
市民から出された意見等

7件
意見 回答

1 直営でのごみ収集は、今後も継続していくのか。 計画に沿って民営化に向けた取り組みを進めていきたい。

2
新たなごみ処理施設の稼働までに現行の施設は持ちこたえられるのか。政策を進
めるに当たっては民間の意見をしっかり取り入れてほしい。

過去、市民や有識者が参画した審議会で話し合った意見を市として提出していきたい。また、ごみの減量化については、市独
自の政策を進めていきたい。
なお、現行のごみ処理施設については、新たなごみ処理施設が稼働するまで、毎年調査しながら計画的に整備していく予定
である。

3
近隣の自治体、例えば大木町などではごみの収集は無料だと思うが、市の方向性
を教えてほしい。

ごみ袋は購入してもらっているが収集は無料で行っている。し尿処理の処理料は、全市町村で同額になるよう論議していく。な
お、現在の処理料はほぼ同額である。

4 プラスティックごみの収集日を増やしてほしい。 検討する。

5
し尿処理施設のイメージアップにつなげるため、アンモニアから燃料電池車の水素
を製造する技術をし尿処理施設に活用してはどうか。

これからの議論の場で提案していきたい。

6
ごみ処理を広域化した場合の予算削減額は減価償却するのか、一般財源になるの
か。

効果としては、一般財源に取り込む形になる。

7 ごみ処理施設とし尿処理施設の整備にかかる経費を教えてほしい。
ごみ処理施設が190億円、し尿処理施設が110億円、合計300億円である。そのうち100億円を国からの交付金で賄い、残りの
200億円を構成自治体で負担する。糸田町を除く７市町村が過疎地域に指定されており、過疎対策事業債という有利な地方
債が活用できるためこれを活用する。それ以外の費用は、ごみ焼却施設建設などのための基金を使い賄う予定である。

3件
意見 回答

1
ランチボックスの手法は良いと思う。中学校再編で市内１中学校として、給食も自校
方式にし、栄養バランスを考えた食事を提供することで健康増進・医療費抑制も図
ることができる。

意見のみ

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。

14件
意見 回答

1
ボランティア参加者にクーポン券を渡すなど、インセンティブを与えて活性化させた
方が良い。

意見のみ

2 市内いっせい清掃を年に２回できないか。
春と秋にできないかと考えている。市長の独断でできるものではないので、方向性を打ち出して議論し、良いということになれ
ば進めていきたい。

3
市内いっせい清掃への子どもの参加の推進と回数の増加（１回を2回に）を検討して
ほしい。

いっせい清掃の回数を増やすことは自分も考えている。関係機関と調整しながら、できれば2回実施したい。

4
市内いっせい清掃への子どもの参加は、ふるさとを愛する心を育むなど教育の一環
として位置づけられると思う。

子どもたちの参加が増えるように積極的に働きかけたい。

5 ボランティア活動における市と社会福祉協議会との関係性、整合性がわからない。
社会福祉協議会が管轄するボランティアと市のボランティアセンターが行うものは若干意味合い、形が異なっていると考えてい
る。しかし、社会福祉協議会とも連携を図りながら進めていくことは可能である。

6 5,000人ボランティアは、どういったボランティアがあるのか。
市にボランティアセンター準備室を設置した。今後は説明会（11月）、受付（12月）を経て、来年の8月を目途にボランティアセ
ンターの立ち上げを予定している。ボランティアは、清掃、福祉、観光などさまざまな分野がある。また、市内で映画の撮影をす
る場合のエキストラもボランティアで対応できると考えている。

