コロナに負けるな
エールの花束に感謝

４月23日、筑豊地区の生花店などでつく
こ がいさお
る飯塚花商組合（古賀勲組合長・写真右）
が、アレンジメントフラワーを市に寄贈
しました。これは、新型コロナウイルス
感染症で気持ちが落ち込む中、花を見て
希望や勇気を持ってもらいたいと贈られ
たもの。ユリやカーネーションなどの色
鮮やかな花は、市役所を訪れる人々の心
に安らぎを与えました。
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「議会のお知らせ」を７〜18ページに掲載しています。

みんなで楽しく生きいき健康づくり

介護や新型コロナウイルス感染症を

生きいき

運動と食事で予防しよう
新型コロナウイルスの感染拡大を防止するための緊急事
態宣言が解除され、私たちの生活は少しずつ日常を取り戻

日常生活では、必要以上に恐れることなく、正しく感染
予防を行うことが大切です。手洗いをしっかり行い、
睡眠・
運動・バランスの良い食事をとって免疫力を高めましょう。

https://m.youtube.com/channel/
UCNLIGR836eA3iTqXc6BDcvg

［運動でコロナ予防］

免疫力アップシリーズ

https://m.youtube.com/channel/
UCiAgEAJw3d629O3OaM1eHCQ

企画・制作

筑波大学
久野研究室

早寝・早起き

手軽に

バランスの良い

運

これらを続けることで、感染症予防はもちろん、介護予防
にも繋がります。

田川市たーんと体操動画

30秒

手洗い

そうとしています。しかし、感染拡大の第２波が心配され
るなど、予断を許さない状況が続いています。

動

睡

食

眠

健康教室

事

運動で免疫力アップ！
密集を避けるため集まって運動ができないときでも、人
混みを避けて散歩をするなど、自分でできる運動を続けま
しょう。体温を上げることで免疫力が高まります。また、
筋力トレーニングも自宅や職場などで週に３日、１日２〜
３種目行うことで足腰が弱りにくくなります。田川市たー
んと体操の動画など、手軽に見ることができる動画を参考
に、定期的な運動を続けましょう。

新規参加者
参加公民館
募集中

「生きいき健康教室」
（以下
「教室」
と略称）は、平成18年

10月から始まりました。血圧測定や栄養指導、介護予防体
操などを公民館単位で実施して、市内高齢者の健康保持増

食事で免疫力アップ！
免疫に関係する栄養素はたくさんありますが、ひとつを
重点的に取り入れてもうまく機能しません。さまざまな食
品からバランスよく栄養素を摂り入れることが大切です。
テレビやインターネットなどの情報を見て１つの食材を買
いだめすることは、他の栄養素が不足する可能性があるた
め、控えましょう。
※低栄養状態の人や呼吸を助ける筋肉機能が低下している
人は、新型コロナウイルスに感染したときに重症化する

ことがあります。肉・魚・卵・豆腐などのタンパク源を
毎日食べることを心がけてください。
いた

レシピ

ジュージューと炒める音が雷に似てる!?

かみなり汁

材料（４人分）
木綿豆腐
にんじん
もやし
しいたけ
葉ネギ
ごま油
だし汁
かりゅう
顆粒だし
水
味噌
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◆問い合わせ

作り方

［下準備］
○木綿豆腐を手で大きめにちぎり、キッチンペーパ
ーなどを敷いたザルの上に置いて水気を切る
○もやし以外の野菜を食べやすい大きさに切る
①鍋にごま油を入れて熱し、水気をきった木綿豆腐
を入れて炒める※油はねに注意！
②野菜
（にんじん、
しいたけ、
もやし）
を入れて炒める
③だし汁を入れ、具材が柔らかくなるまでしっかり
煮る
④味噌で味を整え、葉ネギを散らしてできあがり
［POINT］

○豆腐以外の具材はお好みで。
○冷蔵庫に少しずつ余っている食材などを使うこと

で食品ロスを減らすことができます。
○味噌をしょうゆ味に変えてもおいしいです。
［おすすめ具材］

１／２丁
１／２本
１／２袋
２個
お好みで
大さじ１

小さじ１
400㎖
大さじ２

進や憩いの場づくりに取り組んでいます。参加者は年々増

○干し椎茸を使用するとビタミン D がアップ
○もやしを「豆もやし」にするとさらにタンパク質

栄養素（１人分）エネルギー 96kcal
タンパク質 4.9g ビタミン A 146µg 食塩 1.4g

市保健センター（☎44-8270）

がアップ
［メモ］ 油で炒めて最後にスープにして汁まで飲み
干すことで、脂溶性の栄養も水溶性の栄養も無駄
にすることなく摂取できます。

え、昨年は937人の高齢者が参加しました。現在、新型コ

（平成27〜平成30年度）

生きいき健康教室の参加者および不参加者の比較分析

（円）
1,000,000

600,000

の場で教室が開かれています。

400,000

があったのかを検証。本年も医療と介護の両面で大きな成

200,000

に参加している人は参加していない人に比べ、年間の医療
費が３分の２程度と少なく（図１参照）
、介護面では、要

介護認定に至るまでの時間や、認定区分が上がるまでの時

間が延伸され、健康な状態を保つことができていることが
わかりました（図２参照）
。

つな

今後も、高齢化が進む本市では、人と人との繋がりや支

（点）
80

663,859
483,845
460,853

平成28年度
平均値

平成29年度
平均値

年度別要支援、要介護度

0

10

430,503

平成30年度
平均値
80

66
66

教室不参加者
教室参加者

43

30

参加してみませんか。教室に参加したい、見学したい、公
センターに問い合わせください。

384,136

50

え合いの中で介護予防に取り組むことが必要です。いつま

民館で教室を開きたいという希望がありましたら、市保健

図２

369,647

60

20

でも健康で元気に生きいきと暮らしていくために、教室に

平成27年度
平均値

70

40

教室不参加者
教室参加者

789,176

市では、教室に参加することで健康面にどのような効果

果が上がっていることがわかりました。医療面では、教室

年度別医療費（医科）

884,789

800,000

ロナウイルス感染予防のために教室実施を自粛している公

民館もありますが、６月現在、市内56か所の公民館や集い

図１

6
平成27年度

12

11

11

平成28年度

平成29年度

平成30年度

※上記グラフは年齢区分が同じ60人の教室参加者と不参加者を比較したものです。
※要支援、要介護を数値化（例：要支援１→１点、要支援２→２点、要介護１→３点、要
介護２→４点要介護３→５点、要介護４→６点、要介護５→７点

市では６月から「健幸ポイント事業」を実施しています。日々の歩数や体組成測定、健康診査やがん検診の受診など
を行うことでポイントを獲得。貯まったポイント数に応じて最高5,000円分の田川商業振興券と交換できます。
活動量計またはスマートフォンで参加することができ、日々の歩数や消費カロリーを確認することができます。定員
に達するまで随時受付を行っていますので参加を希望する人は市保健センターに問い合わせください。
※対象は40歳以上
（昭和56年３月31日以前生まれ）
の田川市民で、負担金1,000 円が必要です。
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新型コロナウイルス 感染症対策関係情報

←６ページ：事業者支援制度のサポート・相談窓口など

やむを得ない事情で

引き続き感染予防

申請書を受け取れない場合

感染予防を怠ると、再び新型コロナウ
イルスの感染が拡大する可能性がありま

申請書は、4月27日時点の住民基本台帳登録地に郵送しています。や
むを得ない理由により、同日時点の住所地で申請書を受け取れない場合

す。マスク着用、手洗い・消毒、３密（密
閉空間・密集場所・密接場面）の回避な

は、現住所に申請書を再送するための手続きができます。
●やむを得ない理由 住民票の異動を伴わない単身赴任や入院、施設入

どに取り組む「新しい生活様式」を実践
しながら社会経済活動を続けていきま
しょう。

※市が特別に認める場合は、世帯主本人の身の回りの世話をしている
人（民生委員、自治会長、親族、医院職員、施設職員など）が代理

密集

で申請することができます。
●申請方法 申請書「特別定額給付金申請書等 送付依頼書」は市ホー
ムページからダウンロードできます。必要事項を記入し、コールセン

密接

ター宛に郵送してください。
※申請書に貼り付けが必要な書類があります。詳しくは市ホームペー

差別・虐待・ＤＶの相談
感染者や感染者との濃厚接触者、医療従事
者などが、誤解や偏見に基づく差別を受けて
います。また、外出自粛により家庭内での児
童虐待やＤＶの被害が増えています。
法務省では、新型コロナウイルス感染症に
関連する不当な差別を受けた人、虐待やＤＶ
などの被害者からの相談を受け付けています。
ひとりで悩まず、相談してください。
●みんなの人権 110 番
☎0570‑003‑110
●子どもの人権 110 番
☎0120‑007‑110
●女性の人権ホットライン
☎0570‑070‑810
●インターネット相談

https：//www.jinken.go.jp/
●法務大臣が国民に向けて
メッセージを発信してい
ます。YouTube 法務省
チャンネルをご覧ください。

【事業者支援】給付・助成
県持続化
緊急支援金
売上が前年同月比
30％以上50％未満
減少した月がある
事業者が対象。
25万円または50万
円が上限。
福岡県
☎0570‑094894
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持続化
給付金
売上が前年同月比
50％以上減少した
事業者が対象。
100万円または
200万円が上限。
持続化給付金事
業コールセンター
☎0120-115-570

