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第8回 議会報告会

田川市議会

TAGAWA  CITY  COUNCIL



2

議会の取り組みについて

～議会改革の歩み～
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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
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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

全な緊張関係によってこそ、田川市の意思決定を最良全な緊張関係によってこそ、田川市の意思決定を最良全な緊張関係によってこそ、田川市の意思決定を最良全な緊張関係によってこそ、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。のものとする責務を果たすことができる。のものとする責務を果たすことができる。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
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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）（生中継・録画配信）（生中継・録画配信）（生中継・録画配信）

◎◎◎◎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
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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） 前回議会報告会時（Ｈ２８）前回議会報告会時（Ｈ２８）前回議会報告会時（Ｈ２８）前回議会報告会時（Ｈ２８）

満足している

18％

不満である

16％

わからない

　53％

無回答

13％
無回答

18％

わからない

　14％

不満である

21％

満足している

47％
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総務文教委員会からの報告①

中 学 校 再 編
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平成２６年９月

　　田川市新中学校創設基本計画の策定方針　　

平成２６年１０月

　　田川市新中学校のあり方について、

　　　「田川市新中学校のあり方に関する審議会」に諮問

平成２６年１１～１２月

　　審議会による「新中学校設立に関するアンケート」　

平成２７年６月　　第１回住民説明会

平成２８年４月　　第２回住民説明会

これまでの主な経緯 ①
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平成２８年８月　　審議会から最終答申

平成２８年９～１０月　　小学校保護者懇談会

平成２９年９月　　田川市新中学校創設基本計画（案）策定

平成２９年１１～１２月　　田川市新中学校創設基本計画　　

　　　　　　　　　　　　　　　　（案）に関する住民説明会

平成３０年１～２月　　田川市新中学校創設基本計画（案）　

　　　　　　　　　　　　　　に関する保護者説明会

これまでの主な経緯 ②
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⑴　計画の目標　　教育環境の改善

　学校規模の適正化により、必要な規模の生徒集団

を確保する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　教員定数は、学級数に応じて累進的に増える仕組

みであるため、学習指導、生徒指導をより充実させる

ことが期待できる。

⑵　再編の枠組みと学校位置

校区（仮称）校区（仮称）校区（仮称）校区（仮称） 通学校区 学校位置

東中学校区東中学校区東中学校区東中学校区 田川小、鎮西小、伊田小、金川小 現伊田中学校敷

西中学校区西中学校区西中学校区西中学校区 弓削田小、後藤寺小、大浦小、大藪小 現後藤寺中学校敷

新中学校創設基本計画（案）の概要 ①
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⑶　再編までのスケジュール

　　開校準備協議会（仮称）を設置し、開校までに　　

　想定される諸問題を協議し、対策を講じる。

　　平成３４年を開校目標に施設整備や通学路整

　備等を進める。

⑷　猪位金校区について

　　猪位金学園は、今後も小中一貫教育のスタイルを

　研究するが、適正規模の観点から課題が残る。　　　

　　研究成果の蓄積を十分に果たした後、地域や保　

　護者と協議を行いながら、再編について検討する。

新中学校創設基本計画（案）の概要 ②
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● 再編後の学校数再編後の学校数について、伊田町と後藤寺町の合併により田川市　

　　となったことを踏まえ、１校に絞ることはできないのか。また、逆に既存

　　の学校を活用して、３校以上を残すことは考えてないのか。

　→ 国が定めた学校適正規模の基準は、１２～１８学級であるため、　　

　　　１校では学校規模が大きすぎ、逆に３校以上になると少子化の影響

　　　から、将来、適正規模の維持が不安定となる。

● 新中学校のあり方審議会新中学校のあり方審議会が南北案（田川中・鎮西中）を答申した後、

　　新中学校創設基本計画（案）新中学校創設基本計画（案）では東西案（伊田中・後藤寺中）となっ　

　　ている理由は何か。

　→ 審議会審議会答申では、再編は喫緊の課題でり、２６，０００㎡以上の広さ

　　　となる現中学校を新中学校の候補地とした。　　　　　　　　　　　　　　

　　　一方、基本計画（案）基本計画（案）では、旧東区・旧西区のつながり、公共交通機

　　　関の利便性などの理由から、東西案とした。ただし、伊田中につい　

　　　ては、隣接する山林の取得及び造成が必要である。

総務⽂教委員会における議論①
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● 最も大事なことは、子どもたちにとって３年間しかない　　　　