7
夏吉ロマンスが丘周辺の草刈りなどは地域で行っているが、登山道に続く市道は舗
装が悪く、木が倒れかかっているところもあるため、整備してほしい。

草刈りなどのご協力はありがたい。私が進める5,000人ボランティアの先駆けとなる例。道路整備は行政の責務と考えるので早
急に検討して整備したい。

8
東町から伊田中学校への通学路が整っておらず非常に危険な状態である。危険の
ない通学路になるよう、対応を検討してほしい。

当該通学路は、既に福岡県が対応を始めており、両側の家を買収して工事に入る予定になっているため、今後改善されてい
く見通しである。

9
香春町から大任町に走る３２２号線を整備して、工業団地へ向かうトレーラーが走り
やすいようにしてもらえないか。

３２２号線については香春町の山小屋までは平成３０年までに開通し、その先も含め平成３２年までには全面開通の予定であ
る。

10
地域にある公園整備はどうしているか。大藪信号付近の公園の管轄地区はどこにな
るのか。

都市公園は田川市が管理し、児童公園は地域に管理をお願いしている。場所を調べてから連絡したい。

11
松原のコスモスの近所に草が生い茂っている。地域の人にきちんと管理するよう指
導してほしい。

場所を調べてしっかりとした指導をしていきたい。

12
田川地区消防署の下、桜町に抜ける通りに雑草が生い茂っており自転車が通りにく
い。整備してほしい。

該当場所は雑草が生い茂り通行しにくくなりがちな部分。先日の市内いっせい清掃時に職員がボランティアで草刈りを行っ
た。定期的に市職員ボランティアで清掃活動の取り組みを進めていきたい。

13
田川小学校前歩道橋のところの土手が崩れたまま放置されている。整備してほし
い。

該当場所は市道ではなく、所管は福岡県県土整備事務所になる。市としても早期に対応するよう県土整備事務所に要望して
いきたい。

14
丸山公園、成道寺公園の整備に関しては高い効果は見込めないのではないか。
もっとやるべきことがあるのではないかと思う。

潤沢な資金があるわけではないが、知恵を絞りながら特色ある公園をつくりたい。訪れてその場所にいるだけで楽しい場所を
つくりだせれば、市外からも多くの人に来ていただけると信じている。そのためにも内容等しっかり検討しながら進めていきた
い。また、一方で経済投資の観点、土木業等に仕事を創出するという意味合いもある。市内企業の活性化にもつなげていきた
い。

ア　ごみ焼却施設・し尿処理施設

イ　中学校給食

ウ　美しいまちづくり
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市民から出された意見等

9件
意見 回答

1
教育環境、医療環境などの生活環境を整備し、あわせてレベルの高い実業系の高
等学校を整備することで人材と企業の繋がりをつくるべき。また、平成筑豊鉄道にハ
イブリッド鉄道車両を走らせるなどして、企業との連携を深めてはどうか。

意見のみ

2
これまで市として三井にかなり貢献してきた経緯があるので、三井グループを対象
に企業誘致活動できないか。

十分に検討して、可能性があるのであれば考えていきたい。

3 旧猪位金小学校の跡地は、敷地を含め全体的にはどう管理していくのか。
現在、教育委員会から産業振興課に移管し、市長部局で管理している。受託業者の提案では、まずは校舎を活用して音楽拠
点施設を展開し、将来的にはグラウンドをオートキャンプ場にするなどの方向性が出されている。今後、受託業者と市で協議し
ながら進めていく。

4
白鳥工業団地にある、ごみ焼却施設の建設予定地だった区画はどうなっているの
か。

工業団地の空き区画として、企業誘致に活用していく。

5
旧猪位金小学校の活用について、受託業者から使用料や担保となる敷金などを徴
収するのか。

企業を育成していくという意味で、初期段階でうまく経営ができるよう市として協力するためにも、使用料等は徴さない。また、
電気代などの維持管理費用も市で負担する。早期に撤退することのないよう、提出された事業計画をしっかり見極めて選定し
た。事業失敗しないように、側面からも応援していきたい。

6 加速化交付金とテレワーク事業の交付金は返還しなくてもよいのか。 いい。

7 かながわ牛にもっと光を当てるべき。 補助金も出しているが、生産者を増やすことはなかなか困難。新規就農を考えている人がいたら支援していきたい。

8
適地適作を念頭にマーケティング調査を行い、パプリカを栽培することで、収入増
につながるのかどうかを調査してほしい。

田川産のパプリカは、海外も含め他地区と比べても高品質であると思う。ブランディング協会とも連携しながら、後継農家を育
成していきたい。

9
パプリカの生産や品種改良は市で促進しているのか。あまり進展しているように感じ
られない。

本市のパプリカの生産者は1人で、高齢であることから、その方からノウハウを受け継いでいくため、企業とのタイアップや後継
人材の確保などを進めているところである。また、パプリカだけではなく、オリーブの生産にも力を入れていきたいと考えてい
る。九州ではオリーブの生産を始めている自治体が多く、自治体間の連携を深めつつオリーブの生産を進めていくため、先進
地である鹿児島県を視察する予定である。

