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第７回 議会報告会

田川市議会

TAGAWA  CITY  COUNCIL
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【憲法にて】憲法にて】憲法にて】憲法にて】

第92条 

地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に

基いて、法律でこれを定める。

第93条 

地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関と

して議会を設置する。

〇２　地方公共団体の長、その議会の議員議員議員議員及び法律の定めるその

他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する住民が、直接これを選挙する住民が、直接これを選挙する住民が、直接これを選挙する。

※地方における政治と行政を、国から独立した地方公共団体の手

にゆだね（これを「団体自治」という）、かつ、その地域の住民

の意思に基いて処理させる（これを「住民自治」という）という

地方自治の原則を、日本国憲法では「地方自治の本旨」と称して

いる。

地方議会とは地方議会とは地方議会とは地方議会とは
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【地方自治法にて】にて】にて】にて】

第八十九条

　普通地方公共団体に議会を置く。

第九十一条

　市町村の議会の議員の定数は、条例で定める。

第九十六条

　普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなけれ

ばならない。 

　一 　条例を設け又は改廃すること。

　二 　予算を定めること。

　三 　決算を認定すること。

　四～十五　　その他議決事項が定められている。 

地方議会とは地方議会とは地方議会とは地方議会とは
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二元代表制のイメージ二元代表制のイメージ

（政党、団体、業界、一般市民など）

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

地方議会の役割

議会は 議会は 議会は 議会は 市の意思を最終決定
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①地方財源

　国費（交付税・補助金）、県費、市税等

　　　

　⇒ 市税等は全収入の約三割 ＝ 三割自治

②市の広聴システムの整備

　市長は直接市民の意見が聞ける

　⇒ 公聴会、諮問委員会、　　　　　　　

　 　審議会

地

方

議

会

不

要

論

地方議会に対する声（例）地方議会に対する声（例）地方議会に対する声（例）地方議会に対する声（例）
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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
平成２３年度より施行平成２３年度より施行平成２３年度より施行平成２３年度より施行

予算の議決･条例の制定、

行政の監視　+　政策立案
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（議会の活動原則）（議会の活動原則）（議会の活動原則）（議会の活動原則）

第３条 議会は、次の各号に掲げる原則に基づき活動しなければならない。

⑴ 公正性、透明性及び信頼性公正性、透明性及び信頼性公正性、透明性及び信頼性公正性、透明性及び信頼性を重視し、市民に開かれた議会開かれた議会開かれた議会開かれた議会を目指すこと。

⑵ 議決責任を深く認識し、市民に対して積極的な情報公開情報公開情報公開情報公開に取り組むとともに、説明責任

を果たすこと。

⑶ 市民の多様な意見を把握し、独自の政策立案及び政策提言独自の政策立案及び政策提言独自の政策立案及び政策提言独自の政策立案及び政策提言に取り組むこと。

⑷ 市民の負託に応え、開かれた議会を実現するため、継続的に議会改革を推進していくこ

と。・・・・・・

（議会報告会）（議会報告会）（議会報告会）（議会報告会）

第８条 議会は、市政の課題全般に柔軟に対処するため、議員及び市民が自由に情報、意

見を交換する議会報告会議会報告会議会報告会議会報告会を年１回以上開催するものとする。

（執行機関の監視及び評価）（執行機関の監視及び評価）（執行機関の監視及び評価）（執行機関の監視及び評価）

第１１条 議会は、執行機関の事務の執行が、適正かつ公平、効率的に行われているかどう

かを常に監視し、及び評価するとともに、必要に応じ市長等に対し適正な措置を講じる

ことを促し、又は代案を提案するものとする。

田川市議会基本条例（平成２３年度より施行）田川市議会基本条例（平成２３年度より施行）田川市議会基本条例（平成２３年度より施行）田川市議会基本条例（平成２３年度より施行）
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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

　　　※政務調査費は平成23年度より廃止済
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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

26％

不満である

20％

わからない

　32％

無回答

22％

前回議会報告会時（Ｈ２７）前回議会報告会時（Ｈ２７）前回議会報告会時（Ｈ２７）前回議会報告会時（Ｈ２７）

満足している

18％

不満である

16％

わからない

　53％

無回答

13％
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さらなる議会改革を

◎◎◎◎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

調査・視察・議員研修調査・視察・議員研修調査・視察・議員研修調査・視察・議員研修

◎◎◎◎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

　　　　二元代表制の両輪の一つとして二元代表制の両輪の一つとして二元代表制の両輪の一つとして二元代表制の両輪の一つとして

政策立案能力の向上政策立案能力の向上政策立案能力の向上政策立案能力の向上
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総務文教委員会からの報告①

中 学 校 給 食
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中学校給食の実施

〔現状〕

　　　　猪位金学園（小・中一貫校）のみ実施（Ｈ猪位金学園（小・中一貫校）のみ実施（Ｈ猪位金学園（小・中一貫校）のみ実施（Ｈ猪位金学園（小・中一貫校）のみ実施（Ｈ26262626年４月開校）年４月開校）年４月開校）年４月開校）

〔平成２９年４月～〕

　　　　　　　　市立中学校（全７校）における中学校給食の開始を決定市立中学校（全７校）における中学校給食の開始を決定市立中学校（全７校）における中学校給食の開始を決定市立中学校（全７校）における中学校給食の開始を決定市立中学校（全７校）における中学校給食の開始を決定市立中学校（全７校）における中学校給食の開始を決定市立中学校（全７校）における中学校給食の開始を決定市立中学校（全７校）における中学校給食の開始を決定

※実施方法…ランチボックス方式

　議会においては、　議会においては、　議会においては、　議会においては、　議会においては、　議会においては、　議会においては、　議会においては、平成平成平成平成平成平成平成平成2828年６月定例会年６月定例会年６月定例会年６月定例会年６月定例会年６月定例会年６月定例会年６月定例会でででででででで