特別定額給付金申請受付中
特別定額給付金の申請を受け付けています。申請書が届き次第、郵送で申請してください。
申請書が届いていない場合はコールセンターに問い合わせください。

所など
※自己都合で現住所と住民基本台帳登録地が異なる人は対象外です。
●申請できる人 世帯主本人または同一世帯員

NO! ３密

密閉

国民１人10万円 ・ 申請書は5月20日市内発送済み

ジをご覧になるか問い合わせください。
●申し込み・問い合わせ
〒825‑8501

福岡県田川市中央町 1 番 1 号 田川市役所
特別定額給付金コールセンター 宛
（☎85‑7184）

申請期限

８月20日（木）
※消印有効

●給付時期
給付金の振込は、５月 29 日（金）から開始しています。

現在、多くの申請を受け付けているため、確認作業に日数・
時間を要し、振込まで一定の期間がかかっています。市民

※外国人のうち、短期滞在者や不法滞在者は住民基本台帳
に記録されていないため、対象となりません。

※申請方法に関わらず、内容に不備があった場合は給付が
遅くなることがあります。申請前に十分な確認をお願い
します。

［郵送申請］
申請書に必要事項を記入。本人確認書類などを貼り付け
て同封の返信用封筒で返送してください。
［オンライン申請］
マイナンバーカード所持者が利用できます。申請方法は

のみなさんに１日も早く給付金を届けられるよう、職員が
一丸となって鋭意努力をしています。ご理解とご協力をよ
ろしくお願いします。

給付金詐欺に注意！

【個人支援】生活福祉資金貸付
総合
支援資金
収入減少や失業な
どにより生活が困
窮している人が対
象。月15万円また
は20万円以内。
社会福祉協議会
☎44‑5757

緊急
小口資金
休業などにより収
入が減少し生計の
維持が困難になっ
た世帯が対象。
10万円または20
万円以内。
社会福祉協議会
☎44‑5757

【個人支援】給付・手当
傷病手当金

※国民健康保健加入者のみ

感染または感染疑
いで会社を休んだ
期間中に給与が支
払われなかった人
に手当を支給。条
件・限度額あり。
市民課
☎85‑7140

子育て世帯
臨時特別給付金
令和２年４月分
（３
月分含む）の児童
手当の受給者（特
例給付を除く）が
対象。対象児童１
人 当 たり１万 円。
子育て支援課
☎85‑7132

アルバイト収入減・学業継続困難【学生支援緊急給付金】条件により20万円または10万円 問各大学などの窓口

申請書の記入方法がわからない場合は、コールセンター
に問い合わせください。

▲申請書発送作業の様子
（５月19日）

特別定額給付金コールセンター ☎85‑7184
８時30分〜17時

をお願いすることは絶対にありません。

※市や総務省などが、特別定額給付金の給付のた
めに「手数料の振込」を求めることは絶対にありません。
［相談窓口］ 市消費生活相談窓口
（☎85‑7127)
土日祝日を除く８時30分〜16時30分

●給付額 世帯構成員１人につき10万円
※世帯主が受け取ります。
●申請方法

「マイナポータル
（https://app.oss.myna.go.jp/Appli
cation/search）
」を参照してください。
●申請の注意事項
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、申請や相談の
ための来庁は控えてください。

あなたの給付金が狙われています

給付金の手続き開始に合わせ、政府機関や自治体などを装って詐欺を
する「偽サイト」が増えています。また、電話やメールなどを使った詐
欺も増えています。不審に思った場合は、消費者生活相談窓口または警
察相談専用電話（＃9110）に相談してください。
※給付金に関して、市や総務省が「ATM の操作」

●対象 基準日４月 27 日時点で住民基本台帳に登録され
ている人

※土日祝日は除く

※障害などで電話での問い合わせが難しい人は、FAX44‑2123 で問い合わせください。

今後に注目

国の２次補正予算（６月中旬成立見込み）に基づき、新たな支援策が始まる予定です。報道や政府

支援制度

発表などを注視し、
必要な支援を活用してください。
【追加支援】ひとり親世帯への給付金（５万円）
、
労働者への休業支援（月額33万円）
、事業者への家賃支援（中小600万円・個人300万円）など

【個人支援】給付・手当
住居確保
給付金
収入減少により住
居を失った人・失
ってしまうかもし
れない人が対象。
一定期間家賃相当
額を支給。
生活支援課
☎85‑7126

特別定額
給付金
４月27日時点で住
民基本台帳に登録
されている人が対
象。国民１人10万
円支給。
給付金コールセ
ンター
☎85‑7184

【相談窓口】感染症・税・生活困窮・就学援助
●感染症の一般的なことに関する相談
厚生労働省相談窓口（９時〜21時）☎0120‑565‑653
福岡県新型コロナウイルス感染症一般相談窓口（24 時間）
☎092‑643‑3288
●徴収の猶予・保険料の免除
市民税、固定資産税など……税務課 ☎85‑7112
国民年金保険料など…………市民課 ☎85‑7138
●生活困窮者自立支援事業……生活支援課 ☎85‑7126
市内在住で、経済的な問題などで生活に困っている人（生活保護受給者は除く）が、
早い段階で自立した生活に戻れるよう、支援員が包括的な相談支援を実施します。
●義務教育の就学援助…………学校教育課 ☎85‑7167
離職・退職などにより経済的に困難になった家庭の就学援助

４～６ページの情報は６月１日現在のものです。最新情報は各制度のホームページや問い合わせ先で確認してください。
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田川市議会議員の定数に関する調査特別委員会における審査状況
持続化給付金・持続化緊急支援金

います。
「従業員の雇用を維持するために、雇用調整助成
金を活用したい」
、
「従業員が安心して休めるよう、新たに

特別委員会としてのまとめ
申請サポート窓口設置

特別委員会設置までの経緯
特別休暇制度を設けたい」など各企業の取り組みを、専門
家が支援します。
本市議会議員の定数は、平成23年４月に施行さ

意見交換会では、議員の数が減れば、執行機関

新型コロナウイルスの感染拡大により、大きな影響を受
に対する監視機能も低下するという意見のほか、
けている事業者に対して、国や福岡県から事業を継続する

●対象
県内企業・事業所
れた田川市議会議員定数条例の一部を改正する条
●支援内容
例により、現在の20人となっています。
専門家による訪問支援

人口ではなく、予算額に占める議会費の割合で比

ための給付金が支給されています。申請や給付が急がれる
較すれば、本市は県内平均値であり、議会公用車
一方で、申請手続きなどに苦慮しているとの声が寄せられ

平成29年７月及び平成30年８月に田川市区長

各種助成金についての研修、個別相談会
会から議員定数削減の要望書が提出される一方、
電話やメール、オンラインによる相談支援
議会内でも議員定数に係るさまざまな検討を進め
参考資料の提供

の廃止等の行財政改革の結果、経費を掛けずに多
ています。そこで本市では、申請をサポートする窓口を設
アスポ
くの議員定数を確保し、多様な市民の意見を反映
置します。本市と業務提携している ASPO（アジア士業共
させることができているとの意見もありました。
同体）協力の下、税理士や会計士が相談を受け、事業者の

てきた中、令和元年４月の選挙は、従来どおりの

●費用 無料 ※申し込みが必要です。
議員定数20人で実施することとなりました。
●申し込み

しかしながら、その前提として、議員や議会全
みなさんを支援します。
体の活動が最大限に発揮されていない場合、また
●とき
６月２日
（火）
〜30日
（火）
10時〜16時

その後、同選挙を経て、昨年６月定例会最終日
FAX、メールまたはWebサイトから申し込みください。
の令和元年７月11日に「田川市議会議員の定数
FAX 092 741 5609、メール kyushu@lec-jp.com
に関する調査特別委員会」を設置しました。

は、市民にそのことが理解されていない場合は、
※６月６日
（土）
・７日
（日）
・13日
（土）
・14日
（日）
は除く
現状の議員定数が削減されても、現状の議会の機
●ところ
田川伊田駅舎施設３階オフィス
能が低下することには直結しないとの意見もあり
●受託事業者
株式会社楠本浩総合会計事務所（ASPO

URL https://public.lec-jp.com/employmentMainte

nance-fukuoka/
特別委員会の開催状況
●問い合わせ

ました。
会員）
また、現在の３つの常任委員会を２つに減らせ
●支援の内容
持続化給付金（経済産業省）と福岡県持続
ば、所管事項の範囲が広がり、各議員がより幅広
化緊急支援金の申請サポート
く研鑚し、議員力が上がるとの意見がある一方、
●申し込み
前日までに電話申し込みが必要です。
おおもり
まつした
（☎080-3465-7621） 大森・松下
各委員が専門性を発揮し、チェック機能を果たす
●必要書類など
には、現在の３つの常任委員会及び現在の委員数
令和２年の事業収入がわかる書類やメモ
が必要であるとの意見もありました。
給付金の振込先となる金融機関の通帳
特別委員会では、議員定数を現状維持とすべき
確定申告書
本人確認ができるもの
との委員が３名、２人削減とすべきとの委員が４
メールアドレス（持っている場合のみ）
名となり、現行の20人から２減の18人とすべき
との審査結果になりました。また、今後、議会全
体の機能を最大限に向上させていくことなども必
相談料
要不可欠であるとの指摘がなされています。

