
第６回 議会報告会

田川市議会

TAGAWA  CITY  COUNCIL



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

※※※※重要課題重要課題重要課題重要課題

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見える見える見える

ようにするようにするようにするようにする

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％



  

二元代表制のイメージ二元代表制のイメージ

市　民

議　会 市　長

互いに独立・対等互いに独立・対等

選挙で選ぶ選挙で選ぶ選挙で選ぶ選挙で選ぶ

予算・条例案を提案予算・条例案を提案予算・条例案を提案予算・条例案を提案

意思決定意思決定意思決定意思決定

市長も議員も選挙で選ばれる。市長も議員も選挙で選ばれる。市長も議員も選挙で選ばれる。市長も議員も選挙で選ばれる。

どちらも市民の代表。どちらも市民の代表。どちらも市民の代表。どちらも市民の代表。

二元代表制二元代表制二元代表制二元代表制

市長 は 議会に市長 は 議会に市長 は 議会に市長 は 議会に

議案（予算や条例）を提案

議会の役割

議会は 議会は 議会は 議会は 市の意思を最終決定



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う健議会と市長が、二元代表制のもとで善政を競い合う健議会と市長が、二元代表制のもとで善政を競い合う健議会と市長が、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、田川市の意思決定を最良の全な緊張関係よってこそ、田川市の意思決定を最良の全な緊張関係よってこそ、田川市の意思決定を最良の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。ものとする責務を果たすことができる。ものとする責務を果たすことができる。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表、　会議の原則公開、議案に対する議員の賛否の公表、　会議の原則公開、議案に対する議員の賛否の公表、　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）、議会報告会の開催インターネット中継（生中継・録画）、議会報告会の開催インターネット中継（生中継・録画）、議会報告会の開催インターネット中継（生中継・録画）、議会報告会の開催

「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

◎◎◎◎議員研修の実施の実施の実施の実施

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

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

◎◎◎◎議案に対する議員の議案に対する議員の議案に対する議員の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常任委員会における議案や説明常任委員会における議案や説明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般質問における一般質問における一般質問における一問一答方式の導入の導入の導入の導入

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

◎◎◎◎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



  

① 中学校の再編について

② 学力向上に向けた取り組み

総務文教委員会からの報告

教　育　施　策



  

中学校の再編

▼　教育委員会の動き　▼

平成平成平成平成平成平成平成平成2525年９月年９月年９月年９月年９月年９月年９月年９月

　田川市立学校 　田川市立学校 　田川市立学校 　田川市立学校 校区再編基本方針    をををを決定決定決定決定

■■■■校数を２中学校あるいは３中学校を基本校数を２中学校あるいは３中学校を基本校数を２中学校あるいは３中学校を基本校数を２中学校あるいは３中学校を基本

平成平成平成平成平成平成平成平成2626年９月年９月年９月年９月年９月年９月年９月年９月

　新中学校創設基本計画のののの策定方針をををを決定決定決定決定

■■■■新中学校のあり方に関する審議会の設置の設置の設置の設置

■■■■適正配置の校数は適正配置の校数は適正配置の校数は適正配置の校数は２校 ２校 ２校 ２校 ２校 ２校 ２校 ２校 を基本を基本を基本を基本

■■■■新中学校の校区境界線は現小学校区の境界線に沿う新中学校の校区境界線は現小学校区の境界線に沿う新中学校の校区境界線は現小学校区の境界線に沿う新中学校の校区境界線は現小学校区の境界線に沿う



  

田川市新中学校創設基本計画決定

までのスケジュール

ＨＨＨＨＨＨＨＨ2727年３月　年３月　年３月　年３月　年３月　年３月　年３月　年３月　新中学校のあり方に関する審議会 【中間答申】新中学校のあり方に関する審議会 【中間答申】新中学校のあり方に関する審議会 【中間答申】新中学校のあり方に関する審議会 【中間答申】

ＨＨＨＨＨＨＨＨ2727年６月　年６月　年６月　年６月　年６月　年６月　年６月　年６月　第１回 住民説明会 第１回 住民説明会 第１回 住民説明会 第１回 住民説明会 【再編の目的について】【再編の目的について】【再編の目的について】【再編の目的について】