17件
意見 回答

1
朝早くから夜遅くまで多忙を極めている状態で、学校の先生は、市長の公約に沿う
仕事ができるのか。

【教育長】
教育現場には多くの課題があり、先生方の疲労は十分承知しているが、仕事の無駄をなくし、スクールソーシャルワーカーや
関係機関との連携、ICTの導入などにより業務の負担を軽減するための措置も同時に講じていきたい。

2
旧猪位金小学校の整備に国から6,500万円の補助があると説明があったが、その一
部を木村厚太郎さんの活動費に充ててほしい。

国の補助金は旧猪位金小学校の整備に対するものであるため、他の内容には使うことはできない。木村さんの活動について、
芸術教育アドバイザーとしてのものは予算化しているので活動費として提供する予定。その他の部分は議論していきたい。

3
幼保から高校まで支援するシステムは、市内限定のものなのか、市外への進学者も
含めたものなのか。

【教育長】
市内の子どもたちを中心に実施するｌことを考えている。先進事例に学びながら、子どもたちが自立するまでの支援・見守りを
行っていけるよう取り組みを始めたところである。

4
発達障害児を放課後児童クラブで預かってもらう場合、23日～27日の日数上限が
ある。毎日預かってもらえ安心して働けるようにしてほしい。

そのような実態を踏まえて対策を講じられるよう、内部で検討していきたい。

5 教育改革の数値目標はどう設定しているのか。
【教育長】
当面は国が実施している全国学力テストで平均以上を目指したい。

6 土曜学び塾の講師を公募してほしい。
【教育長】
5,000人ボランティアでの教育ボランティアなども視野に入れながら、思いのある方々へもお願いしていきたい。

7
炭坑のことばかりではなく、それ以前の田川市の歴史や文化を掲載した冊子を作成
して、子どもたちだけではなく親世代にも配布してほしい。

【教育長】
学校ごとでは地域の歴史などを盛り込んだ冊子などをつくっている事例はあるが、市全体としては不十分だったと思う。教育振
興基本計画を策定する中で、子どもたちの社会性、人間性を育む意味でも力を入れていきたい。

8 現在の中学校統廃合の状況はどうなっているのか。

【教育長】
先日校区ごとに行った説明会でいただいた意見を含めて、再度審議会で丁寧に審議し、間もなく答申される予定。その答申を
受けて、教育委員会としての基本計画案を策定し、そこにもみなさんの意見を盛り込む形で検討し、ある程度まとまった状態
で、改めて説明会を開催したいと考えている。

9
中学校は、2校ではなく１校でもいいのではないか。また、西田川高校を福岡県立大
学の附属校にすればいいと考える。

意見のみ

10
中学校は2校ではなく1校で良い。野球場のところなど市の中心に建てることで、各
地区の建設地をめぐる紛糾が避けられる。

意見のみ

11 中学校は、みんなの納得のいく形で１か所に建ててほしい。

【教育長】
中学校統廃合問題については、校区ごとに説明会を実施してさまざまな意見を頂戴した。これらの意見をもとに再度「田川市
新中学校のあり方に関する審議会」で具体案を練り直している段階。最終的な答申をもとに、基本計画案を考え、基本計画案
ができたら住民に説明を行って意見をいただく予定。またそれらの意見をもとに案を練り直していくこととし、慎重に対応してい
きたい。

12
中学校統廃合について、２校に再編する方針を出しているが、なぜ１つにできない
のか。

【教育長】
中学校統廃合問題については、「田川市新中学校のあり方に関する審議会」で作成された案をもとに教育委員会で基本計画
案を考える予定。現在、審議段階であるため、はっきりとしたことは言えないが、もし1校にした場合、多学級になり、適正規模を
超える。2校にすれば、適正規模範囲内となるので2校という案を出した。しかしながら1校のメリットもあると思うので基本計画案
を作成する際に十分検討していきたい。