　　「中学校給食調理業務委託料」などを含む

　　補正予算を可決可決可決可決
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ランチボックス方式とは

①衛生管理を考慮し、調理事業者の調理場で

　ランチボックスを１０℃以下に冷却した後、

　各中学校へ配送する。

②各中学校の配膳室で再加熱し、生徒に提供

　する。

　　汁物、おかわり用のご飯は、保温食缶で

　配送する。
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ランチボックス⽅式による給⾷（例）

※給⾷費の保護者負担分は、猪位⾦学園の分を基準と予定。
（参考 今年度 … １⾷２７９円、⽉４，６４０円）
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給⾷実施による効果

● 学校における食育の推進食育の推進

● 同じ給食を食べることによる連帯感の醸成連帯感の醸成

● 栄養バランス栄養バランスのとれた昼食による学習意欲の向上学習意欲の向上

● 共働き世帯やひとり親世帯等の増加に伴う負担の軽減負担の軽減

● 弁当を持参できない生徒弁当を持参できない生徒への昼食の提供

● 生活習慣の乱れ等に伴う朝食の欠食対策朝食の欠食対策

 教育的な側面のほか、子育て支援や福祉的な
側面もある。
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総務文教委員会からの報告②

学 力 向 上
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　　　　　　　　　田川市の学力～前年度報告分～

地　区地　区

国　語 算　数

Ａ Ｂ Ａ Ｂ

全　国全　国全　国全　国 70.0 65.4 75.2 45.0

福岡県福岡県福岡県福岡県 69.8 65.1 74.7 44.2

田川市田川市田川市田川市 64.7 56.1 69.2 37.2

全国差全国差全国差全国差 ▲5.3 ▲9.3 ▲6.0 ▲7.8

県　差県　差県　差県　差 ▲5.1 ▲9.0 ▲5.5 ▲7.0

平成27年度 全国学力・学習状況調査結果 【小学校】
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　　　　　　　　　田川市の学力～前年度報告分～

地　区

国　語 数　学

Ａ Ｂ Ａ Ｂ

全　国全　国全　国全　国 75.8 65.8 64.4 41.6

福岡県福岡県福岡県福岡県 74.6 64.5 62.2 39.8

田川市田川市田川市田川市 67.9 55.6 52.7 30.2

全国差全国差全国差全国差 ▲7.9 ▲10.2 ▲11.7 ▲11.4

県　差県　差県　差県　差 ▲6.7 ▲8.9 ▲9.5 ▲9.6

平成27年度 全国学力・学習状況調査結果 【中学校】
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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

新たに今年度から実施しているもの

小学校　隂山メソッド

※ 百マス計算で知られる 隂山英男 先生

　による学習法

　　　　　　　　　　　　　　　　

→ 読み・書き・計算の徹底反復

 例　朝学習での音読・速読(脳を活性化)や

　　百マス計算、漢字ドリルなど
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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

新たに今年度から実施しているもの

中学校　小河(おごう)式

　　　　　　　　

→ 子どもの実態把握による

　　　 基礎基本の繰返し指導

　　　　例　朝学習の音読・速読や百マス計算

　　　 小河式つまづき調査の実施(7・12月)
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全国学力・学習状況調査結果（Ｈ26～28）

～平成２８年１１月～平成２８年１１月～平成２８年１１月～平成２８年１１月24242424日 総務文教委員会　事務報告分～日 総務文教委員会　事務報告分～日 総務文教委員会　事務報告分～日 総務文教委員会　事務報告分～

Ｈ 26 年度 Ｈ 27 年度 Ｈ 28 年度

-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0

全国平均との比較（小学校）

国語Ａ

国語Ｂ

算数Ａ

算数Ｂ

Ｈ 26 年度 Ｈ 27 年度 Ｈ 28 年度

-25

-20

-15

-10

-5

0

全国平均との比較（中学校）

国語Ａ

国語Ｂ

数学Ａ

数学Ｂ

小学校

平成２７年度平成２７年度平成２７年度平成２７年度 平成２８年度平成２８年度平成２８年度平成２８年度

Ａ Ｂ Ａ Ｂ

国

　

語

全 国全 国全 国全 国 70.0 65.4 72.9 57.8

田川市田川市田川市田川市 64.7 56.1 66.1 52.9

全国差全国差全国差全国差 ▲5.3 ▲9.3 ▲6.8 ▲4.9

算

　

数

全 国全 国全 国全 国 75.2 45.0 77.6 47.2

田川市田川市田川市田川市 69.2 37.2 75.4 43.8

全国差全国差全国差全国差 ▲6.0 ▲7.8 ▲2.2 ▲3.4

中学校

平成２７年度平成２７年度平成２７年度平成２７年度 平成２８年度平成２８年度平成２８年度平成２８年度

Ａ Ｂ Ａ Ｂ

国

　

語

全 国全 国全 国全 国 75.8 65.8 75.6 66.5

田川市田川市田川市田川市 67.9 55.6 70.7 56.6

全国差全国差全国差全国差 ▲7.9 ▲10.2 ▲4.9 ▲9.9

数

　

学

全 国全 国全 国全 国 64.4 41.6 62.2 44.1

田川市田川市田川市田川市 52.7 30.2 52.3 35.1

全国差全国差全国差全国差 ▲11.7 ▲11.4 ▲9.9 ▲9.0
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青山学院大学との連携事業

（平成27年12月に包括連携協定を締結）

★教員の英語力向上

　　小学校の外国語活動担当教員、

　　中学校の英語教員　の研修

★共同研究

　◎英語教育小中一貫プログラム、副教材の作成等

　◎新教材の開発・研究の進化