　  中学校生活において、より良い教育を受けられるよう　　　　

　  一日も早く環境を整える一日も早く環境を整えることである。

● 通学路のうち、特に国道等の幹線道路沿いについては、　　

　  県に対する要望も行い、歩道拡幅歩道拡幅などの工事を新中学校　　

　  の開校までに完了するよう事業を進めてほしい。

● 再編に伴う新中学校の建設費等の経費について、本市　　　

　  の財政状況が厳しい中、これらの財政負担財政負担に市の財政が　　

　  耐えられるのか。

● 通学用のスクールバスの運行当たって、利用者の費用に　　

　  ついては、市が全額負担市が全額負担すべきである。 

総務⽂教委員会における議論②
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● 新中学校の位置について、福岡県立大学北側の用地　

　　を新規取得し、新中学校を建設すれば、伊田小学校や　

　　県立大学とともに文教ゾーン文教ゾーンとしての相乗効果を図る　　

　　こともできるのではないか。近くにパチンコ店ができたが、

　　長期的視点で捉えれば、問題視する必要はないと思う。

● 新中学校を現中学校内に建設する場合の仮設校舎仮設校舎に　

　　よる学校運営については、体育活動や運動会に関する　

　　制限など、教育活動への影響も含めて、さらなる検討が

　　必要ではないか。 

● 猪位金学園猪位金学園のあり方について、市民が納得できるような

　　方向性を示してほしい。

総務⽂教委員会における議論③
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総務文教委員会からの報告②

中 学 校 給 食
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市立中学校（全７校）において、平成２９年度

から、ランチボックス方式による給食を開始

　　　　　　　　給食開始当初から、給食開始当初から、給食開始当初から、給食開始当初から、給食開始当初から、給食開始当初から、給食開始当初から、給食開始当初から、異物混入異物混入異物混入異物混入異物混入異物混入異物混入異物混入の発生が学校から　の発生が学校から　の発生が学校から　の発生が学校から　の発生が学校から　の発生が学校から　の発生が学校から　の発生が学校から　

　教育委員会へ報告されたが、議会に対する報告　　教育委員会へ報告されたが、議会に対する報告　　教育委員会へ報告されたが、議会に対する報告　　教育委員会へ報告されたが、議会に対する報告　　教育委員会へ報告されたが、議会に対する報告　　教育委員会へ報告されたが、議会に対する報告　　教育委員会へ報告されたが、議会に対する報告　　教育委員会へ報告されたが、議会に対する報告　

　は、新聞報道後の平成２９年９月であった。　は、新聞報道後の平成２９年９月であった。　は、新聞報道後の平成２９年９月であった。　は、新聞報道後の平成２９年９月であった。　は、新聞報道後の平成２９年９月であった。　は、新聞報道後の平成２９年９月であった。　は、新聞報道後の平成２９年９月であった。　は、新聞報道後の平成２９年９月であった。

教育委員会からは、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　今回の異物混入は、中学校給食の開始に当たり、　

　給食時のルールの徹底・食育指導について、教育　

　委員会としての指導や取り組みが不十分であった　

　ため、落ち着いて、食事できる状況になかったこと　

　が一番の原因と考えるとの報告があった。

中学校給食の実施中学校給食の実施中学校給食の実施中学校給食の実施
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    教育委員会では、原因究明のための検体検査を　 

 ２学期から実施した。

　 検査の方法 → 酵素の活性を調べる

　　酵素 … 加熱または時間の経過により活性を

　　　　 　 失う性質がある

 検査の結果、混入した毛髪のうち、酵素の活性    

が認められたものは、７１％であった。

 本市の中学校給食では、学校内の配膳室で給食    

の再加熱をしており、毛髪の多くに酵素の活性　  

が認められるということは、毛髪の多くは教室　  

等で混入した可能性があるとの報告があった。

混入異物の検体検査
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● 中学校給食を開始した４月から異物混入が発生し

　　ていたにもかかわらず、９月の新聞報道後にしか、　

　　議会へ報告されなかったのは、非常に残念である。

● 初期対応から、原因究明できないまま、異物混入　

　　が続いた一連の流れを見ると、教育委員会の規範　

　　意識が欠落していると言わざるを得ない。

● 中学校給食を開始する４月において、給食担当課　

　　の所管を変えた教育委員会は、危機管理意識が　

　　欠落している。

総務⽂教委員会における主な意⾒・要望①
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● 小学校では、給食に関して、児童が食事に関する　