各会派（全７会派）から選出された７名の委員
雇用維持のための専門家助言事業運営事務局
により、令和２年２月21日までの間、計９回にわ
（☎092‑715‑4383）
たり特別委員会を開催しました。
また、委員会の審査の過
福岡県行政書士会
程で、各委員が日頃接して
いる市民が異なること、市
民の声に対する捉え方もさ
まざまであることなどから、
福岡県行政書士会では、新型コロナウイルス感染拡大に
前述の委員会とは別の日程
よる影響を受けている事業者を対象に、無料電話相談窓口
（令和２年１月20日午後６
を設置。行政書士が行政手続の専門家として相談に応じま
時〜）で、市民等との意見
す。気軽に相談してください。
交換会を実施しました。
●とき
６月30日
（火）
までの毎週火曜日と木曜日

事業者向け無料電話相談

無料

13時〜16時
●相談電話番号
議員提出議案☎092‑631‑6777
第７号
※相談料無料・申し込み不要
●相談内容の例

田川市議会議員定数条例の一部改正

雇用維持のための

可決

国や県の給付金、支援金を申請したい。
融資を受けるため、危機関連保証認定等を申請したい。
特別委員会における審査を踏まえ、本年３月定例会最終日となる令和２年３月13日に議員提出議案（提
休業や営業自粛などにより収入が減り、家賃を払えない。
出者[今村議員：髙瀬議員、吉岡議員、梅林議員]）が提出されました。

専門家助言事業

どこに相談したらよいか窓口がわからない。
など
福岡県では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて
同議案は、議会機能の向上など、本市議会における継続的な取り組みの必要性を認めつつ、他市との人口
かがわ
●問い合わせ
福岡県行政書士会
香川
いる県内中小企業などのみなさんが抱える雇用維持に向け
比較などを踏まえた市民の要望を勘案し、議員定数の削減を行う必要があることから、現行20人となってい
（☎092‑641‑2501）
た課題を解決するため、専門家による助言事業を実施して
る議員定数を２人削減し、次回の一般選挙から18人に改めるものです。
次のような討論があった後、採決を行った結果、賛成多数により可決されました。

［反対討論］
【事業者支援】貸付・融資・保証
○議員定数を削減する前に、議会の機能を高め
危機関連
セーフティネット保証
農林漁業
ることが必要
保証
４号・５号
セーフティネット資金
○分権時代においては、多様化した市民ニーズ
に対応できるだけの議員数が必要
売上が前年同月比
前年同月比の売上
感染症で影響を受
○少数意見を排除することになる
で15％以上減少し
減少幅や業種に応
けた農林漁業者が
た全業種が対象。
じて保証。
対象。
○予算額で比較すると、現在の議員定数は妥当
100％保証。セー
（４号）
100％保証
○一般会計に占める議会費の割合は、県内の平均
フティネットとは
（５号）
80％保証
日本政策金融公
○多様な市民の声を反映するためには、一定の
別枠。
庫本店農林水産事
議員数が必要
産業振興課
☎85‑7145

産業振興課
☎85‑7145

業本部
☎0120‑926‑478

［賛成討論］
【事業者支援】給付・助成
○これまでの議会改革の取り組みについて、市
無利子無担保
市事業者
雇用調整
民は十分とは思っていない
融資
支援金
助成金
○定数削減問題をマイナスに捉えるのではなく、
議会のおしらせ No.208
市民に応える良い機会である
売上が前年比５%
市内に事業所を有
４月１日〜６月30
○議員定数の削減は、必ずしも
以上減少した事業
し事業を営む事業
日の期間中に従業
者が対象。６千万
者が対象。条件に
員を休業させた事
議会機能の低下につながらず、
円（うち実質無利
より１事業者10万
業者が対象。
各議員が資質向上を意識する
子枠は３千万円ま
円または20万円。
ことで、本来のチェック機能
で）が上限。
福岡助成金セン
を発揮することができる
田川商工会議所
☎44‑3150

議会のおしらせ No.208
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産業振興課
☎85‑7145

ター
☎092‑411‑4701
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令和２年６月15日
発行：田川市議会

定数に関する意見交換会

編集：田川市議会広報委員会

令和２年１月20日に「田川市議会議員の定数に関する意見交換会」が
行われ、市民の方からさまざまな意見が出されました。

３月定例会を開催し、
28議案を審議
● ３月定例会の議決結果

2

● 委員会の行政視察報告

7

● 賛否の分かれた案件

3

●

● 議会日誌

7

3

● 当初予算の審査概要

4

● 条例議案の審査概要

6

■お問い合わせ：田川市議会事務局 ／〒825‑8501

一般質問

〜市政を問う〜
2 日間にわたり８人の議員が質問

● 田川市議会議員の定数に

関する調査特別委員会

田川市中央町１番１号／ TEL0947（85）7170 ／ FAX0947（44）2043

http://www.joho.tagawa.fukuoka.jp/gikai.html

7
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E-mai：gikai@lg.city.tagawa.fukuoka.jp

賛否の分かれた案件における議員別一覧

×：反対

欠：欠席

○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ × × ○ ○ ○ ○ ○ × × × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ×

【議案第15号】

田川市廃棄物の
処理及び清掃に関する
条例の一部改正

【議案第19号】

田川市立中学校
設置条例の一部改正

【議案第20号】
田川市体育施設
条例の一部改正

【議案第25号】
令和元年度 田川市
一般会計補正予算

議員提出議案
第７号

田川市議会議員
定数条例の一部改正

○ × × ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○

○ × × ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○

○ × × ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○

○ × × ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○

○ × × ○ ○ ○ ○ ○ × × × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○

※ 上記以外の案件は、賛否が分かれることなく可決されました。北山議員（議席番号：１）は議長のため採決には加わりません。

４ ２
田川市議会議員の定数に

田川市議会議員の定数に

関する調査特別委員会
厚生委員会
議会運営委員会
議会運営委員会
３月定例会
︵開会︶
本会議
各会派代表者会議

関する調査特別委員会
総務文教委員会
厚生委員会
建設経済委員会

田川市議会議員の定数に

関する調査特別委員会
議会運営委員会
本会議
︵一般質問︶
議会運営委員会
本会議

総務文教委員会
厚生委員会
建設経済委員会
議会運営委員会
本会議
︵一般質問︶
議会運営委員会
本会議
３月定例会
︵閉会︶
広報委員会

各会派代表者会議
広報委員会
総務文教委員会
各会派代表者会議

６月定例会は、６月12日
（金）
開会
一般質問は、６月17日
（水）
・18日
（木）
の予定です。

月
日

14 ７ ６

日
日
日

21 20 19 18

日
日
日
日

27

日

28

日

月

９ ５ ４ ３ ３
日
日
日
日

13

日

月

日
日
日
日

28 24 22 15 ４

議
会
日
誌

※いずれも10時
開始予定です。
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３月定例会では29日間で28議案を審議しました

３月定例会に提出された案件
市

議案
番号

長

提

件

出

議

案

名

議決結果

付託委員会

1

令和元年度田川市一般会計補正予算

原案可決 総文・厚生・建経

2

令和元年度田川市国民健康保険特別会計補正予算

原案可決

厚

生

3

令和元年度田川市後期高齢者医療特別会計補正予算

原案可決

厚

生

4

令和元年度田川市等三線沿線地域交通体系整備事業基金特別会計補正予算

原案可決

建

経

5

令和元年度田川市病院事業会計補正予算

原案可決

厚

生

6

令和２年度田川市一般会計予算

原案可決 総文・厚生・建経

7

令和２年度田川市国民健康保険特別会計予算

原案可決

厚

生

8

令和２年度田川市後期高齢者医療特別会計予算

原案可決

厚

生

9

令和２年度田川市急患医療特別会計予算

原案可決

厚

生

10

令和２年度田川市住宅新築資金等貸付特別会計予算

原案可決

厚

生

11

令和２年度田川市等三線沿線地域交通体系整備事業基金特別会計予算

原案可決

建

経

12

令和２年度田川市病院事業会計予算

原案可決

厚

生

13

田川市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について

原案可決

厚

生

14

田川市印鑑条例の一部改正について

原案可決

厚

生

15

田川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について

原案可決

厚

生

16

田川市市営住宅管理条例の一部改正について

原案可決

建

経

17

田川市病院事業の設置等に関する条例の一部改正について

原案可決

厚

生

18

田川市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について

原案可決

総

文

19

田川市立中学校設置条例の一部改正について

原案可決

総

文

20

田川市体育施設条例の一部改正について

原案可決

総

文

21

市道路線の認定について

原案可決

建

経

22

市道路線の変更について

原案可決

建

経

23

田川市固定資産評価審査委員会委員の選任について（和田孝子氏）

同

意

−

24

田川市固定資産評価審査委員会委員の選任について（中島啓司氏）

同

意

−

25

令和元年度田川市一般会計補正予算

原案可決

総

文

26

令和２年度田川市一般会計補正予算

原案可決

総

文

諮

◎新型コロナウイルス感染症の予防と感染拡大防止のため、本会議・委員会の傍聴は、自粛していただきますよう
お願いします。なお、本会議・委員会は、インターネット中継を行います。
みなさまのご理解とご協力をよろしくお願いします。

