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第１０回 議会報告会

田川市議会
TAGAWA CITY COUNCIL
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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

予算・条例案を提案

意思決定

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（予算や条例）を提案

議会の役割

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
のものとする責務を果たすことができる。

◎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、
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 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

◎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）

◎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

◎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

◎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） 前回議会報告会時（Ｈ３０）

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

24％

わからない
18％ 不満である

33％

満足している
26％



総務文教委員会からの報告①

中 学 校 再 編



これまでの主な経緯 ①

平成２８年８月

「田川市新中学校のあり方に関する審議会」最終答申

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～平成３０年２月

田川市新中学校創設基本計画（案）に関する

住民説明会・保護者説明会



これまでの主な経緯②

平成３０年９月

田川市新中学校創設基本計画(案)に関する住民アンケート

令和元年６月

教育委員会において、田川市新中学校創設基本計画の最終
決定

令和元年６月

田川市新中学校創設基本計画の白紙撤回及び慎重議論を

求める陳情提出→同７月、本会議において不採択

令和元年８月

住民監査請求提出→同１０月、監査委員において却下



新中学校創設基本計画(案)に関する
住民アンケート

設問：

現在の伊田中学校と後藤寺中学校の敷地に新たに２
校の中学校を創設することに賛成か反対か。

賛成(39.1%)、わからない(30.0%)、反対(27.2%)

反対の意見

・通学にかかる負担増

・通学路の安全確保が困難など

→通学に関する問題解決を図る



アンケート結果に関する議論

・この結果を市民や保護者、また、分からないと
答えた人たちにきちんと説明を再度するべき

・これまで説明をしてきた成果が一定程度出た。
また、問題点も見えてきた。後は地域や保護者
の不安を解消して開校を目指してほしい。

・小規模校では子どもが育てにくい、学力だけで
なく人間力を作るため、適正規模にすることが
原則である。

・２校に再編を前提にしているが、小中一貫校
をもう１，２校作るのも一つの方法ではないか。



田川市新中学校創設基本計画の白紙撤回
及び慎重議論を求める陳情

・新中学校創設基本計画策定には、多くの課題
等が散見される

・議会において、熟議の上、同計画を白紙撤回

・市民目線に立った、慎重な議論を再度全市的
に展開

・しっかりとした住民合意の形成に努める

・関連予算の審議についても慎重な取り扱い

・８項目の課題等



採択すべきとの意見

・住民との合意形成のために再度説明を行うべ
き

・賛成と反対が拮抗、住民投票を行い解決すべ
き

・公共交通機関による通学許可など決定されて
いない事項がある

・通学路の道路拡張や歩道など住民に説明す
べき



不採択とすべきとの意見

・教育委員会は平成１７年から慎重に検討、審
議を行ってきた。

・陳情にある８項目の対応について説明があっ
た

・時代の変遷により学校規模の縮小拡大は行
政施策として適切

・１日も早く学び舎としての教育環境を整える必
要がある。

・住民に対して十分に説明しながら新中学校建
設に取り組んでほしい



住民監査請求
請求日：令和元年８月２１日

・中学校再編に向け審議会が「南北２校案」を答申

・市は、庁内検討委員会で「東西２校案」に転換

・変更理由、プロセスには客観性が乏しい

・変更によって１０億円を超える財政負担

決定日：令和元年１０月１日

監査委員による決定内容：請求を却下

理由：請求の要件を欠いている



創設基本計画最終案に関する議論

・田川市の現在の厳しい財政状況を考えると、
新中学校建設に係る予算を(６月議会で)採決
せず、９月定例会で再度、審査すべき

・教育委員会は基本計画を最終決定しており、
一日も早く子どもたちに教育環境を整えてあげ
たい。

→新中学校建設事業費に関する予算を採決の
結果、賛成多数で可決した。



総務文教委員会からの報告②

東京オリンピック・
パラリンピック



キャンプ誘致活動について

⑴ 誘致が決定した競技団体

車いすフェンシング（パラリンピック種目）

ドイツ連邦共和国

平成30年8月19日 基本合意書に正式調印

ベラルーシ共和国

令和元年９月９日 基本合意書に正式調印

※ 2020年7月 選手団の事前合宿受入れ等



ハード面の取り組みについて①

⑴ 宿泊施設の整備

本市総合体育館に隣接する、保健センターの

駐車場敷地内に、低床型のトレーラーハウス
１５台を設置し、合宿所として活用する。

平成３０年９月定例会においてトレーラーハウス
購入費の予算８,６８８万６千円(債務負担行為)