　　知識や調理してくれる人への感謝などを感じられる

　　ような取り組みを行っている。　　　　　　　　　　　　　

　　今後、中学校でも、生徒が食について学ぶことが　

　　でき、調理業者の信頼回復につながる取り組みを　

　　検討してほしい。

● 最終的には、保護者が納得する必要がある。

● 抜本的な改革は避けて通れないと思われるため、　

　　しっかりと組織の立て直しをしてほしい。

総務⽂教委員会における主な意⾒・要望②
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厚生委員会からの報告

子育て支援について
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田川市総人口の推移及び将来推計

田川市の総人口は、昭和３３年７月１日に

102,755人の最大人口を記録して以降、　

減少の一途をたどっており、

平成30年2月１日の人口は48,570人となっ

ています。

　また、国立社会保障・人口問題研究所に

よる田川市の将来推計人口は、平成５２年

（2040年）には39,296人まで人口が減少

することが予測されています。
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出生者数等の推移

田川市における出生者数は、平成６年度は

５００人をこえていましたが、平成２５年度には

４００人を下回りました。

一方で、死亡者数は、平成６年度５９６人か

ら平成２４年度には７００人をこえました。

 　田川市の人口動態は死亡が出生を上回り、

また、転出が転入を上回る状況であり、自然

に人口が減っている傾向となっています。
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合計特殊出生率の推移及び比較

昭和58年～62年　田川市：1.841.84　福岡県：1.73　全国：1.76

平成20年～24年　田川市：1.651.65　　福岡県：1.43　全国：1.38

平成28年～24年  田川市：1.651.65　福岡県：1.50　全国：1.44

　福岡県や全国より高いものの、

長期的に人口が均衡するとされる

２２..０７０７には達していません。

合計特殊出生率とは、

１人の女性が一生に産む子どもの人数



24

田川市未来創生総合戦略における

基本目標（平成32年度まで）

○　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

　　（観光の振興、６次産業化等の推進、企業誘致・育成の推進など）

○　移住・定住者の増加を図る

　　　【数値目標】 ２０歳代の転出超過数：現況値113人（H22～H26平均）→５７人

　　　（移住・定住に対する助成の実施、新婚・子育て世帯に対する市営住宅入居

　　　　要件の緩和など）

○　若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえるとともに、教育環境を整える

　【数値目標】合計特殊出生率：現況値1.68（Ｈ26）→1.74

　　　　（不妊治療の利用促進、出産・子育てに対する経済負担の軽減など）

○　田川地域の市町村が連携し、生涯にわたり安心して暮らせる住みよい地域をつくる

　　　【数値目標】田川市が住みやすいと感じる市民の割合：75％（Ｈ27）→80％

　　　　　（定住自立圏の形成、バス路線の維持・充実など）
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人口の将来展望

○　このまま何の対策もしなければ、平成７２（2060）年の

　　総人口は約３２，０００人約３２，０００人になることを推計

○　人口減少の抑制のため、以下の条件を設定

　　・合計特殊出生率を 平成３７（2025）年に １１..８８

　　　　　　　　　　　　　　  平成４７（2035）年に 2.072.07

　　・20歳代の転入転出の差を 平成３７（2025）年に ００

○　上記の条件を達成すれば長期的平成７２（2060）年に

　　総人口４０，０００人４０，０００人を維持することも可能となる

                             　　　 ※「田川市未来創生総合戦略」より
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本市の主な子育て支援について

【出産祝金】　平成２７年４月～

　子の誕生をお祝いし、次世代を担う新たな市民として健やかに成

長していただくことを願って、祝金を支給。

第1子：3万円 （全額支給）

第2子：3万円 （2か年度で計6万円支給）

第3子：5万円 （3か年度で計15万円支給）

第4子以降：10万円 （3か年度で計30万円支給）
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本市の主な子育て支援について

【子育てクーポン券】　平成２８年４月～

　子育て家庭の経済的負担を軽減し、安心して子どもを産み育てら

れる環境づくりと次世代を担う子どもの健やかな成長を目的に、

育児用品の購入を支援。

２歳未満の乳幼児１人につき年額24,000円分の商品券を支給

【対象商品】

　おむつ関連用品、授乳関連用品、離乳食関連用品、

　衣類関連用品、その他育児用品
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本市の主な子育て支援について

