けられるよう、医療、介護、介護予防、住まい、

生活支援サービス等が切れ間なく、一体的に提供される仕組み



目的

高齢者に対する介護予防事業として、生きいき健康教室高齢者に対する介護予防事業として、生きいき健康教室高齢者に対する介護予防事業として、生きいき健康教室高齢者に対する介護予防事業として、生きいき健康教室

への参加やボランティア活動を支援。への参加やボランティア活動を支援。への参加やボランティア活動を支援。への参加やボランティア活動を支援。

→高齢者が生き生きとした地域社会へ 。

③介護予防ポイント制度事業

制度

健康教室へ参加したり、ボランティア活動を行った高齢

者に対し評価ポイントを付与

→ポイント総数により地域振興券を交付

■ポイント付与基準■ポイント付与基準■ポイント付与基準■ポイント付与基準

教室参加：保健センター職員が来館、血圧測定等を実施する日の

教室(月１回)／１回につき１ポイント

ボランティア活動：活動１回につき１ポイント



③介護予防ポイント制度事業

ポイント総数ポイント総数ポイント総数ポイント総数 とととと 地域振興券の額地域振興券の額地域振興券の額地域振興券の額

教室参加

評価ポイント数 地域振興券

１０以上１０以上１０以上１０以上 ５，０００円５，０００円５，０００円５，０００円

７以上７以上７以上７以上 １０未満１０未満１０未満１０未満 ３，０００円３，０００円３，０００円３，０００円

７未満７未満７未満７未満 ０円０円０円０円

ボランティア活動

評価ポイント数 地域振興券

２０以上２０以上２０以上２０以上 ５，０００円５，０００円５，０００円５，０００円

１５以上１５以上１５以上１５以上 ２０未満２０未満２０未満２０未満 ４，０００円４，０００円４，０００円４，０００円

１０以上１０以上１０以上１０以上 １５未満１５未満１５未満１５未満 ３，０００円３，０００円３，０００円３，０００円

５以上５以上５以上５以上 １０未満１０未満１０未満１０未満 ２，０００円２，０００円２，０００円２，０００円

５未満５未満５未満５未満 ０円０円０円０円

実施日：平成26年4月１日から



建設経済委員会からの報告

田川市では、鉄道、バス、タクシー等の交通

サービスが展開されており、通勤、通学、通

院、買い物等を主な目的として、生活に密着

したサービスが提供されています。

公共交通について



ＪＲ九州

✏日田彦山線

▶北九州市から大分県日田市に至る路線

▶市内には、田川後藤寺駅と田川伊田駅の２駅設置

✏後藤寺線

▶田川後藤寺駅から飯塚市の新飯塚駅に至る路線

▶市内には、田川後藤寺駅と船尾駅の２駅設置



✏JR九州から継承した伊田線・糸田線・

田川線の各線を営業しています。

✏運転本数、駅数ともJR時代の約２倍に

増やすなどの経営を行ってきました。

✏学生や田川市立病院に

通院する高齢者にとって

非常に重要な交通機関と

なっています。

平成筑豊鉄道



西鉄バス

✏福岡市方面行き福岡市方面行き福岡市方面行き福岡市方面行きの特急・急行バス、

北九州市方面行き北九州市方面行き北九州市方面行き北九州市方面行きの快速バス、

田川地区内田川地区内田川地区内田川地区内のみを運行するバスの３路線

を運行しています。

✏田川地区内路線田川地区内路線田川地区内路線田川地区内路線は、福智町・糸田町・香

春町・川崎町・添田町など周辺地域を結

ぶ路線が運行されています。

そのうち「金田・方城線」「金田・方城線」「金田・方城線」「金田・方城線」は、運行経費