13 中学校は、1校への再編を検討してほしい。 意見のみ

14
平成18年度に学校規模適正の観点から田川中学校と中央中学校の統合が答申さ
れていたはずだが、今回、違う形になっているのはなぜか。

【教育長】
今回の方向性の根底にあるのは学校適正規模。すべてが小規模校となることから、よりよい中学校の実現を目指して審議会
で審議を重ねている。平成18年度に出された答申での田川中と中央中の統合を行ったとしても、数年後にはまた小規模校に
なってしまう可能性が高い。そのため市内2校が望ましいという形で検討しているところである。

15
中高一貫校については早急に進めてほしい。田川できちんと教育できる環境を整
えてほしい。

意見のみ

16 中高一貫校については、諸問題をきちんと進めてほしい。

中高一貫校については田川市郡全体で取り組んでいる。地域外へ通学する子どもたちを少しでも抑えようとレベルの高い進
学校の設置を考えている。この件で県知事と県教育長に対して要望書を提出した。嘉穂と同じような中高一貫校を作るより県
立大学附属高校を作ることで、その学校が良ければ県内各地から集まってくることも考えられる。新たに高校を作るのでなく、
県立大学附属にしてもらいたいというお願いをしているところ。

17 県立大学を出て、就職で田川に残るという保証があるのか。
保証はない。足かせできないけれども田川に残る人、また、よそへ出て行っても田川を応援してくれる人もいるかもしれない。そ
ういう人間を育てていくことが政策のなかで必要であると思う。田川にこのような学校があれば保護者負担の軽減（送迎や学
費、通学費等）、子どもの負担軽減（通学時間等）につながる。この中高一貫校については田川全体で進めていく政策である。

エ　新産業の創出

オ　教育改革
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市民から出された意見等

4件
意見 回答

1
子育て支援について、出生前からの支援を行ってはどうか。また、保育園、幼稚園
で様々な教育を行ってはどうか。

産前・産後のケアは重要なので、今後の子育て支援施策の議論の中に上げていきたい。

2
子育てクーポン券と出産祝い金は、母子健康手帳をもらう段階で手続きを進めるべ
き。

財源を確保することはとても大切である。昨年、出産祝い金は、第１子５万、２子１０万円、最終的に４０万円程度支給していた。
この予算をカットし、浮いた分を子育てクーポンに充てるようにした。形を変えて一時的ではなく約２年間をかけて支給するた
め、市外の方々への良いアピールにもなる。財源的にはそれほど変わるものではない。

3
子育てクーポン券は引換券にして、田川市が購入したおむつ等と引き換えるように
してはどうか。

子育てクーポン券の使用は、ベビー用品等の取扱店に限定している。今年度事業を進めていくなかで問題が出たら是正して
いきたい。

4 子育てクーポン券はバラまきに思う。改善できるところがあれば今後直してほしい。

【副市長】
「がんばるお母さん応援金」は国の地方創生交付金を使って実施した。現在はこの交付金はない。出産祝い金としては減額し
ているものの、出産祝い金と子育てクーポン券を合わせると「がんばるお母さん応援金」よりも渡す金額が増えている。バラまき
ではなく必要な方に必要なものをお届けしているものと認識している。
【市長】
出産祝い金を従来より減額して浮いたお金で子育てクーポン券を発行しているため、総予算は変わらない。政策を多様化す
ることは大切であり、目先を変えて長年にわたって田川市に住んでもらえるような形をとってやっているところ。

3件
意見 回答

1 敬老祝い金は、商品券がいいという人も少なくない。優しい行政を進めてほしい。 意見のみ

2
敬老祝い金は、私としては記念品で良いと思うし、児童生徒への図書券など、子ど
もたちのために使った方が良いと思う。

意見のみ

3 市長名を書いた引き出物のような品は、あまり欲しくないという人もいた。 敬老祝い記念品については市長名を入れない。田川市として渡すようにしている。

8件
意見 回答

1
国保税だけではなく、介護保険税や市民税などが年金から天引きされ、低所得者
からするとかなりの痛手である。私と同様に倍増した例はたくさんあるのか。

平均で30％の増額ということであり、少ない人もいれば多い人もいるため、倍額になっている人もいるし、逆にさほど変化がな
い人もいる。
間接的に保険料の負担を軽減する政策を行う必要があると考えている。市民のみなさんに負担してもらう一方で、しっかり理解
が得られる政策に取り組みたい。