【病児病後児保育】　　平成２６年４月～

　生後３か月から小学校６年生までの児童が、病気で集団生活が困難であり、かつ、昼間家庭

で育児できない場合に、児童を一時的に預かり、保護者の「子育てと就労等の両立」を支援。

○名称　田川市病児病後児保育室「ひまわり」

○住所　田川市大字糒1700番地3（田川市立病院横）

○開所時間　午前８時から午後６時まで（月曜日から金曜日）

○定員　４人（預かる子どもの症状により定員に満たない場合でも使用できない場合あり）

○費用

　(1)市内に住所を有する保護者

第１子 第２子 第３子

一般世帯 １，５００円 ７５０円 ０円

母子・父子世帯 ７５０円 ３７５円 ０円

(2)市外に住所を有する保護者　　３，０００円
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本市の主な子育て支援について

【不妊治療費助成事業】　　平成２６年１０月～

　「福岡県不妊に悩む方への特定不妊治療支援事業」による助成の

決定を受けた方に対し、治療費を助成。

　特定不妊治療費から、県や他の市区町村からの助成金額を差し引

いた額を助成。

 　１回当たり５万円を上限として助成。

　　（男性が不妊治療を行った場合も、１回当たり５万円上限。）

　平成２９年度から特定不妊治療の一環として行われる男性の不妊

治療も助成対象に。
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本市の主な子育て支援について

【ファミリーサポートセンター事業】　平成２７年９月～

　子育てのお手伝いをしてほしい人（おねがい会員）と、子育てのお手伝いを

したい人（まかせて会員）が、会員相互による援助活動を行う。

　・サービスの内容　　生後２か月から小学生までの子どもの預かり、

　　　　　　　　　　　　　保育所・小学校・習い事への送迎等

・利用時間　　　　　７時～２０時

・利用料金　　　　　月～金　９時から１９時　　　　　   【５００円/時間】

　上記以外の時間帯、土日祝日　　【７００円/時間】

　　　　　　　　　　　　　送迎を行う場合の交通費として　【１００円/回】

  ・運営方法　「ＮＰＯ法人たがわ子育て支援コミュニティたがわんわ」に運営業務を委託

  ・その他　 　　活動中の事故に備えファミリーサポートセンター補償保険に一括加入。

　 　　　　　　　　保険料はファミリーサポートセンターが負担するため、個人負担なし。
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本市の主な子育て支援について

時期 区分 就学前 小学生 中学生

拡充前

入院部分 ○ ☓ ☓

通院部分 ○ ☓ ☓

Ｈ24年10月～

入院部分 ○ ○ ○

通院部分 ○ ☓ ☓

Ｈ25年10月～

入院部分 ○ ○ ○

通院部分 ○ ○ ☓

Ｈ26年10月～

入院部分 ○ ○ ○

通院部分 ○ ○ ○

※　○・・無料、☓・・有料　（いずれも保険が適用される医療費について）
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各種制度、手当等のお問い合わせ先