の一部を田川市が負担しています。



田川市コミュニティバス

✏田川市内の交通空白地域及び不便地域交通空白地域及び不便地域交通空白地域及び不便地域交通空白地域及び不便地域

の解消の解消の解消の解消を図り、通勤、通学、通院、買い物

などの市民の生活交通手段を確保する

ために運行しています。

✏また、公共施設・交通結節点公共施設・交通結節点公共施設・交通結節点公共施設・交通結節点 （鉄道駅、

バスターミナルなど）などを結ぶことを

目的としています。



田川市コミュニティバス

✏料金料金料金料金 １乗⾞２００円（均⼀料⾦）
✏運行日運行日運行日運行日 平日のみ

（⼟日祝日及び年末年始は運休）
✏割引運賃割引運賃割引運賃割引運賃

▶回数券 2,000円（200円券×11枚）
▶定期券 6,000円（1ヶ月）
▶1日フリー乗⾞券 500円
▶小学生未満 無料



平成２２年時点では

多くの地域で交通空

白地域があったが、

現在、田川市全域

でコミュニティバス

の運行が開始され

ており、大半の地域

で交通空白地域が

解消されている。



［調査実施期間］

平成24年11月～平成25年1月

市民アンケート調査結果抜粋

公共交通公共交通公共交通公共交通の

利用状況について



ほとんど使用しないほとんど使用しないほとんど使用しないほとんど使用しない ・利用したことがない利用したことがない利用したことがない利用したことがない

と回答した人の割合

➤ ＪＲ九州

➤ 西鉄バス

➤ 平成筑豊鉄道

➤ コミュ二ティバス

利用者数が非常に少ない・・・利用者数が非常に少ない・・・利用者数が非常に少ない・・・利用者数が非常に少ない・・・

７７％７７％７７％７７％

７７％７７％７７％７７％

８０％８０％８０％８０％

８６％８６％８６％８６％



ＪＲ九州☞日田彦山線活性化の取組み

☆行程

小倉駅～城野駅～石原駅～採銅所駅～田川伊田駅～

池尻駅～勧遊舎ひこさん駅～日田駅（折り返し）



西鉄バス ☞利便性向上の取組み例



平成筑豊鉄道

☞日常利用者の拡大に向けた取組み

� 住民懇談会の開催

� 平筑サポーター制度の創設

� パーク＆ライド事業の展開

� 西鉄バス及びコミュニティバス等との

乗り継ぎ改善

※平成筑豊鉄道アクションプログラムより



☞

企

画

列

車

の

取

組

み



コミュニティバス取組み

☞ＪＲ九州、平成筑豊鉄道、西鉄バスとの

スムーズな乗継を考慮したダイヤ改正ダイヤ改正ダイヤ改正ダイヤ改正

☞トライアル田川後藤寺前の

バス停新設バス停新設バス停新設バス停新設



ＪＲ九州ＪＲ九州ＪＲ九州ＪＲ九州 に関係する意見

「ななつ星in九州」や「ＳＬ」などの観光列車の

運行実現について、ＪＲ九州と協議するととも

に日田市や北九州市との連携に努めてほしい。

•平成筑豊鉄道平成筑豊鉄道平成筑豊鉄道平成筑豊鉄道に関係する意見

第三セクター鉄道の経営成功事例では、

民間経営者をトップとしているケースが多い。

社長社長社長社長に民間経営者を招聘民間経営者を招聘民間経営者を招聘民間経営者を招聘し、新たな視点や手法

から経営を行ってほしい。

建設経済委員会からの主な意見



コミュニティバスに関係する意見

・利用者数は少ないが、その利用者にとっては

大切な移動手段大切な移動手段大切な移動手段大切な移動手段であることから、利用者の声を利用者の声を利用者の声を利用者の声を

運行に生かす運行に生かす運行に生かす運行に生かすとともに、市民への利用の市民への利用の市民への利用の市民への利用のＰＲＰＲＰＲＰＲを