ＨＨＨＨＨＨＨＨ2828年３月以降年３月以降年３月以降年３月以降年３月以降年３月以降年３月以降年３月以降　　　　　　　　住民説明会　【最終答申前】住民説明会　【最終答申前】住民説明会　【最終答申前】住民説明会　【最終答申前】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新中学校のあり方に関する審議会新中学校のあり方に関する審議会新中学校のあり方に関する審議会新中学校のあり方に関する審議会【【【【最終答申】】】】　　　　

ＨＨＨＨＨＨＨＨ2828年９月年９月年９月年９月年９月年９月年９月年９月　　　　新中学校創設基本計画（案）策定新中学校創設基本計画（案）策定新中学校創設基本計画（案）策定新中学校創設基本計画（案）策定　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　議会説明・住民説明会　【計画案について】議会説明・住民説明会　【計画案について】議会説明・住民説明会　【計画案について】議会説明・住民説明会　【計画案について】

ＨＨＨＨＨＨＨＨ2929年３月年３月年３月年３月年３月年３月年３月年３月　　　　新中学校創設基本計画決定

　　　　　　　　議会説明　＞　　　　　　　　　議会説明　＞　　　　　　　　　議会説明　＞　　　　　　　　　議会説明　＞　議会の合意が必要が必要が必要が必要



  

学力向上学力向上学力向上学力向上学力向上学力向上学力向上学力向上にに向向けたけた取取りり組組みみ



  

田川市の学力

地　区地　区

国　語 算　数 理　科

備　考備　考備　考備　考備　考備　考備　考備　考

Ａ Ｂ Ａ Ｂ

全　国全　国全　国全　国 70.0 65.4 75.2 45.0 60.8

福岡県福岡県福岡県福岡県 69.8 65.1 74.7 44.2 59.5

筑　豊筑　豊筑　豊筑　豊 67.5 61.1 72.6 41.6 55.4

田川市田川市田川市田川市 64.7 56.1 69.2 37.2 51.2

全国差全国差全国差全国差 ▲5.3 ▲9.3 ▲6.0 ▲7.8 ▲9.6

県　差県　差県　差県　差 ▲5.1 ▲9.0 ▲5.5 ▲7.0 ▲8.3

筑豊差筑豊差筑豊差筑豊差 ▲2.8 ▲5.0 ▲3.4 ▲4.4 ▲4.2

平成27年度 全国学力・学習状況調査結果 小学校



  

田川市の学力

地　区

国　語 数　学 理　科理　科理　科理　科

備　考

Ａ Ｂ Ａ Ｂ

全　国全　国全　国全　国 75.8 65.8 64.4 41.6 53.0

福岡県福岡県福岡県福岡県 74.6 64.5 62.2 39.8 51.3

筑　豊筑　豊筑　豊筑　豊 69.5 58.8 55.0 32.5 43.6

田川市田川市田川市田川市 67.9 55.6 52.7 30.2 41.7

全国差全国差全国差全国差 ▲7.9 ▲10.2 ▲11.7 ▲11.4 ▲11.3

県　差県　差県　差県　差 ▲6.7 ▲8.9 ▲9.5 ▲9.6 ▲9.6

筑豊差筑豊差筑豊差筑豊差 ▲1.6 ▲3.2 ▲2.3 ▲2.3 ▲1.9

平成27年度 全国学力・学習状況調査結果 中学校



  

学力向上に向けた取り組み

■ 小学校の少人数学級、中学校の少人数学習指導

■ 中学生対象の「土曜数英まなび塾」

■ 指導力向上を図るための教員研修

■ 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

■ 福岡県立大学・青山学院大学との連携　など

■ 先進事例を参考に積極的な取り組み

■ スクールソーシャルワーカーの増員

■ 教員の指導力強化

▼議会からの主な要望▼



  

ＩＣＴ教育

行政視察



  

大型モニターを

使った授業



  