2 激変緩和措置をとるべきだったのではないか。 意見のみ

3
増額はやむを得ないが、固定資産税の減免など高齢者が困窮しないような仕組み
を検討してほしい。また、医療費が多い原因を調べて対策を取ってほしい。

医療費の件は、市立病院と福智・川崎・糸田の町立病院、社会保険田川病院、開業医が連携してネットワーク化を進めてい
る。こうした連携を通して対策を検討していきたい。

4 国保税激変緩和措置をとるべきだったのではないか。 意見のみ

5 国民健康保険料値上げに踏み切った市長の決断は立派であった。 意見のみ

6 医療費と教育費への支出は歯止めが利かないと思う。市民は自己規制すべき。 意見のみ

7
医療費の件で、確かに薬を袋一杯もらっている高齢者もいるが、そうでない人もい
る。

意見のみ

8
値上げ額が、所得の少ない人が高く、所得の多い人が少ないことに納得がいかな
い。

所得の低い人は保険料率は上がるが、金額的に上がるのは高所得の人である。きちんとした計算のもとで算出されている。国
民健康保険運営協議会における審議の動向をみて、答申を出された場合はしっかりと受け止めていきたい。

キ　敬老祝い金

ク　国民健康保険

カ　子育て支援
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市民から出された意見等

16件
意見 回答

1 後藤寺バスセンターについて、市としてどこまで内容を把握しているのか。

西鉄と協議を行ったが、建物の老朽化が著しく、使いたくても使えない状況であると聞いた。現在のターミナル跡にバス停は設
置されるそうだ。また、例えば市として新たな建物を建設したとしたらバスターミナルとして活用の見込みはあるのかと聞いたと
ころ可能性はあるとの回答を得ている。平成30年度から後藤寺地区の都市整備を計画しているため、バスターミナルの件も含
めて検討していきたい。

2
後藤寺バスターミナルへの乗り入れをやめると聞いた。今後、田川のイメージアップ
を図るために民間活力を活用するなどという考えがあるのか。

西鉄は今年９月いっぱいで後藤寺バスターミナルへの乗り入れをしない方針を出した。平成２６年度には建物の一部が崩落し
た経過もあり、所有者へ改善を求めたが思うような対応がとられなかったため、利用者の安全性を考えた末での決断であったと
のことである。市としても便数や地域に影響のないように西鉄にお願いしたところである。西鉄からはターミナル周辺にバス停を
設置し、雨風をしのげるようにするなどと話があったところ。この件は、民民（所有者と西鉄）の話になる。話がついて、もし建物
を壊してという話になれば平成30年度から進める後藤寺地区の都市整備計画などもあるし、民間活力の件も含めて検討して
いきたい。

3
地元で地元の高齢者をサポートし、介護する流れを作りたいと考えているが、その
基礎となるシステムを行政で検討してほしい。

高齢者が安心して生活できるような取り組みが課題になってくる。買い物難民については、今年度から新規の取り組みとして、
店舗等に登録してもらい配達する取組を始めた。これを充実させていきたい。高齢者支援の取り組みについては、地域の意見
を聞きながら進めていきたい。

4
現在人口が減少し、税収も減少している中で、市の長期的な財政見通しはどのよう
になっているのか、実態を市民に明らかにしてもらいたい。

税収は約５０億前後で推移し、ここ十数年変わっていない状態である。市としての貯金は平成２７年度末で３９億で、まだ３０億
以上ある状態であるため、市の財政は平成３５年度まで保たれる見込みである。それまでの間に新たな施策をすすめ、税収を
増やし、いかに自主財源を増やすことができるかが肝要である。そのためにも今後新産業の創出や人口減少の防止を進めて
いきたい。