9

議決結果

石 松

陸 田

小 林

加 藤

髙 瀬

松 岡

梅 林

尾 﨑

香 月

梶 原

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

白 石

9

吉 岡

8

佐々木

【議案第６号】

令和２年度 田川市
一般会計予算

7

今 村

令和元年度 田川市
一般会計補正予算

6

村 上

【議案第１号】

5

原 田

件

4

佐 藤

案

3

柿 田

議員名

田 守

2

議席番号

〇：賛成

1

問
議

7

同

人権擁護委員候補者の推薦について（日高親晴氏）

員

提

出

議

意

−

原案可決

−

案

田川市議会議員定数条例の一部改正について

委員会の名称：総文（総務文教委員会）、厚生（厚生委員会）、建経（建設経済委員会）
議会のおしらせ No.208
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これに対し、執行部からは、出生数の７割以上
を占める第１子及び第２子の支援を強化すること
で、第３子以降の出生につなげたいとの答弁があ
りました。
また、他の委員からは、融合した２つの事業は
もともと性格が異なるため、出産祝金を廃止する
のではなく、金額を見直してでも継続すべきであ
るとの意見がありました。
一方、他の委員からは、限られた財源の中でよ
り有効な施策を検討してきたことが伺える。クー
ポン券の使用率が高いことなどから、市内での消
費喚起にもつながることについて評価できるとの
意見がありました。
このほか、他の委員からは、乳児のいる転入世
帯にクーポン券は大変人気があるため、拡充策は
大変効果的である。今後、３歳児まで拡充するこ
とについて検討してほしいとの要望がありました。

子育てクーポン券支給事業費 2,652万円
子育て家庭の経済的負担の軽減を図るため、育
児用品等を購入できるクーポン券を支給する経費。
令和２年度から次のとおり拡充が行われます。
０歳児
１歳児
２歳児
計

令和元年度まで
24,000円／年
24,000円／年
−
48,000円

令和２年度から
48,000円／年
36,000円／年
24,000円／年
108,000円

執行部からは、出産祝金が出生数の増加につな
がってないことから廃止するとともに、目的が類
似している子育てクーポン券支給事業と融合する
観点から、クーポン券の増額及び支給期間の延長
を行ったもので、次の効果が期待できるとの説明
がありました。
○子育て世帯の経済的負担の軽減（第２子目まで）
○移住定住の促進
○本市経済の活性化
委員からは、これら事業の融合前後における第
１子からの累積支給総額を比較すると、第３子以
降の子どものいる世帯は減額になることなどから、
再検討すべきとの意見がありました。

本会議における審議
各委員会における令和２年度一般会計当初予算の審査結果について、３月定例会最終日の本会議において、
各委員長から報告があり、次のような討論が行われた後、採決を行った結果、賛成多数で可決されました。
［反対討論］
○マイナンバー制度は必要ない
○包括業務委託は教育現場になじまない
○長寿祝い事業の見直しは納得できない
○新中学校建設について、子どもたちの安全を
最優先に考えられていない
○出産祝金と子育てクーポン券について
これらの事業はセットで支給することが有
効であるため、出産祝金を廃止すべきでない
議会でまだ十分な審査がなされていない
本市の出生率は国より高く、出産祝金が出
生数増加につながっていないという根拠が
ない
行政改革によって子育て支援の予算を削減
すべきでない
多子世帯にこそ
手厚い支援を行
うべきである
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［賛成討論］
○教育、福祉など、市民生活にとって重要な予
算である
○当初予算が否決されると、市役所の機能が麻
痺し、市民生活に多大な影響を与える
○行政改革を着実に推進し、新たな行政需要も
見据えた将来に期待の持てる予算である
○出産祝金と子育てクーポン券について
子育てクーポン券であれば、一定期間内に
市内で消費されるとともに、確実に子育て
のために使用される
移住定住施策に寄与する
限られた財源を効果的に配分しており、よ
り多くの人にメリットがある
出産祝金の支給は、出生数の増加につなが
らない
子育てクーポン券の拡充は
子育て世帯にはあり
がたい

議会のおしらせ No.208
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令和２年度一般会計当初予算

常任委員会の主な審査内容

令和２年度の一般会計当初予算は、市長選挙後に編成した令和元年度６月補正予算と比較して
41億7,190万８千円の増となり、予算総額は344億4,617万７千円となっています。

総務文教委員会
新中学校建設事業費 57億5,455万円

防災体制充実事業費

1,880万円

市や地域の防災体制を充実させるための経費。
委員からは、近年多い大雨等の災害において、
避難所の劣悪な環境が問題になっていることから、
トイレ、キッチン、ベッドなどの整備や、プライ
バシーの確保などを進めていってほしいとの要望
がありました。

新中学校２校の開校に向けた、新校舎等の設計、
現校舎の解体、仮設校舎の設置、移転等を行う経費。
委員からは、
○新中学校の建設に当たっては、開校準備協議会
における協議を進め、さらに市民の理解を得な
がら、１日も早く新中学校が開校できるよう努
力してほしい。
○今後も事業の進捗状況を報告してほしい。
などの要望がありました。
また、通学路の整備やグラウンドの配置等につ
いて、安全面を憂慮する意見もありました。

建設経済委員会
公共交通網形成事業費

6,066万円

高度実践型未来農業者輩出事業費 387万円
本市で生産されるパプリカなどのブランド農産
物の生産者を育成するため、技術継承の実践施設
を設置し、継続性のあるブランド農産物の流通促
進を図る経費。
委員からは、パプリカを本市
の特産品として、しっかり定着
させてほしいとの意見がありま
した。

交通空白・交通不便地域の解消、地域住民の交
通手段の維持、公共交通の活性化のため、持続可
能な公共交通体系の構築に係る経費。
執行部からは、本市の中心拠点を田川伊田駅と
田川後藤寺駅周辺に定め、その間のバス路線をし
っかり整備するとともに、各校区から中心拠点に
出るための移動手段を確保するため、先進事例等
を研究しながら、本市にふさわしい運行形態を検
討したいとの説明がありました。

厚生委員会
長寿祝い事業費

313万円

民生費の割合が高い水準で推移している
ことなどから、88歳の記念品、99歳の田川
商業振興券及び記念品が廃止されました。
（令和２年度の支給対象は右のとおり）
委員からは、記念品を賞状に替えること
や基金を活用することなどにより、予算を
確保できるため、99歳の振興券の復活を求
めるとの意見もありました。

長寿祝い事業の見直し
年齢

令和元年度まで
商業振興券 5,000円
88歳
記念品
4,500円
商業振興券 8,000円
99歳
記念品
7,000円
商業振興券 10,000円
100歳
記念品
17,000円
101歳以上 商業振興券 10,000円
議会のおしらせ No.208
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令和２年度から
商業振興券 5,000円
記念品
廃止
商業振興券
廃止
記念品
廃止
商業振興券 10,000円
記念品
17,000円
商業振興券 10,000円
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視 察 報 告

市長提出議案

先進地に学ぶ

日〜

28

建設経済委員会

令和２年１月

︻視察参加議 員 ︼
髙瀬・松岡・田守・吉岡・陸田・石松

公共交通の取り組み

30

日

﹇静岡県富士宮市﹈﹇静岡県袋井市﹈
富士宮市では︑市街地周辺の公共
施設︑医療施設︑ショッピングセン
タ ー 等 と 住 宅 地 を 循 環 バ ス で 結 び︑
地域住民の生活交通手段を確保する
と同時に︑中心市街地の活性化を目
指しています︒また︑路線バスの廃
止に伴い︑今後︑交通空白地になる
と想定される地域において︑デマン
ド型乗合タクシーにより住民の生活
交通手段を確保しています︒
袋井市では︑交通事業者の運転者
不足や費用対効果を考え︑決められ
た時間に決められた場所で誰でも乗
降 で き る﹁自 主 運 行 バ ス﹂︑高 齢 者
等の交通弱者の移動手段として利便
性 の 高 い﹁デ マ ン ド タ ク シ ー﹂︑地
域で創り育てることができる﹁地域
協働運行バス﹂を組み合わせ︑より
利用しやすい公共交通を構築してい
ます︒
両市とも︑本市における公共交通
の取り組みの参考となる事例です︒

中心市街地のまちづくり

﹇静岡県藤枝市﹈
藤枝市では︑平成 年度から中心
市街地活性化基本計画に基づき︑
Ｊ
21

Ｒ藤枝駅を中心とした中心市街地に
対し︑民間活力を積極的に導入した
官民連携によるまちづくりを推進し
ています︒
計画のスタンスとしては︑民間の
資金︑アイデアやノウハウを積極的
に導入し︑環境を整えています︒特
に︑事業の採算性の確保がネックに
なることから︑初期投資を抑えるた
め︑国の財政支援とのマッチングを
行うことで︑民間事業を誘導してい
ます︒
藤枝駅周辺にぎわい再生拠点施設
整備事業においては︑市有地︵市立
病院跡地︶に︑国の補助金等を最大
限に活用した商業施設︑映画館を誘
致し︑新しい図書館の整備を進める
ことなどにより︑にぎわいを創出し
ています︒

▲袋井市における視察の様子

２月27日・３月９日の2日間で８名の議員が市政の
各分野にわたり、さまざまな観点から質問しました。
日程

月

２

日

27

月９日

※
３

議

員

名

質

問

事

項

会

派

掲載頁

髙

瀬

冨士夫

柿

田

孝

子

石

松

和

幸

陸

田

孝

則

地域公共交通

佐

藤

俊

一

買い物弱者対策の取り組み、子ども医療費無料化の拡充、
日本共産党市会議員団 10
小学校の屋内運動場の整備

香

月

隆

一

中学校の再編

梶

原

みつ子

小

林

義

憲

いじめ・暴力・不登校
住み慣れた地域で安心して暮らすための高齢者の地域支
援対策、８０５０問題、就学援助費
学校における働き方改革の実現に向けた取り組み、
児童虐待を防ぐ取り組み