タブレット型パソコン

を使った授業

コミュニケーション能力

自分の考えを伝える力

を養う

調 べ る

振り返る

繰り返す

自分の考えと

他人の考えを

比べる



 



  

厚生委員会からの報告

地域包括ケア



  

地域包括ケアについて

◆◆◆◆背景１背景１背景１背景１

日本は、諸外国に例をみないスピードで高齢化が　

進行しています。

平成３７年（１０年後）には３人に１人が６５歳以上３人に１人が６５歳以上３人に１人が６５歳以上３人に１人が６５歳以上、　

５人に１人が７５歳以上５人に１人が７５歳以上５人に１人が７５歳以上５人に１人が７５歳以上となります。

◆背景２

今後、高齢化が進むと医療や介護を必要とする方医療や介護を必要とする方医療や介護を必要とする方医療や介護を必要とする方

がますます増加がますます増加がますます増加がますます増加します。

現在の医療・介護サービスの提供体制のままでは　

十分に対応できないと見込まれています。



  

◆◆◆◆背景３背景３背景３背景３

厚生労働省は、平成３７年を目途に、

高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的で、

可能な限り住み慣れた地域で可能な限り住み慣れた地域で可能な限り住み慣れた地域で可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを　自分らしい暮らしを　自分らしい暮らしを　自分らしい暮らしを　

人生の最後まで続けることができる人生の最後まで続けることができる人生の最後まで続けることができる人生の最後まで続けることができるよう、

地域の包括的な支援・サービス提供体制、いわゆる

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構築を推進しています。

地域包括ケアについて



  

病院・かかりつけ医など

医療医療医療医療
介護介護介護介護

生活介護・介護予防生活介護・介護予防生活介護・介護予防生活介護・介護予防

住まい住まい住まい住まい

在宅系サービス在宅系サービス在宅系サービス在宅系サービス

施設・住居系サービスなど施設・住居系サービスなど施設・住居系サービスなど施設・住居系サービスなど

●

老人クラブ・自治会・ボランティアなど老人クラブ・自治会・ボランティアなど老人クラブ・自治会・ボランティアなど老人クラブ・自治会・ボランティアなど

通院・入院 通所・入所

地域包括ケアシステム

介護が必要になっても、可能な限り住み慣れた地域で自分ら

しい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、住まい・住まい・住まい・住まい・

医療・介護・予防・生活支援医療・介護・予防・生活支援医療・介護・予防・生活支援医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される地域体制。

認知症高齢者の増加が見込まれるため、地域での生活を支え

るためにも、システムの構築が重要です。



  

本市の動向と進捗状況本市の動向と進捗状況本市の動向と進捗状況本市の動向と進捗状況

本市の高齢化率は、平成27年10月１日現在、３１.１％　　

　（前期高齢者１５.３％、後期高齢者１５.８％）であり、　

　国や福岡県と比較して、かなりかなりかなりかなり高い水準で推移高い水準で推移高い水準で推移高い水準で推移しています。

本市における地域包括ケアシステムの構築に向けた取り組

みは次のようになります。

◆地域ケア会議の推進

◆在宅医療・介護連携の推進

◆認知症施策の推進

◆生活支援・介護予防サービス基盤整備

◆介護予防の推進



  

【見守り部会見守り部会見守り部会見守り部会】

高齢者が孤立せず、安心して生活するための見守りネット

ワークの構築及び生活支援サービスの創生を検討。

地域包括ケア会議の推進地域包括ケア会議の推進地域包括ケア会議の推進地域包括ケア会議の推進

～　見守り部会と包括ケア部会の２部会制　～

様々な地域課題をもとに地域づくりや政策形成について検討

【包括ケア部会】

医療・介護・保健に関する専門職が集い、主に地域の　　

医療・介護の連携推進及び介護予防の推進を検討。



  