名称 電話 内容

田川市役所

　子育て支援課　

　　子ども未来係

（0947）-44-2000

（内線163・164）

○保育所　○幼稚園　○一時保育及び延長保育

○病児病後児保育　○ファミリーサポートセンター

田川市役所

　子育て支援課

　　子育て支援係

（0947）-44-2000

（内線165・166）

○児童手当　○児童扶養手当　○子育てクーポン券

○出産祝い金　○ＪＲ通勤定期割引

○特別児童扶養手当　○ひとり親家庭等日常生活支援事業　

○自立支援教育訓練給付金

○高等職業訓練促進給付金　○母子・父子自立支援プログラム　

○助産制度　○母子父子寡婦福祉資金貸付

田川市役所

　市民課　

　　保険係

（0947）-44-2000

（内線116・117）

○国民健康保険　○ひとり親家庭等医療費支給制度

○子ども医療費支給制度

田川市役所

　市民課　

　　市民年金係

（0947）-44-2000

（内線108・111）

○住民票・戸籍関係

（0947）-44-2000

（内線110・112）

○年金関係

田川市役所

　生活支援課　

　　自立支援係

（0947）-44-2000

（内線122・130）

○生活困窮者自立支援制度

田川市教育委員会

　学校教育課

（0947）-44-2000

（内線554・555）

○小中学校の就学援助　○放課後児童クラブ

○学校教育に関する相談

田川市役所

　高齢障害課　

　　障害者支援係

（0947）-44-2000

（内線137・138）

○障害児福祉手当等



33

相談窓口一覧

相談窓口 所在地 電話 内容

田川市役所　

　子育て支援課

　　子ども相談ホットライン

田川市中央町1-1

（0947）-44-2000

 （内線165・166）

（0947）-44-0678

 （直通）

保健師と家庭児童相談員による相談

 ○いじめ、不登校など

 ○子育て不安や発達の遅れ

 ○児童虐待相談・通告など

 ○母子・父子・子育て相談など

田川市保健センター 田川市伊田2550-1

（0947）-44-2000

 （内線559・566）

（0947）-44-8270

 （直通）

保健師や助産師による相談

 ○乳幼児健診、予防接種

 ○子どもの発達・言語・運動など

　　個別相談（要予約）

田川市子育て支援センター

田川市大字伊田2744-2

（たがわこどもセンター「まいま

い」内）

（0947）-44-4316

保育士による相談

 ○食事やしつけ・遊び・

　　トイレトレーニングなど

田川市教育委員会

 学校教育課

田川市大字伊田2550-1

（0947）-44-2000

 （内線554）

 ○就学相談、学校教育に関する相談など

福岡県田川児童相談所 田川市大字弓削田188 （0947）-42-0499

 ○養護相談や非行相談・育成相談・里親など

 ○児童虐待相談・通告など

福岡県田川保健福祉事務所 田川市伊田3292-2 （0947）-42-9315

母子・父子自立支援員による相談

 ○母子・父子相談など

田川市男女共同

参画センターゆめっせ

田川市平松町3-36

（旧中央保育所）

（0947）-44-2000

 （内線576・577）

（0947）-44-0159

 （直通）

女性相談員による相談

 ○ＤＶ相談・女性相談など
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平成３０年度から予定している事業

　【子育て世代包括支援センターの開設】

　子育て世代に対し、妊娠期から就学期前まで切れ目のない支援

を行うため、田川市保健センターと田川市子育て支援センターを、

子育て世代包括支援センターとして位置づけ、平成３０年４月の

開設を目指している。

　保健師及び助産師等が母子保健や育児等の相談支援等を実

施するために保健センター内における相談コーナー、女子トイレの

洋式化及び授乳室等の整備を行う。

 　平成30年4月から母子健康手帳アプリの利用開始等を予定
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平成３０年度から予定している事業

【０歳から１８歳の子どもに対する切れ目のない支援体制】

○ 子ども支援連携推進室（仮称）の整備

　・ 子どもに関する相談を総合的に受け付け、必要な支援につなぐ。

　・ 各部署が行う子ども・家庭支援に関する情報の集約と管理を行い、互いに共有

　　できるシステムをつくる。

　・ スクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）を配置し、学校と行政・関係機関等との

　　連携充実を図る。

　・ 高校や関係機関等と連携した中学校卒業後の子どもへの関わりなど、自立まで

　　見守る体制をつくる。

　・ 子ども、家庭支援のさらなる充実に向けた体制の検討を進める。
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厚生委員会委員からの意見・要望

出   産　 祝　金：第１子に対する金額をふやすべきではないか

子育てクーポン券：保育料にもつかえるよう検証を   

                      現金支給の方がよいのではないか

病児病後児保育：土曜日や祝日の開館日拡充を

子ども医療制度：高校生までの医療費無料化を

「田川市で安心して出産し子育てできるまち」

に向けて、議論を深めていきます
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建設経済委員会からの報告

産業振興の取り組み
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 ① 人口の推移

平成30年2月1日現在
４８，５７０人

（住⺠基本台帳）

出典：⽥川市未来創⽣総合戦略
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 ② 人口の社会減（転入-転出）の分析

社会減の主な要因社会減の主な要因社会減の主な要因社会減の主な要因

転出超過のピークは転出超過のピークは転出超過のピークは転出超過のピークは

男女ともに２０歳代男女ともに２０歳代男女ともに２０歳代男女ともに２０歳代
【人口減の大きな要因】

出典：⽥川市未来創⽣総合戦略

●人口の社会減からみえる本市の主な課題

　20歳代の転出超過が極めて多くなっていることから、

　就職を機に転出する人が多いと推測されます。

　⇒新たな雇用の場を創出するため、産業振興策が重要
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 ③ 地方創⽣の取り組み
地方創生地方創生地方創生地方創生