令和クラブ

８

日本共産党市会議員団

８

社民党市議会議員団

９

孔志会

９

社民党市議会議員団

10

新中学校の再編

孔志会

11

本市の行財政改革

孔志会

11

※ 新型コロナウイルス感染対策の対応のため、一般質問２日目の日程が、２月 28 日から３月９日に変更されました。
※ 各議員がいくつか質問した事項の中から代表的な項目を選び、以下、質問と答弁の要旨を整理して掲載します。

※ 全文の内容は「田川市議会ホームページ」及び各地区公民館等に配布している「田川市議会会議録」にて掲載します。
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第15号

可決

田川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正

本案は、一般廃棄物について、家庭系と事業系の適正な分別を推進し、一般廃棄物の減量を図るため、所
要の改正が行われるものです。
改正の主な内容は、①事業系可燃ごみの指定ごみ袋を導入すること、②一般廃棄物収集運搬業の許可制を導
入すること、③家庭系廃棄物の処理に支障のない限りにおいて市が事業系廃棄物の処理を行うことです。
事業系の指定ごみ袋は本年10月から
導入され、現在の可燃ごみ（大）と同じ
大きさ（49ℓ）で、10枚セット1,100円
（消費税及び地方消費税の額を含む）となっています。
今後の事業系廃棄物の収集運搬方法については、
事業者自ら搬入するほか、事業系の指定ごみ袋を使
用し、本市が許可する一般廃棄物収集運搬業者に委
託することになります。なお、特例収集として、小規
模事業者などについては、１回の排出量が指定ごみ
袋で５袋以内に限り、これまで同様、本市又は本市
が委託する業者が収集運搬することになっています。
厚生委員会の審査において、委員から、一般廃棄
物収集運搬業の許可制を導入していないことや他地

域に比べ手数料が安価なことから、地域外の事業系
廃棄物が清掃センターに持ち込まれていることが懸
念されてきたため、今回の改正は大変効果的な対策
であるとの意見がありました。
このほか、委員からは、事業者によっては、事業
系の指定ごみ袋購入や収集運搬の委託などにより必
要経費が増加するため、事前に関係者の意見聴取等
を行い、激変緩和措置としての特例収集の拡大など
を慎重に検討する必要があるとの意見がありました。
これに対し、執行部からは、現在の焼却場及び最
終処分場の延命などにおいて、事業系廃棄物の減量
化は喫緊の課題である。事業者に丁寧な説明を行っ
ていきたいとの答弁がありました。

本会議における審議
本案に係る厚生委員会における審査結果について、３月定例会最終日の本会議において、委員長から報告
があり、次のような討論が行われた後、採決を行った結果、賛成多数で可決されました。
［反対討論］
○特例収集の確認方法が曖昧である
○市内約２００の事業所のごみ処理経費が増加
することが見込まれる
○影響を受ける事業所の意見等を事前に聞いて、
特例収集の拡大や激変緩和措置などを慎重に
検討する必要がある

市長提出議案

［賛成討論］
○廃棄物の処理及び清掃に関する法律の趣旨を
踏まえた改正である
○新たなごみ袋の金額は適正であり、小規模事
業者に配慮した特例制度も評価できる
○事業系ごみの減量が期待され、本市の財政負
担の軽減につながる

第20号

可決

田川市体育施設条例の一部改正

本案は、令和元年10月１日に消費税及び地方消費税が増税されたことに加え、施設のバリアフリー化や
大規模改修を見据えて、市民プールの利用料金に一律100円を加算するものです。
総務文教委員会の審査において、委員から、増収分は指定管理者
に入り、その増収分の額を市が支払う指定管理料から減額するので
あれば、値上げする意味はなく、市民に負担を押し付けることにな
るとの意見がありました。
これに対し、執行部からは、値上げ後については、市内小学生に
無料利用券を１枚配布することを検討している。受益者負担の観点
から、市外の利用者にもある程度負担してもらいたいとの答弁があ
りました。
他の委員からは、利用券の配布枚数を増やすとともに、入場者が
多いことにより市民がプールに入れない事態にならないようにして
ほしいとの要望がありました。
議会のおしらせ No.208

6

区

分
一般

個人 生徒
児童
一般
団体 生徒
児童

改正後の料金
600円
回数券（６枚）3,000円
500円
回数券（６枚）2,500円
400円
回数券（６枚）2,000円
480円
400円
320円
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令和クラブ
▼代表質問

孝子
議員

日本共産党市会議員団 ▼代表質問

柿田

会

歳代の高齢な親が就労してい
ない 歳代の子どもの生活を支
える﹁８０５０問題﹂について︑本
市の現状把握について問う︒
ここ４年間で 件の相談があっ
ている︒収入や世帯構成等で対
象を把握することは困難であるが︑
他機関等との情報共有を行い︑一人
でも多くの支援に努めたい︒
重要となる支援体制と相談窓口
の周知について問う︒
生活困窮者自立支援制度の対象
に位置づけ︑庁内や関係機関と
連携して支援を行っている︒広報紙
の活用や関係機関との情報共有の強
化を図ることで周知に努めたい︒

８０５０問題について

入退院時等連絡会議を開催し︑
スムーズな在宅移行の支援につ
いて協議している︒

住み慣れた地域で安心して暮らすために

志

議員

▼代表質問

本年２月現在の本市の高齢化率
は ・７％と高くなっている︒
高齢者が住み慣れた地域で安心した
生活を継続できるよう︑どのような
事業を実施しているのか問う︒
必要な支援を把握し︑適切なサ
ービスにつなげる﹁総合相談支
援事業﹂のほか︑在宅での急病等の
緊急時に対応する﹁緊急通報システ
ム事業﹂などを行っている︒
一人暮らしの高齢者の不安を軽
減するため︑緊急通報システム
利用料の軽減拡大を図るべきと考え
る︒見解を問う︒
高齢者に係る事業費の増大が見
込まれること等から︑難しいと
考えるが︑社会情勢や他自治体の取
組などを踏まえ研究したい︒
安否確認が必要な人が安心して
暮らすため︑どのような取組を
行っているのか問う︒
地域︑関係機関及び行政等が連
携した支援体制が必要になるた
め︑高齢者見守りネットワーク構築
を目指し︑地域で高齢者の緊急連絡
先の把握等を行い︑地域の実情に合
った見守りを行う﹁地域ほっとネッ
トワーク事業﹂等に取組んでいる︒
高齢者が退院して自宅に戻った
後の支援について問う︒

孔

孝則

令和２年度の就学援助費に係る
国の基準額が増額になる︒前倒
し支給分の対応について問う︒
令和２年度の基準額で支給する︒
前倒しして支給している新入学
学用品費については︑必要な差額分
を支給したい︒

就学援助費について

12

タクシー会社のように国の運送許可
を受けた事業者ではなく︑地元の住
民が運転を担うため︑事故発生時の
責任の所在等の課題が考えられる︒
まずは︑本市に適している事例であ
るか︑十分に研究をしたい︒
京丹後市では︑ＮＰＯ法人が住
民同士の支え合いの精神により︑
交通難民の移動をサポートしている︒
本市もＮＰＯ法人の創設に積極的に
関与し︑移住・定住︑働く場所の提
供等︑施策実行に協力を願うべきと
思うが︑見解を問う︒
ＮＰＯ法人の創設には︑熱心で
ボランティア精神旺盛なリーダ
ー的存在が必要不可欠であり︑そう
いう人物を探し出すことが最大の難
題である︒本市では７千人を超える
ボランティア登録があり︑ＮＰＯ法
人設立の土壌はあると思われるが︑
設立までの経緯等も調査研究したい︒
公共交通網の再編について︑市
長の所信表明では︑いつまでに
どのように︑また︑成果について具
体的な数字がない︒地域公共交通網
形成計画や立地適正化計画の策定に
より満足となる解決ができるのか︒
令和５年までにコミュニティバ
スの効率的再編など︑市民が満
足できる交通体系をつくりたい︒

地域公共交通について
公共交通における接続など総合
的な体系づくりとして︑複数の
交通手段を一体に捉え円滑な移動サ
ービスを築く︑Ｍａａ Ｓ︵マース︶の
考え方について︑見解を問う︒
利便性向上につながり︑地域公
共交通にとって重要な要素であ
る︒本市の地域公共交通網形成計画
においてもＭａａ Ｓの考え方を十分
に踏まえ策定を進めている︒
スマートフォンのアプリ﹁ウー
バー﹂で配車︑乗車のマッチン
グを行い︑ＧＰＳを活用した先進的
システムにより﹁公共交通空白地域
有償運送﹂を行う新しい仕組みにつ
いて︑責任を持って調査研究︑導入
すべきと思うが︑見解を問う︒
実際に公共交通の運行に活用さ
れている事例は貴重であり︑現
地調査を行いたい︒
本市の人口は４万７千５百人だ
が︑ 年後は︑４万３千５百人︑
高齢化率は ・５％で︑ 歳以上の
後期高齢者の人口増加が予測されて
いる︒本市としても交通難民対策と
して︑﹁ウーバー﹂を取り入れてい
る京都府京丹後市に続かなければな
らないと思うが︑見解を問う︒
著しく交通不便な地域として︑
国の認可が受けられるか︒また︑