見守り部会 包括ケア部会

委員構成組織 委員構成組織

福岡県立大学（２名） 田川医師会（２名）

田川市社会福祉協議会 福岡県田川保健福祉事務所

田川市民生委員児童委員協議会 田川市立病院

田川市区長会 福岡県立大学（２名）

田川市老人クラブ連合会 田川歯科医師会

田川市地域活動活性化協議会 田川薬剤師会

田川地区消防本部 田川訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ連絡協議会

福岡県田川警察署 福岡県介護支援専門員協会

総 務 課 福岡県理学療法士会

生涯学習課 福岡県作業療法協会

安全安心まちづくり課 福岡県栄養士会



  

資源を調査後、Ｈ２７年３月に冊子「在宅療養のしおり在宅療養のしおり在宅療養のしおり在宅療養のしおり」を

作成し、市のホームページ等に掲載するなどで情報提供。

　　

★ 在宅療養のしおり

　疾病を抱えても、高齢者ご本人と家族、医療・介護関係者が

　協力しながら、自宅等の住み慣れた生活の場で療養し、

　自分らしい生活を続けるため、地域における在宅医療・介護の

　相談場所や在宅療養を支える機関等をわかりやすく紹介。　　

　　

～　地域の医療・介護サービス資源の把握　～

在宅医療・介護連携の推進

※ 各機関の概要・連絡先や提供可能な医療・介護に関するサービス

　　（往診・24時間対応など）について掲載。

　　　　　　



  

　　◆高齢者等徘徊ＳＯＳネットワーク事業

【連絡会議】：行方不明者発生時の対応方法等についての実務者会議

　　参加団体 ⇒ 田川警察署 ・ 田川市社会福祉協議会 ・ 田川市参加団体 ⇒ 田川警察署 ・ 田川市社会福祉協議会 ・ 田川市参加団体 ⇒ 田川警察署 ・ 田川市社会福祉協議会 ・ 田川市参加団体 ⇒ 田川警察署 ・ 田川市社会福祉協議会 ・ 田川市

徘徊が気になる高齢者等の方を事前登録　（現在１０名）

田川市　健康福祉課田川市　健康福祉課田川市　健康福祉課田川市　健康福祉課 田川市地域包括支援センター田川市地域包括支援センター田川市地域包括支援センター田川市地域包括支援センター

行方不明になったら家族等が警察に捜索願を提出

市　に　連　絡市　に　連　絡市　に　連　絡市　に　連　絡

田川市 安全安心まちづくり課田川市 安全安心まちづくり課田川市 安全安心まちづくり課田川市 安全安心まちづくり課 健康福祉課・包括支援センター健康福祉課・包括支援センター健康福祉課・包括支援センター健康福祉課・包括支援センター

捜　索　活　動捜　索　活　動捜　索　活　動捜　索　活　動

防災メール・まもるくん防災メール・まもるくん防災メール・まもるくん防災メール・まもるくん 関係団体に協力依頼関係団体に協力依頼関係団体に協力依頼関係団体に協力依頼 地域ほっとネットワークの協力地域ほっとネットワークの協力地域ほっとネットワークの協力地域ほっとネットワークの協力

認知症施策の推進



  

◆認知症サポーター養成講座

　講座時間　９０分　（講話 と ミニワーク）

　田川市では平成２４年から開始。

　平成２８年２月１５日時点で ２２２２,,,,３９１人３９１人３９１人３９１人 。

認知症サポーターとは・・

講座を通じて、認知症の正しい知識と対応方法を学び、

自分のできる範囲で認知症の人や家族を応援する支援者。

認知症施策の推進

　　このほか、認知症ケア向上推進事業認知症ケア向上推進事業認知症ケア向上推進事業認知症ケア向上推進事業としては、

            認知症相談会認知症相談会認知症相談会認知症相談会 や 認知症カフェ認知症カフェ認知症カフェ認知症カフェなども実施。



  

厚生委員会における要望

地域包括ケアシステムのうち、「住まい」の部分に

関して、市営住宅なども含めた住宅政策との

関連について検討を深めるよう要望しています。



 

建設経済委員会からの報告

雇 用 対 策



  

 ① 現状と課題

全国的に経済状況や雇用情勢については、 
緩やかな回復が続くなか、
⽥川地区の有効求⼈倍率は 全国平均 及び 
福岡県平均を大きく下回っている。
⽥川地区では、依然として厳しい雇用情勢
が続いている。