　国において、人口減少社会からの脱却と　　国において、人口減少社会からの脱却と　　国において、人口減少社会からの脱却と　　国において、人口減少社会からの脱却と　

人口の東京圏一極集中の是正のため、　　　人口の東京圏一極集中の是正のため、　　　人口の東京圏一極集中の是正のため、　　　人口の東京圏一極集中の是正のため、　　　

地方創生地方創生地方創生地方創生の取り組みを行っており、地方へのの取り組みを行っており、地方へのの取り組みを行っており、地方へのの取り組みを行っており、地方への

移住・定着を促進しています。移住・定着を促進しています。移住・定着を促進しています。移住・定着を促進しています。

　本市においても、この流れを的確につかむ　本市においても、この流れを的確につかむ　本市においても、この流れを的確につかむ　本市においても、この流れを的確につかむ

ため、ため、ため、ため、田川市未来創生総合戦略田川市未来創生総合戦略田川市未来創生総合戦略田川市未来創生総合戦略を策定し、　を策定し、　を策定し、　を策定し、　

まち・ひと・しごと創生（地方創生）に取りまち・ひと・しごと創生（地方創生）に取りまち・ひと・しごと創生（地方創生）に取りまち・ひと・しごと創生（地方創生）に取り

組んでいます。組んでいます。組んでいます。組んでいます。

　この内、国の交付金などを活用した、新た　この内、国の交付金などを活用した、新た　この内、国の交付金などを活用した、新た　この内、国の交付金などを活用した、新た

なななな産業振興の取り組み産業振興の取り組み産業振興の取り組み産業振興の取り組み事例を報告します。事例を報告します。事例を報告します。事例を報告します。
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 ④ 芸術起業支援事業
 旧猪位金小学校校舎を改修した旧猪位金小学校校舎を改修した旧猪位金小学校校舎を改修した旧猪位金小学校校舎を改修した

「いいかねパレット」「いいかねパレット」「いいかねパレット」「いいかねパレット」が、平成２９年４月にが、平成２９年４月にが、平成２９年４月にが、平成２９年４月に

オープンしました。オープンしました。オープンしました。オープンしました。

　レコーディングスタジオや宿泊施設などを　レコーディングスタジオや宿泊施設などを　レコーディングスタジオや宿泊施設などを　レコーディングスタジオや宿泊施設などを

備え、音楽を中心にした新しい情報産業の拠備え、音楽を中心にした新しい情報産業の拠備え、音楽を中心にした新しい情報産業の拠備え、音楽を中心にした新しい情報産業の拠

点としての機能を備えています。点としての機能を備えています。点としての機能を備えています。点としての機能を備えています。

　事業運営は、公募で選定された　事業運営は、公募で選定された　事業運営は、公募で選定された　事業運営は、公募で選定された

株式会社ＢＯＯＫが行っており、株式会社ＢＯＯＫが行っており、株式会社ＢＯＯＫが行っており、株式会社ＢＯＯＫが行っており、

音楽産業を大きな柱とし、音楽産業を大きな柱とし、音楽産業を大きな柱とし、音楽産業を大きな柱とし、

音楽家や映像作家等の起業支援音楽家や映像作家等の起業支援音楽家や映像作家等の起業支援音楽家や映像作家等の起業支援をををを

行うことで、新たな雇用の創出を行うことで、新たな雇用の創出を行うことで、新たな雇用の創出を行うことで、新たな雇用の創出を

図ります。図ります。図ります。図ります。
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 ⑤ ふるさとテレワーク推進事業

 
　平成　平成　平成　平成29292929年年年年1111月、後藤寺商店街の一角に月、後藤寺商店街の一角に月、後藤寺商店街の一角に月、後藤寺商店街の一角に「田川ふるさと「田川ふるさと「田川ふるさと「田川ふるさと

テレワークセンター　おしごとテラス カテテ」テレワークセンター　おしごとテラス カテテ」テレワークセンター　おしごとテラス カテテ」テレワークセンター　おしごとテラス カテテ」を開設を開設を開設を開設

しました。しました。しました。しました。

　テレワークとは、情報通信技術を活用して自宅でも仕　テレワークとは、情報通信技術を活用して自宅でも仕　テレワークとは、情報通信技術を活用して自宅でも仕　テレワークとは、情報通信技術を活用して自宅でも仕

事ができる、場所や時間にとらわれない柔軟な働き方の事ができる、場所や時間にとらわれない柔軟な働き方の事ができる、場所や時間にとらわれない柔軟な働き方の事ができる、場所や時間にとらわれない柔軟な働き方の

ことです。ことです。ことです。ことです。

　都市部の企業などから仕事を受注し、センターに登録　都市部の企業などから仕事を受注し、センターに登録　都市部の企業などから仕事を受注し、センターに登録　都市部の企業などから仕事を受注し、センターに登録