陸田

50

議員

を協議して対応するように学校に指
導している︒
対応方針の協議には︑管理職︑養
護教諭だけでなく︑スクールカウン
セラーやソーシャルワーカー︑教育
委員会指導主事も含め協議し︑指導
支援にあたるようにしている︒
学校は︑安全で安心して学べる場
でなくてはならない︒そのためには︑
問題行動の事実を正確に把握し︑そ
の状況や背景に目をそらさずに︑情
報を共有し︑組織で真摯に対応して
いくことが求められている︒
いじめを受けた児童・生徒が一
定期間に連続して欠席した実態
があるか問う︒
平成 年度のいじめによる長期
欠席は小学校で１件ある︒
調査委員会がいじめの状況と不登
校の背景を調査し︑不登校の要因は
いじめがきっかけとして︑環境と当
該児童の発達特性によるものとの報
告を受けている︒
いじめの案件は内容と対応やその
後の状況を各学校に毎月報告をさせ
ており︑状況に応じて指導主事が学
校に対応方針を指導助言したり︑外
部関係機関とケース会議を行ったり
して︑よりよい支援となるよう方針
を協議し︑実施している︒

学校における働き方改革について

80

髙瀬冨士夫
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いじめ・暴力・不登校について

議員

▼代表質問

学校現場で起こっているいじめ︑
虐待などが︑スピードを加速し
て増え続けている︒
こうした多くの問題を見たとき︑
学校任せにしているような事が伺え
る︒重大な問題が起こっていても︑
教育委員会に報告されていない部分
が多くある︒保護者あるいは新聞な
どから知ったケースが多くあるので
はないか︒
このことを︑教育委員会は真摯に
受けとめて︑学校現場に入り︑児童
生徒︑先生方に以前からいじめなど
がないか︑さらに今︑学校現場でど
のようなことが起こっているかなど
聞き出していくことが早道だと思っ
ている︒
教育委員会が現場に入り徹底的に
指導してほしい︒見解を問う︒
本市は︑いじめは人間として絶
対に許されないという強い認識︑
どの学校でも起こり得るという危機
意識︑いじめられている子供を最後
まで守り抜くという信念を持つこと
を基本姿勢として取り組んでいる︒
生徒指導上の問題に対しては︑必
ず学校内の生徒指導委員会等で協議
し組織的に対応している︒
当該児童生徒から聞き取りを行い︑
その背景や要因を分析し︑対応方針

社民党市議会議員団

和幸

30

広報たがわ
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30

教職員の厳しい勤務実態を踏ま
え︑小中学校における働き方改
革の具体的な施策と︑定時退校等に
対する保護者及び地域住民の理解を
得るための取り組みについて問う︒
月２回の定時退校日︑夏季休業
中の３日間の学校閉庁日の設定
等を行っている︒実際の業務見直し
とつながらない部分もあるため︑各
学校の実態も踏まえ︑市内全校で足
並みをそろえて取り組んでいきたい︒
これまで教職員の長時間労働の
温床と批判されていた公立学校
教育職員の給与等に関する特別措置
法が改正された︒法改正の目的をど
うとらえているか問う︒
学校教育現場は︑いじめ︑学力
問題等さまざまな教育課題を抱
えており︑教職員は本来定めている
労働時間を超えて勤務せざるを得な
い状況に置かれている︒この状況の
改善を目的に法が改正され︑残業時
間の上限の指針などが示されている︒
教職員の現在の働き方の実態と合
わせ︑この法律の趣旨を保護者︑地
域の方に知らせていくことは︑学校
現場だけでなく︑教育委員会が主導
的に行わなければならないと考える︒

75

石松
11

児童虐待を防ぐ取り組みについて
昨年 月︑市内における児童虐
待に関連する死亡事件の報道が
あった︒
これは子どもの人権に関わる大き
な問題であり︑行政・議会・地域が
一体となって子どもの人権のために
取り組む必要がある︒
本市の平成 年度の児童虐待相談
件のうち︑就学前児童の相談が
件であるが︑この実態の分析と対策
を問う︒
市内全保育所が加入する要保護
児童対策地域協議会のほか︑小
中学校や児童相談所と連携し︑情報
をいち早くキャッチして対応するよ
う努めている︒
本市の子育て家庭への相談支援
体制を問う︒
現在︑職員６人で相談支援業務
にあたっている︒昨年の事件に
ついて現在検証中であり︑この検証
結果を待って︑人員体制の見直しを
行うか判断したい︒
市民が子育てに果たすべき役割
を明確にし︑子どもの権利を守
ることを目的とする条例を制定すべ
きではないか︒
子どもをしっかりと育てていく
ためにも︑条例制定に向けて検
討したい︒
76
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一 般 質 問
一 般 質 問

俊一
議員

日本共産党市会議員団 ▼個人質問

佐藤

▼個人質問

大藪小学校の屋内運動場は︑排
煙装置及び収納庫などの損傷や
雨漏りが激しく︑早急な改善が必要
であると考える︒教育委員会の考え
を問う︒
雨漏り対策を行ってきたが︑抜
本的改善には至ってないため︑
屋上の換気装置の開口部を全てふさ
ぐことで︑雨水の浸入を防ぐ措置を
講じることとしている︒これに伴う
夏場の暑さ対策として︑気化式冷風
機を活用したい︒収納庫等について
も︑迅速に必要な修繕等を行いたい︒
なお︑全ての学校施設について︑個
別施設計画策定業務の中で行う老朽
化診断において︑雨漏り状況を含む
実態調査を行う予定である︒
学校施設は指定避難所や指定緊
急避難場所になっている︒暑さ
対策として︑個別施設計画において︑
屋内運動場の空調整備を考えている
のか問う︒
屋内運動場の空調管理について
は︑小学校普通教室へのエアコ
ン整備や新中学校開校に伴い余剰と
なる気化式冷風機を活用したい︒

小学校の屋内運動場の整備

は︑さらなる子育て支援の選択肢の
一つとして︑慎重に考えたい︒

買い物弱者対策の取り組みについて

会

議員

会

▼個人質問

議員

▼個人質問

議員

状況について問う︒
また︑いつまでに通学方法等の案
を策定し︑いつ保護者や地域住民に
説明するのか問う︒
通学路として利用される道路に
ついて︑道路の幅員や歩道の有
無︑防犯灯設置の有無などの調査を
行い︑危険と思われる箇所について︑
一定の整備方針︑優先度等の検討を
行っている︒本年８月までに整理し︑
住民に周知する︒
本年２月６日︑市民会館におい
て住民説明会が開催されたが︑
市内１か所の開催では︑教育委員会
が目的とする﹁新中学校創設への不
安の払拭や気運の高まりを目指す﹂
という説明会にはなり得ない︒保護
者や市民が︑気軽に質問でき︑意見
の言える雰囲気の説明会が必要では
ないか︒
開校までの今後２年間︑節目節目
に小学校区単位で保護者説明会や住
民説明会を計画的に実施すべきだと
考える︒検討状況を問う︒
開校準備協議会による検討事項
について︑一定程度の方針が確
定した時点で説明を行っていく必要
があると考えている︒また︑工事に
関することについては地域に対する
説明会の開催も必要と考えている︒

中学校再編について

隆一

社民党市議会議員団

香月

志

義憲

２年弱の間︑仮設校舎で学習し
活動する生徒に負担のかからな
いよう︑どのように検討しているの
か問う︒特に生徒が授業に集中でき
るように防音対策の徹底を求める︒
仮設校舎の内壁︑床に防音効果
のある資材を施工する︒また︑
普通教室︑特別教室などにエアコン
を設置し対処する︒
新校舎の建設において生徒が豊
かに学べる教育環境の実現に向
けてどのように検討されているのか
問う︒また︑誰もが使いやすい校舎
に向けてエレベーターの設置などバ
リアフリー化の検討状況を問う︒
教員がスクールカウンセラーと
協働した﹁ストレスマネジメン
ト﹂の授業を行ったり︑見守りを強
化するなど︑生徒の変化に関してア
ンテナをより高くして対応するよう
学校に指導を行う︒
車いす利用者やけがをした人等に
配慮するため︑エレベーターを校舎
内に設置する︒また校庭など校舎外
の移動経路についても︑段差をなく
すなど誰もが使いやすい学校づくり
を行っていく︒
通学方法や通学路の整備につい
ては特に保護者の関心が高い︒
安全安心な通学に向けた現在の検討

孔

小林

評価の実施︑包括支援センターや小
学校給食調理業務の民間委託化︑指
定管理料等の委託費用の精査︑補助
金等の見直し︑定住自立圏形成協定
締結に基づく財源確保︑随意契約削
減︑ふるさと納税の拡充及び土地の
売却促進などに取り組んでおり︑こ
れらの合計として︑現時点で令和２
年度末までに約６億１千万円の効果
を見込んでいる︒さらなる効果の発
生を目指して︑今後も本気で取り組
んでいく︒
昨年 月議会の一般質問におい
て︑本市の財政見通しは厳しい
状況下にあるが︑心配はないという
説明があった︒今後の財政運営の方
針について問う︒
常に収支のバランスを意識して
改革に取り組んできており︑現
在もそのような財政運営を進めてい
る︒今後︑中学校の統合問題を始め︑
まちづくりに多くの課題があるため︑
厳しい状況であることを認識してお
かなければならない︒歳出を抑えつ
つ︑新たな事業も進めなければ田川
市がしぼんでしまう︒しっかりと事
業を精査し︑財政負担にならない形
で今後も行財政運営・市政運営を進
めていく︒市議会もチェック機関と
してご協力いただきたい︒