  

 ② 有効求⼈倍率の推移
年 度 全 国 福岡県 筑 豊 ⽥川地区

H１９ １．０２ ０．８０ ０．５９ ０．６４

H２０ ０．７７ ０．５８ ０．５１ ０．５４

H２１ ０．４５ ０．４１ ０．３５ ０．３３
H２２ ０．５６ ０．５０ ０．４８ ０．４５

H２３ ０．６８ ０．６０ ０．５３ ０．４７

H２４ ０．８２ ０．７２ ０．６０ ０．５０

H２５ ０．９７ ０．８３ ０．６７ ０．５７

H２６ １．１１ １．００ ０．７５ ０．６２

H27(11月) １．２５ １．２１ ０．９５ ０．８４



 

 ② 有効求⼈倍率の推移



  

 ③ これまでの主な雇用対策
▶緊急雇用創出事業の実施
 離職した失業者等の雇用機会を創出するため、本市の実情や
創意⼯夫に基づき、雇用の受け皿を創り出す事業を⾏った。 

✔ 緊急雇用事業

  失業者等の一時的な雇用・就業機会を創る。 

✔ 起業支援型地域雇用創造事業

  地域に根ざした事業の起業等を支援。

✔ 地域⼈づくり事業

  若者、⼥性、⾼齢者等の就職等の促進を支援。

  企業における⼈材育成、販路拡大等の取組を支援。  など



  

 ③ これまでの主な雇用対策
緊急雇用創出事業実績

年度 事業数 新規雇用者数
Ｈ21年 ２６事業 ８６名
Ｈ22年 １６事業 ９１名
Ｈ23年 ２３事業 １６７名
Ｈ24年 １０事業 ５１名
Ｈ25年 ９事業 ３２名
Ｈ26年 ８事業 １９名
Ｈ27年 ４事業 ９名



  

年度 申請
回数 助成⾦額

Ｈ22年 242件 4,677,764円
Ｈ23年 272件 5,200,749円
Ｈ24年 226件 5,085,922円
Ｈ25年 208件 3,992,257円
Ｈ26年 200件 3,571,977円

年度
申請
回数 助成⾦額

Ｈ22年 165件 1,732,147円
Ｈ23年 213件 2,286,470円
Ｈ24年 145件 1,544,205円
Ｈ25年 146件 1,678,398円
Ｈ26年 128件 1,228,556円



  

 ④ 地⽅創⽣総合戦略

基本目標
 安定した雇用の場を創出する
数値目標

 新規雇用創出数１５０⼈

 （平成３２年までの累計）



  

 ④ 地⽅創⽣総合戦略
●具体的な施策
 ① 観光の振興
 ② スポーツ合宿の誘致
 ③ 福岡県⽴大学と企業の連携
 ④ ６次産業化等の推進
 ⑤ 就業に関する意識・技能向上のための研修事業 
 ⑥ 企業誘致・育成の推進
 ⑦ 創業支援の推進

計画期間：平成２７〜３１年度までの５年間



  

 ⑤ 雇用対策奨励制度の創設
  （新年度予算）

▶⽥川市正規雇用転換奨励⾦

非正規雇用の市⺠を正規雇用へ転換した

市内事業者に奨励⾦を交付するもの。

正規雇用に転換して１年経過後

事業者に１⼈につき１０万円を交付



  

 ⑤ 雇用対策奨励制度の創設
  （新年度予算）

▶⽥川市ふるさと就職奨励⾦
Ｕ・Ｉターン者の定住を奨励するため、
市内に定住、かつ市内事業者に正規雇用される
という要件を満たした場合に奨励⾦を交付する。
就職・定住の１年経過後、年１２万を最⻑３年間
にわたり交付。１⼈につき最大３６万円



  

 ⑥ 今後の論点

本市の⼈口分析では、２０歳代の転出が
極めて多く、就職を機に転出していると

推測される。

特に若年求職者が就業しやすい環境をつくる
ため、新たな雇用の場の創出について
議論を深めていかなければならない。



  

意見交換