5
市営住宅の政策家賃は激変緩和措置を講じながら、適正な金額に戻すべきだ。ま
た、空き部屋への若年層の入居促進を図ってはどうか。

意見のみ

6 市営住宅の政策家賃は激変緩和措置を講じながら、適正な金額に戻すべきだ。 住宅マスタープランを立てて議論しているところであるが、現在はまだ説明できる段階ではない。

7 今後、空き家対策として条例などを制定する予定はあるか。

現在本市において、空き家対策に関する条例を作っている。
しかしながら空き家が個人の持ち物であるケースが多く、行政が勝手に崩せないのがネック。現在の条例では注意勧告、命令
はできるが、強制的に壊すことはできない。今後、条例改正も視野に入れて強制的に撤去できるような形も検討していかなけ
ればならない。

8
定住自立圏構想を活用し、田川市でも市立病院と田川病院、開業医、医師会と連
携を深めることが肝要である。

病院の連携については、現在市立病院と福智町・糸田町・川崎町の町立病院、社会保険田川病院と連携する合意ができてい
る。さらに医師会と所属する開業医との連携も図られており、これらがネットワークでつながることでデータを共有し、どこの病院
に行っても診療を受けられるような広域的な医療システムの構築に取り組んでいるところである。

9 今後、生活保護費を減らす努力をするのか。

現在の生活保護費は約５２億円程度である。５３％とは、福祉関係全体を指す。
ただし生活保護費は市財政の大きなウエイトを占めているので減らさなければならない。今年４月から従来の「保護課」を「生
活支援課」に変えた。本当に生活保護が必要な人もいるが、皆様も感じているように「この人が生活保護をもらっているのか」と
いう人もいるので、今後さらに生活保護費を下げていく努力をし、指導体制もしっかりしていきたい。

10 人口減が進む中でも共助の体制は公民館を中心に作っていくべきだ。 意見のみ

11 ふるさと納税のしくみについて教えてほしい。

【副市長】
ふるさと納税は、田川市外の人が田川市に寄付していただいた場合、田川市からは寄付の返礼、住んでいる自治体からは減
税を受けられるものである。例えば東京都在住の人が１万円を田川市に寄付した場合、市から金額に応じた返礼を行い、その
人が住んでいる東京都では、所定の申請を行えば、寄付したことに対して8千円の減税が行われることになる。
【市長】
平成27年度には9千4百万の寄付をいただいており、このうち3千百万円を産業振興基金に積み立てている。この基金で、今後
起業する人の支援などさまざまな支援策に充てていきたいと考えている。また、返礼品となっているのは市の特産品であり、寄
付と返礼が増えていくことで特産品のＰＲや生産が促進され、産業の活性化につながるので、今後更にふるさと納税が増えて
いくよう取り組みを進めていく。

12 田川伊田駅周辺の開発はどのような計画なのか、時期も含めて教えてほしい。
伊田駅周辺は都市再生整備事業の一環として、平成３０年度までに周辺の建物を撤去し、新たに駅前広場を設け、人が集ま
る場所にする予定である。また後藤寺駅周辺は平成３０年度から計画を立て、商店街を中心として駅周辺の活性化を図る予定
である。

13
清美町は「低環境地区」に指定されている。美しいまちづくりの中での位置づけ、市
としての姿勢を伺いたい。

議員だったころから「低環境地区」という表現はいかがなものかと思っていた。市内すべての地区で今後のまちづくりの観点か
ら、計画的に地域の環境整備につながる政策を進めていきたい。

14
市長の公約と総合計画の関係性が市民に分かるような市政報告会にしてもらいた
い。

総合計画は今年度が節目であり、ダイジェスト版を作成して市民に配布する予定である。公約の内容は総合政策に含まれて
おり、整合性がとれているので、公約を進めることは総合計画を推進することになる。

15 他自治体との比較資料を提示してもらわないとわかりにくい。 意見のみ

16

前回の市政報告会の際に、中央保育所の廊下の整備をお願いしたところ、すぐに
対応してくださり、保護者から感謝の声が上がっていました。この場を借りてお礼を
述べさせていただきます。市長の積極的な姿勢にこれからも期待したいと思いま
す。

意見のみ

ケ　その他
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