行財政改革について
少子高齢化に伴い︑社会保障費
の給付が増えている中で本市の
財政運営もさらに厳しくなっていく
が︑本市の財政の現状をどのように
判断しているか問う︒
平成 年度普通会計決算では︑
財政調整基金の取り崩しを除く
と約７千６百万円の黒字であった︒
また︑財政の健全化を見極める健全
化判断比率は︑いずれの指標も早期
健全化基準を大きく下回る水準であ
るため︑現状は特に問題ないと考え
る︒今後も財政規律を維持しつつ︑
財政運営に努めていく︒
今後の大規模事業と本市の財政
のバランスについて問う︒
現在進んでいる新中学校建設を
始め︑田川後藤寺駅周辺及び旧
田川東高校跡地の整備︑市営住宅の
建て替えなどが見込まれている︒事
業の実施に当たっては︑財政状況を
十分に考慮し︑国・県などの補助金
や民間資金の活用などを検討し︑財
政上のバランスを保っていく︒
令和２年度で最終年度となる第
６次行政改革の成果と反省を踏
まえ︑改革の具体化とその姿勢につ
いて問う︒
これまでに︑全ての事務事業へ
のサンセット方式の導入︑外部

広報たがわ
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平成 年度以降︑買い物弱者対
策について議論を重ねた結果︑
検討委員会を設置し︑平成 年度中
に計画を策定する旨の答弁があった
が︑いまだに検討委員会さえ設置さ
れていない︒市長が先頭に立ち︑買
い物に困っている市民を支援する考
えはないのか︑市長の決意を問う︒
進んでいないというのが実感で
ある︒どうすればこの問題を克
服できるのか︑様々な方策について
検討するよう指示したい︒

高校生まで医療費無償化を

志

福岡県は現在︑小学生までを対
象に市町村が行う子ども医療費
助成に対し２分の１の補助金を交付
しており︑令和３年度からは対象を
中学生まで拡大する予定である︒厚
生労働省のデータによると︑平成
年４月現在︑高校生まで医療費助成
を行う自治体は３割を超えている︒
子育て支援をさらに充実させるため︑
現在中学生までとなっている本市の
医療費無償化を高校生まで拡大する
考えはないのか問う︒
中学生までの県補助金を考慮し
ても︑新たに約２千万円の財政
負担が必要と見込まれることから︑
高校生までの医療費無料化について

孔

梶原みつ子
新中学校の再編について
新中学校の設計については︑生
徒︑ＰＴＡや住民の意見を反映
してほしいが︑見解を問う︒
全てを実現することは困難だが︑
可能な限り取り入れた設計にな
るよう調整している︒
統廃合により大きな学校になる
ことで︑部活動などの選手であ
った子どもたちの活動の場が狭くな
ることもある︒教育委員会として︑
どのように考えていくのか︒
例えば︑部活動も自分の本当に
やりたい部活動を選択できる余
地がふえる︒また︑これまで他校の
生徒会と交流していたようなことが︑
日常的にクラスを超えて校内で行う
ことができるようになる︒

御意見箱の再設置について
市民の声をダイレクトに受け止
める投書箱は︑５年程前に廃止
されている︒市民からも︑再度︑設
置してほしいとの意見があるが︑な
ぜ廃止したのか見解を問う︒
公民館単位で市長と話す会を行
うことで︑まちづくりの課題等
を市民と共有できるほか︑Ｅメール
など市民から提案を受ける環境も用
意している︒御意見箱の設置につい
ては︑検討したい︒

12

26

本年２月６日の住民説明会にお
ける質問や要望について問う︒
工事車両の搬入経路︑地元への
説明のあり方︑開校準備協議会
の検討結果や通学路に関する質問の
ほか︑自転車通学︑スクールバスの
基準等に係る意見をいただいた︒
市民の声に︑どのように対処し︑
声を反映していくのか︒
説明会の質問及び回答は︑ホー
ムページに掲載し︑再編だより
等で周知していくとともに︑新中学
校創設に生かしていきたい︒
なぜ︑少人数学級がよいのか︑
説明してほしい︒
少人数学級により︑教育実践が
きめ細かくできる︒１クラスで
は切磋琢磨する機会も少なくなるた
め︑学力︑社会性︑個性を伸ばすた
めには︑一つの学年に適正規模の学
級数があることが望ましい︒
通学路の整備に関する計画につ
いて問う︒
現在︑整備の方法及び試算を行
っており︑優先順位をつけて︑
整備を進めていきたい︒
自転車やスクールバスの話し合
いは︑どうなっているのか︒
昨年 月に設置した開校準備協
議会で検討を行っている︒

30

30
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一 般 質 問
一 般 質 問

田川市議会議員の定数に関する調査特別委員会における審査状況
特別委員会設置までの経緯

特別委員会としてのまとめ

本市議会議員の定数は、平成23年４月に施行さ
れた田川市議会議員定数条例の一部を改正する条
例により、現在の20人となっています。
平成29年７月及び平成30年８月に田川市区長
会から議員定数削減の要望書が提出される一方、
議会内でも議員定数に係るさまざまな検討を進め
てきた中、令和元年４月の選挙は、従来どおりの
議員定数20人で実施することとなりました。
その後、同選挙を経て、昨年６月定例会最終日
の令和元年７月11日に「田川市議会議員の定数
に関する調査特別委員会」を設置しました。

意見交換会では、議員の数が減れば、執行機関
に対する監視機能も低下するという意見のほか、
人口ではなく、予算額に占める議会費の割合で比
較すれば、本市は県内平均値であり、議会公用車
の廃止等の行財政改革の結果、経費を掛けずに多
くの議員定数を確保し、多様な市民の意見を反映
させることができているとの意見もありました。
しかしながら、その前提として、議員や議会全
体の活動が最大限に発揮されていない場合、また
は、市民にそのことが理解されていない場合は、
現状の議員定数が削減されても、現状の議会の機
能が低下することには直結しないとの意見もあり
ました。
また、現在の３つの常任委員会を２つに減らせ
ば、所管事項の範囲が広がり、各議員がより幅広
く研鑚し、議員力が上がるとの意見がある一方、
各委員が専門性を発揮し、チェック機能を果たす
には、現在の３つの常任委員会及び現在の委員数
が必要であるとの意見もありました。
特別委員会では、議員定数を現状維持とすべき
との委員が３名、２人削減とすべきとの委員が４
名となり、現行の20人から２減の18人とすべき
との審査結果になりました。また、今後、議会全
体の機能を最大限に向上させていくことなども必
要不可欠であるとの指摘がなされています。

特別委員会の開催状況
各会派（全７会派）から選出された７名の委員
により、令和２年２月21日までの間、計９回にわ
たり特別委員会を開催しました。
また、委員会の審査の過
程で、各委員が日頃接して
いる市民が異なること、市
民の声に対する捉え方もさ
まざまであることなどから、
前述の委員会とは別の日程
（令和２年１月20日午後６
時〜）で、市民等との意見
交換会を実施しました。

議員提出議案

第７号

田川市議会議員定数条例の一部改正

可決

特別委員会における審査を踏まえ、本年３月定例会最終日となる令和２年３月13日に議員提出議案（提
出者[今村議員：髙瀬議員、吉岡議員、梅林議員]）が提出されました。
同議案は、議会機能の向上など、本市議会における継続的な取り組みの必要性を認めつつ、他市との人口
比較などを踏まえた市民の要望を勘案し、議員定数の削減を行う必要があることから、現行20人となってい
る議員定数を２人削減し、次回の一般選挙から18人に改めるものです。
次のような討論があった後、採決を行った結果、賛成多数により可決されました。
［反対討論］
○議員定数を削減する前に、議会の機能を高め
ることが必要
○分権時代においては、多様化した市民ニーズ
に対応できるだけの議員数が必要
○少数意見を排除することになる
○予算額で比較すると、現在の議員定数は妥当
○一般会計に占める議会費の割合は、県内の平均
○多様な市民の声を反映するためには、一定の
議員数が必要

［賛成討論］
○これまでの議会改革の取り組みについて、市
民は十分とは思っていない
○定数削減問題をマイナスに捉えるのではなく、
議会のおしらせ No.208
市民に応える良い機会である
○議員定数の削減は、必ずしも
議会機能の低下につながらず、
各議員が資質向上を意識する
ことで、本来のチェック機能
を発揮することができる

議会のおしらせ No.208
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10月から 事業系ごみの出し方が変わります
廃棄物

家庭系廃棄物

令和２年６月15日
No. 208 （事業系ごみ）
事業系一般廃棄物

発行：田川市議会
編集：田川市議会広報委員会
事業系廃棄物
産業廃棄物 ←産業廃棄物処理業者（県の許可）が収集（変更なし）
［収集運搬方法の変更点］
増加傾向にある「事業系ごみ」の減量化などを図るため、10 月５日（月）から収集方法を見直し、
「①市の許可業者による収集」
「②事業系ごみ袋の導入」
を行います。

①事業系ごみの収集運搬は市の許可業者に委託
収集運搬を
委託

すべてのごみ袋を
許可業者に委託す
ることもできます。

市が５袋までを収集し、
残りは事業系
ごみ袋に入れ、
市の許可業者が収集します。

事業者
（事業所、
店舗、
工場など）

［事業系ごみの出し方］ ８袋のごみを出す場合

変更前 10月２日（金）まで

変更後 10月５日（月）から

家庭系ごみ袋は
市が収集していました

５袋を家庭系ごみ袋で
残りの３袋を事業系ごみ袋に
分けて出してください。

家庭系ごみ袋

家庭系ごみ袋
市が収集

８袋すべてを
許可業者に委託す
ることも可能です。

事業系
ごみ袋

• 大きさ：49リットル
※可燃ごみ
（大）
と同じ

• 金額：10枚1,100円（税込）
• 販売場所：市の許可業者

［許可業者］
●早雲商事㈲
田川市弓削田3486
（☎44‑6278）
●㈱彩春環境
田川市糒2302‑64
（☎45‑7778）
●㈱クリーン北部九州
田川市川宮713‑6
（☎85‐9300）
●山元リサイクル
田川市川宮1048‑5
（☎46‑2475）