している方の技術に応じ、仕事を紹介します。登録者している方の技術に応じ、仕事を紹介します。登録者している方の技術に応じ、仕事を紹介します。登録者している方の技術に応じ、仕事を紹介します。登録者

は、自宅やセンターなどで、自分の都合のいい時間をは、自宅やセンターなどで、自分の都合のいい時間をは、自宅やセンターなどで、自分の都合のいい時間をは、自宅やセンターなどで、自分の都合のいい時間を

使って仕事ができます。使って仕事ができます。使って仕事ができます。使って仕事ができます。

　●　●　●　●1111年間の実績：登録者年間の実績：登録者年間の実績：登録者年間の実績：登録者68686868人人人人(H30(H30(H30(H30年年年年1111月末現在）月末現在）月末現在）月末現在）

　　　　　　　　 受注した仕事　　　　　　　　 受注した仕事　　　　　　　　 受注した仕事　　　　　　　　 受注した仕事73737373件件件件(H30(H30(H30(H30年年年年1111月末現在）月末現在）月末現在）月末現在）

　●仕事の内容 ：データ入力、チラシ制作、　　　　　●仕事の内容 ：データ入力、チラシ制作、　　　　　●仕事の内容 ：データ入力、チラシ制作、　　　　　●仕事の内容 ：データ入力、チラシ制作、　　　　

　　　　　　　 　ホームページのデザイン　など　　　　　　　 　ホームページのデザイン　など　　　　　　　 　ホームページのデザイン　など　　　　　　　 　ホームページのデザイン　など
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 ⑥ ⾼度実践型未来農業者輩出事業
　品質に定評のある本市の　品質に定評のある本市の　品質に定評のある本市の　品質に定評のある本市のパプリカパプリカパプリカパプリカを中心に、養液を中心に、養液を中心に、養液を中心に、養液

栽培による生産から流通販売、農業経営までを実践栽培による生産から流通販売、農業経営までを実践栽培による生産から流通販売、農業経営までを実践栽培による生産から流通販売、農業経営までを実践

型で習得できる研修施設を整備し、幅広い知識と技型で習得できる研修施設を整備し、幅広い知識と技型で習得できる研修施設を整備し、幅広い知識と技型で習得できる研修施設を整備し、幅広い知識と技

術を備えた術を備えた術を備えた術を備えた「未来農業者」「未来農業者」「未来農業者」「未来農業者」の育成を図ることで、強の育成を図ることで、強の育成を図ることで、強の育成を図ることで、強

い農業を育てます。い農業を育てます。い農業を育てます。い農業を育てます。

施設概要：冬作ハウス施設概要：冬作ハウス施設概要：冬作ハウス施設概要：冬作ハウス960960960960㎡☓２棟㎡☓２棟㎡☓２棟㎡☓２棟

　　　　　夏作ハウス　　　　　夏作ハウス　　　　　夏作ハウス　　　　　夏作ハウス288288288288㎡☓６棟㎡☓６棟㎡☓６棟㎡☓６棟

　　　　　管理棟　　　　　管理棟　　　　　管理棟　　　　　管理棟160160160160㎡他　Ｈ㎡他　Ｈ㎡他　Ｈ㎡他　Ｈ30303030年３月竣工予定年３月竣工予定年３月竣工予定年３月竣工予定

建設場所：白鳥工業団地Ｅ区画建設場所：白鳥工業団地Ｅ区画建設場所：白鳥工業団地Ｅ区画建設場所：白鳥工業団地Ｅ区画

研 修 者：公募により２者決定研 修 者：公募により２者決定研 修 者：公募により２者決定研 修 者：公募により２者決定

研修期間：３年を１サイクルとし、同時に２者の研修期間：３年を１サイクルとし、同時に２者の研修期間：３年を１サイクルとし、同時に２者の研修期間：３年を１サイクルとし、同時に２者の

　　　　　研修が可能。研修終了後は市内の他の　　　　　研修が可能。研修終了後は市内の他の　　　　　研修が可能。研修終了後は市内の他の　　　　　研修が可能。研修終了後は市内の他の

　　　　　場所で、独立した農業経営を行う。　　　　　場所で、独立した農業経営を行う。　　　　　場所で、独立した農業経営を行う。　　　　　場所で、独立した農業経営を行う。
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⑦ ジビエ（狩猟肉）食品加工支援事業