引き続き行ってほしい。

・運行から４年目を迎え、利便性や料金体系等の

システムの変更を見直す時期であり、効率のよい効率のよい効率のよい効率のよい

システムシステムシステムシステムを模索し、実行してほしい。

西鉄バスに関係する意見

「金田・方城線」の運行経費の一部を市が負担して

いるが、田川市民の利用状況等田川市民の利用状況等田川市民の利用状況等田川市民の利用状況等の調査を行い、

見直しを行うべき見直しを行うべき見直しを行うべき見直しを行うべきではないか。



今後の論点

�人口減少

� 少子高齢化

� 自家用車保有者の増加

� 市の財政負担増

などの課題に直面

地域の公共交通の維持地域の公共交通の維持地域の公共交通の維持地域の公共交通の維持が

困難になってきている！



今後の論点

石炭歴史博物館などへの観光客にとって

利便性の高い公共交通の確立利便性の高い公共交通の確立利便性の高い公共交通の確立利便性の高い公共交通の確立も大切。

公共交通のあり方については、

既存サービスの維持及び充実既存サービスの維持及び充実既存サービスの維持及び充実既存サービスの維持及び充実を図るため

限られた財源の中でいかに効率的に

運営していくかなどの議論が必要である。



〈本市が抱える教育行政の課題〉

学校適正規模の推進(中学校区再編）

中学校給食の実施

学力向上に向けた取り組み

総務文教委員会からの報告

田川市の教育施策

１

２

３



▼教育委員会の動き▼

平成平成平成平成18181818年１月年１月年１月年１月 「田川市立学校適正規模審議会答申」「田川市立学校適正規模審議会答申」「田川市立学校適正規模審議会答申」「田川市立学校適正規模審議会答申」

平成平成平成平成25252525年９月年９月年９月年９月 「田川市立学校校区再編基本方針」を決定「田川市立学校校区再編基本方針」を決定「田川市立学校校区再編基本方針」を決定「田川市立学校校区再編基本方針」を決定

平成平成平成平成26262626年９月年９月年９月年９月

具体的な校区再編計画となる「田川市新中学校創設基本

計画」の策定にあたり、「田川市新中学校創設基本計画の田川市新中学校創設基本計画の田川市新中学校創設基本計画の田川市新中学校創設基本計画の

策定方針」を定める策定方針」を定める策定方針」を定める策定方針」を定める。

■■■■新中学校のあり方に関する審議会を設置。新中学校のあり方に関する審議会を設置。新中学校のあり方に関する審議会を設置。新中学校のあり方に関する審議会を設置。

■■■■７中学校を２校にすることを目指す。７中学校を２校にすることを目指す。７中学校を２校にすることを目指す。７中学校を２校にすることを目指す。

■■■■新中学校の校区は現小学校の校区境界線に沿って設置。新中学校の校区は現小学校の校区境界線に沿って設置。新中学校の校区は現小学校の校区境界線に沿って設置。新中学校の校区は現小学校の校区境界線に沿って設置。

①学校適正規模の推進について

〈中学校区再編〉

長期構想：１小学校１中学校の校区再編も視野に統廃合を検討



田川市新中学校創設基本計画決定

までの予定スケジュール

H26 H27

項目項目項目項目 ９ 10 11 12 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９

審議会諮問

アンケートの実施

審議会審議・答申審議会審議・答申審議会審議・答申審議会審議・答申

基本計画基本計画基本計画基本計画((((案案案案))))