を可決した。



ハード面の取り組みについて②

本市における東京2020オリンピック・パラリン

ピック競技大会に対し、市民、地元企業及び市

外在住の本市出身者等から寄附が寄せられてい

る。

皆さまからいただいた寄附金は、有効に活用させ

ていただきます。



東京2020パラリンピック
１年前イベント
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厚生委員会からの報告

幼児教育・保育の完全無償化
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国の幼児教育・保育の無償化

令和元年５月10日 「改正子ども・子育て支援法」 成立

⇒ 令和元年10月から「幼児教育・保育の無償化」が開始
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本市の幼児教育・保育の完全無償化

目的：少子化対策、移住・定住施策及び

子育て世帯の経済的負担の軽減を図る
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審査１ 幼保完全無償化の必要経費及び財源

【財 源】

① 消費税増税に伴う地方消費税交付金の増額

② ふるさと寄附金

③ 財政調整基金

【必要経費】
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審査２ 保育所等の利用希望増加への対応

① 保育所等の利用調整

想定される入所希望者増加への対応が可能

② 保育士などの人材確保

潜在保育士の掘り起しなど、積極的支援の実施

③ 在宅育児世帯に対する支援

一時保育事業・ファミリーサポートセンター事業

などの充実及び利便性の向上を図るとともに、

子育てクーポンの使途を拡大
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審査３ 本年４月から完全無償化を実施する理由

① 国の幼保無償化が始まる10月のタイミング

では、本市独自の施策としてのＰＲ効果が薄れ

るため

② 年度途中からの実施では、保育所の利用

調整や保育士確保が困難なため

③ 保護者の立場から年度当初より実施する方

が望ましいため



28

厚生委員会での審査結果

本市独自の幼児教育・保育の完全無償化に係る

令和元年度一般会計予算（補正予算）

厚生委員会において 賛成多数により可決

本会議においても 賛成多数により可決

令和元年４月から田川市において、幼児教育・保育の

完全無償化が開始
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委員からの意見①

○高所得者ほど恩恵を受け、財政的にも持続

可能な制度とは思えない。先に保育料の減免

措置などを議論すべきである

○地方消費税交付金の増額分については、

幼保完全無償化より優先して充当すべき施策

がある
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委員からの意見②

○子育て世帯がより一層働くことで、税収増に

つながるなど、目に見えない効果も期待できる

ことから、他の自治体に先駆けて、幼保完全

無償化の取組を推進してほしい

○非常にインパクトがあり、本市の庶民感覚に

合致した素晴らしい施策であることから、取組

を推進してほしい
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厚生委員会としての今後の対応

費用対効果の観点から、本市独自の施策で

ある「幼児教育・保育の完全無償化」について、

少子化対策、移住・定住施策としての効果や

健全な財政運営に与える影響などを、総合的

に検証していく必要があると考えております。
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建設経済委員会からの報告

都市再生
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 ① 都市再生整備計画について

(田川伊田駅周辺地区)

平成２６年度 令和元年度 令和２年度 令和６年度

第１期計画 第２期計画

第２期計画で実施する事項

(1) 田川伊田駅前広場の整備(残工事)

(2) 駅前広場の無電柱化
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② 立地適正化計画とは

医療・福祉施設、商業施設などの生活利便施設がまとまって立地

公共交通により、これらの生活利便施設に容易に行ける

「コンパクトシティ ＋ ネットワーク」の考え

そこで、

田川市は平成３０年度、令和元年度の２か年で立地適正化計画を策定

「コンパクトシテイ・プラス・ネットワーク」のまちづくりを推進
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立地適正化計画の基本方針

<目標年次> 令和２２年(２０４０年)

<まちづくりの将来像>

伊田と後藤寺が連携して一体的に市街地を形成し

あらゆる市民が容易に市街地へアクセスできる

住みやすいまち
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③ 建設経済委員会での議論

(主な意見・要望)

伊田地区の整備に対し後藤寺地区の整備が遅れている

後藤寺バスターミナルの跡地について検討してほしい

公共交通網との組み合わせが重要である

(今 後)

さらに委員会で議論を重ねていく
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意見交換