 ジビエ食品加工施設を整備し、食肉会社へジビエ食品加工施設を整備し、食肉会社へジビエ食品加工施設を整備し、食肉会社へジビエ食品加工施設を整備し、食肉会社へ

の卸、加工肉販売、皮革の加工などの事業をの卸、加工肉販売、皮革の加工などの事業をの卸、加工肉販売、皮革の加工などの事業をの卸、加工肉販売、皮革の加工などの事業を

展開することで、猪位金ジビエのブランド化展開することで、猪位金ジビエのブランド化展開することで、猪位金ジビエのブランド化展開することで、猪位金ジビエのブランド化

を推進するとともに、有害鳥獣被害の軽減及を推進するとともに、有害鳥獣被害の軽減及を推進するとともに、有害鳥獣被害の軽減及を推進するとともに、有害鳥獣被害の軽減及

び雇用の創出を図ります。び雇用の創出を図ります。び雇用の創出を図ります。び雇用の創出を図ります。

施設概要：食品加工所約施設概要：食品加工所約施設概要：食品加工所約施設概要：食品加工所約86868686㎡㎡㎡㎡

　　　　　Ｈ　　　　　Ｈ　　　　　Ｈ　　　　　Ｈ30303030年３月竣工予定　　　　年３月竣工予定　　　　年３月竣工予定　　　　年３月竣工予定　　　　

建設場所：市民体験農園の一部建設場所：市民体験農園の一部建設場所：市民体験農園の一部建設場所：市民体験農園の一部((((猪位金１区）猪位金１区）猪位金１区）猪位金１区）

運営主体：ジビエ食品加工施設管理組合運営主体：ジビエ食品加工施設管理組合運営主体：ジビエ食品加工施設管理組合運営主体：ジビエ食品加工施設管理組合
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 ⑧ 今後の議論

ポイントポイントポイントポイント

　　　　炭鉱閉山を契機として、人口減少が炭鉱閉山を契機として、人口減少が炭鉱閉山を契機として、人口減少が炭鉱閉山を契機として、人口減少が

　地域経済の縮小を呼び、地域経済の　地域経済の縮小を呼び、地域経済の　地域経済の縮小を呼び、地域経済の　地域経済の縮小を呼び、地域経済の

　縮小が人口減少を加速させるという　縮小が人口減少を加速させるという　縮小が人口減少を加速させるという　縮小が人口減少を加速させるという

　　　　負のスパイラル負のスパイラル負のスパイラル負のスパイラルから、少しでもから、少しでもから、少しでもから、少しでも

　「しごと」が「ひと」を呼び、　「しごと」が「ひと」を呼び、　「しごと」が「ひと」を呼び、　「しごと」が「ひと」を呼び、

　「ひと」が「しごと」を呼び込む　「ひと」が「しごと」を呼び込む　「ひと」が「しごと」を呼び込む　「ひと」が「しごと」を呼び込む

　　　　好循環へ転換好循環へ転換好循環へ転換好循環へ転換させ、それを支えるさせ、それを支えるさせ、それを支えるさせ、それを支える

　「まち」に活力を取り戻す　「まち」に活力を取り戻す　「まち」に活力を取り戻す　「まち」に活力を取り戻す
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若年者雇用増加対策事業（新規事業）若年者雇用増加対策事業（新規事業）若年者雇用増加対策事業（新規事業）若年者雇用増加対策事業（新規事業）

・本市に適合した産業分野の絞り込み・本市に適合した産業分野の絞り込み・本市に適合した産業分野の絞り込み・本市に適合した産業分野の絞り込み

・誘致候補企業のリスト化・誘致候補企業のリスト化・誘致候補企業のリスト化・誘致候補企業のリスト化

・都市部企業向けマッチングイベント・都市部企業向けマッチングイベント・都市部企業向けマッチングイベント・都市部企業向けマッチングイベント

・Ｕターンイベント　など・Ｕターンイベント　など・Ｕターンイベント　など・Ｕターンイベント　など

　　　　特に若年就職者が就業しやすい環境特に若年就職者が就業しやすい環境特に若年就職者が就業しやすい環境特に若年就職者が就業しやすい環境

　を整備し　を整備し　を整備し　を整備し、、、、若年者人口の流出を若年者人口の流出を若年者人口の流出を若年者人口の流出を

　くい止める　くい止める　くい止める　くい止めるという視点で、という視点で、という視点で、という視点で、

　議論を深めていきます。　議論を深めていきます。　議論を深めていきます。　議論を深めていきます。



47

意見交換