パブリックコメント

議会説明

住民説明会

基本計画決定



②中学校給食の実施について

【これまでの経過】

▼議会・昭和57年９月

中学校生徒への給食実施の請願採択

▼議会・平成２年12月

自校方式による中学校給食の促進に関する請願を採択

▽教育委員会・平成10年11月

財政的観点等から検討した結果、センター方式による

小・中学校の給食実施案を示す。



∇教育委員会・平成21年6月

田川市中学校給食実施協議会の検討結果に基づき、

当面の対策として「民間業者の弁当」と「家庭からの

弁当」を選択できるランチサービスを試行実施。

〔弓削田、鎮西中学校において試行実施〕

▽執行部・平成21年

田川市中学校給食実施庁内検討委員会を設置。

センター方式による給食実施について再検討した結果

現在の厳しい財政状況下での実施は困難との結論に至

り、教育委員会、行政改革推進本部会議に報告。

②中学校給食の実施について



▼議会・平成22年3月

執行部からセンター方式による給食実施は困難との

報告を受ける。総務文教委員会では、財政問題も含め

継続的に議論していくことを確認。

▽執行部・平成23年3月

財源を含め、さまざまな環境が整った段階で計画を

進めたいとの答弁。

※このほか、各議員より一般質問等で中学校の

給食実施を求める意見・要望があっている。

②中学校給食の実施について



▽執行部・平成26年4月

小中一貫校の猪位金学園開校。

１～９年生までの全学年で自校方式による給食開始。

▼議会・平成26年９月

本会議及び委員会において、他の中学校においても

早急に給食を実施するよう要望。

中学校の再編と合わせて検討していきたい。

早急に全中学校で給食を実施するよう要望。

執行部

議 会

②中学校給食の実施について



③学力向上に向けた取り組みについて

■田川市の小学校の学力状況（Ｈ26年度）

区分

国 語 算 数

理科 社会

Ａ Ｂ Ａ Ｂ

全 国 72.9 55.5 78.1 58.2

福岡県 72.0 54.4 77.7 57.4 57.8 43.6

筑 豊 67.3 49.5 73.6 50.4 53.9 40.0

田川市 67.4 49.8 73.9 50.0 54.8 40.4

県 差 △4.6 △4.6 △3.8 △7.4 △3.0 △3.2

筑豊差 0.1 0.3 0.3 △0.4 0.9 0.4



■田川市の中学校の学力状況（Ｈ26年度）

区分

国語 算数

理科 社会 英語

Ａ Ｂ Ａ Ｂ

全 国 79.4 51.0 67.4 59.8

福岡県 78.4 49.6 65.6 57.8 36.1 35.7 44.4

筑 豊 72.7 41.7 56.5 47.5 30.7 30.7 36.3

田川市 67.9 37.0 49.3 39.6 26.9 26.1 33.8

県 差 △10.5 △12.6 △16.3 △18.2 △9.2 △9.6 △10.6

筑豊差 △4.8 △4.7 △7.2 △2.1 △3.8 △4.6 △2.4

③学力向上に向けた取り組みについて



■■■■小学校の少人数学級、中学校の少人数学習指導小学校の少人数学級、中学校の少人数学習指導小学校の少人数学級、中学校の少人数学習指導小学校の少人数学級、中学校の少人数学習指導

■■■■中学生を対象とした「土曜学び塾」の開催中学生を対象とした「土曜学び塾」の開催中学生を対象とした「土曜学び塾」の開催中学生を対象とした「土曜学び塾」の開催

■■■■教員の指導力向上に向けた研修会実施教員の指導力向上に向けた研修会実施教員の指導力向上に向けた研修会実施教員の指導力向上に向けた研修会実施

■■■■スクールソーシャルワーカーの配置スクールソーシャルワーカーの配置スクールソーシャルワーカーの配置スクールソーシャルワーカーの配置

■■■■地域連携によるゲストティーチャー等の受け入れ地域連携によるゲストティーチャー等の受け入れ地域連携によるゲストティーチャー等の受け入れ地域連携によるゲストティーチャー等の受け入れ

■■■■小一プロブレム、中一ギャップの解消小一プロブレム、中一ギャップの解消小一プロブレム、中一ギャップの解消小一プロブレム、中一ギャップの解消

■■■■福岡県立大学との連携充実福岡県立大学との連携充実福岡県立大学との連携充実福岡県立大学との連携充実 などなどなどなど

③学力向上に向けた取り組みについて

■先進事例等を参考に、積極的な取り組みを要望！

■非行問題への取り組み強化を要望！

▼▼▼▼議会からの主な要望▼議会からの主な要望▼議会からの主な要望▼議会からの主な要望▼