※１回のごみ出しで上限が５袋まで

市販のごみ袋は
業者が収集していました

②事業系
ごみ袋の導入

事業系ごみ袋

●㈱泰成化学環境開発
田川市川宮914‑1
（☎42‑2038）
●㈲日本ダストサービス 田川支店
田川市弓削田1584‑8クレアールライフ文字山105
（☎45‑2566）
●㈱神田商店 田川営業所

田川市大黒町2‑1KANDAビル3F
（☎41‑8686）
市が収集する上限を超えた
３袋を事業系ごみ袋に入れ
※古紙の回収を希望する場合は業者に相談し
市の許可業者が収集
令和２年１月20日に「田川市議会議員の定数に関する意見交換会」が
てください。
定数に関する意見交換会
※ごみを出す人が直接焼却場へ持ち込む場合は変更ありません。
行われ、市民の方からさまざまな意見が出されました。

市販のごみ袋

３月定例会を開催し、
28議案を審議
変更後のごみ出しの方法をフローチャートで確認！
YES

● ３月定例会の議決結果
１回のごみ出しでごみ袋が５袋以内
YES

● 賛否の分かれた案件
YES
● 議会日誌

※現在収集を委託している業者が
市の許可業者であれば、
10月以
NO 降も委託が可能です。

現在ごみは市が収集

NO

2

● 委員会の行政視察報告
業者が収集

3

●

3

● 当初予算の審査概要 ５袋は市が収集4
６袋目からは
● 条例議案の審査概要
6
変更ありません
市の許可業者が収集
５袋は市が収集

一般質問
YES

7
NO

〜市政を問う〜
NO
ごみを出す人が
2 日間にわたり８人の議員が質問
自ら運搬

7

● 田川市議会議員の定数に
ごみ袋の全量を
関する調査特別委員会
変更ありません12
市の許可業者が収集

※事業系ごみ袋を使う必要は
※事業系ごみ袋で出す必要が
※５袋は家庭系ごみ袋で出し、
■お問い合わせ：田川市議会事務局 ／〒825‑8501 田川市中央町１番１号／ TEL0947（85）7170 ／ありません。産業廃棄物の
FAX0947（44）2043
あります
６袋目からは事業系ごみ袋
持込みはできません
で出す必要があります
http://www.joho.tagawa.fukuoka.jp/gikai.html
E-mai：gikai@lg.city.tagawa.fukuoka.jp
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◆問い合わせ

議会のおしらせ No.208

環境対策課環境政策係（☎85−7142）
1

1

市有地を売却します

白鳥町2260番14
面積 ： 264.24㎡（約80坪）

円〜［坪50,561円〜］
4,041,550
［坪51,504円］
〜
［市有地等購入奨励金］
404,000円〜
［最低売却価格］

※最低売却価格で
購入した場合

2

大字糒2200番28
面積 ： 228.17㎡（約69坪）

2,151,643円〜［坪31,173円〜］
［市有地等購入奨励金］
215,000円〜
［最低売却価格］

［坪51,504円］
〜

※最低売却価格で
購入した場合

一般競争入札

市有地等購入奨励金

●申込期間 6月15日
（月）
〜7月15日
（水）
※土日を除く
●入札日時 ７月22日
（水）
13時30分
（13時15分受付）
●入札場所 市役所 3 階 入札室
●入札への参加申し込みには、次の書類が必要です。
①市有財産売却一般競争入札参加申込書
②誓約書
③個人の場合 住民票、印鑑登録証明書
法人の場合 法人登記簿、印鑑登録証明書
①②の書類と「市有財産売却説明書」は財政課で配布
するほか、市ホームページでダウンロードできます。

対象は、自己の住宅を新築するために市有地を購入し
た個人、または社員寮などを建設するために市有地を購
入した法人で、次の１〜５の要件をすべて満たすことが
必要です。
⑴市が指定した日までに所有権移転登記が完了してい
ること
⑵市区町村民税および使用料などの滞納がないこと
⑶田川市に定住することを宣誓すること（個人のみ）
⑷暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平
成３年法律第77号）第２条第６号に規定する暴力団
員でないこと
⑸過去にこの奨励金の交付を受けていないこと

先

着

順

入札会で落札者がいない場合は、先着順で売却します。
●申込期間 ９月１日
（火）
〜令和３年２月26日
（金）
※土日祝日および年末年始（12月29日〜令和３年１
月３日）を除く
●申し込みには、次の書類が必要です。
①市有財産売却申請書
②誓約書
③個人の場合 住民票、印鑑登録証明書
法人の場合 法人登記簿、印鑑登録証明書
①②の書類と「市有財産売却要領」は財政課で配布す
るほか、９月１日
（火）
から市ホームページでダウンロ
ードできます。

重

要

●引き渡し時の現状で引き渡します。
●立木・雑草などの除去、工作物の補修および撤去など
は、一切、市では行いません。
●地下埋設物、地盤調査および地質調査は実施していま
せん。

◆申し込み・問い合わせ

住宅を新築し、
定住することを目的
として市有地を購入
した場合

奨励金を
支給します
土地取得額の

※支給上限額

%
万円

市内業者利用奨励金
市内業者とは、本市の住民基本台帳に記載され、かつ、
市内に事業所を有する個人事業主または市内に本店・支
店を有する法人で、本市の競争入札参加有資格者名簿
または小規模修繕契約希望者登録名簿に登録されてい
る業者です。

①市有地等購入奨励金
の交付を受け
②市内業者により住宅
を新築すれば

奨励金を支給します
万
円

※市有地等購入奨励金、市内業者利用奨励金ともに申し込み
期間内でも、予算額に達し次第受付を終了することがあり
ます。詳しくは問い合わせください。

財政課財産管理係（☎85−7108）
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森林整備の大切さを広める広告塔

高校生が福岡県産の木材で本棚を製作
３月６日、田川科学技術高等学校から４台の木製本棚
が伊田商店街に運ばれ「街なか図書館・美術館」に寄贈
されました。寄贈当日は、新型コロナウイルスの感染リ
スクを考えて生徒は欠席。生徒の思いも一緒に教員２人
（写真中央）が納品しました。
この本棚は、同校の生徒が学校で学んだ知識や技術を
駆使して丁寧に仕上げた作品。材料には福岡県内の山林
が育んだ木材
（地域材）
を使っています。この取り組みは、
市と同校が連携して進めている「木製品等展示事業」の
一環。身近な地域材を使った製品を市民が訪れる公共施
設などに展示し、地域材を使うことの重要性や間伐など
による森林整備が果たす役割（水質浄化・土砂流出防止
など）を伝えることが目的です。本棚とともに、森林や
ひと
林業のことを漫画で学ぶことができるパンフレット「人
と
き
to 木」を設置して啓発しています。

▲本を選びながら木の香り・手触りを楽しむことができます

▲
「人to木」発行：林野図書資料館

※街なか図書館・美術館は、新型コロナウイルス感染予
防を目的に休館中です。６月中旬以降の開館を目指し
ています。詳しくは市美術館（☎ 42-6161）に問い
合わせください。
※本棚は、
６月中旬以降に後藤寺商店街の街なか図書館・
美術館に移設予定です。
▲生徒の力作と一緒にパチリ

音楽の夏：ドイツの野外フェスティバル

WATARIDORI
〜渡り鳥〜
ドイツからやってきた国際交流員
（CIR）
の
アネマリー・グンツェルさんが、
ドイツの文
化や田川での生活などを紹介します。
アネマリーさんのブログや
インスタグラムを公開中！

インスタグラム
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ブログ

気温が上がり日が長くなると、ドイツで
は野外フェスティバルの季節が始まります。
野外フェスティバルはとても人気があり、
毎年さまざまな場所で開催され、各地の観
客を合計すると、約400万人にもなります。
なかでも人気があるのは、２つの場所で
同時に開催され、出演アーティストを入れ
ロック
アム
リング
ロック
イム
パーク
替える
「Rock am Ring」
と
「Rock im Park」
です。昨年は計157,500人を動員し、ドイ
ツで最も多い観客数を記録しました。ちな
みに、日本でも同じ方法で開催されている
野外フェスティバルがあります。それは、
毎年大阪と千葉で行われる「サマーソニッ
ク」
で す。観 客 数は、日本 では 最 も多く、
昨年は135,000人が訪れました。

ドイツ人に野外フェスティバルが人気の
理由は、ドイツだけでなく、アメリカやイ
ギリスなど、さまざまな国のアーティスト
を一挙に観ることができるからです。また、
好きな音楽を聴き、日常を忘れて楽しむこ
とができることも人気の理由のひとつです。
ドイツの多く
の音楽ファンは、
毎年の野外フェ
スティバルを心
待ちにしていま
す。
ムズィークフェスティバル

今日の言葉

Musikfestival（音楽祭・野外フェスティバル）

介護について学んでみませんか

介護未経験者向け入門研修
介護に関する基本的な知識・技
術から介護職の役割や介護の専門
性など、介護の現場において理解

日
（金）
、

日
（金）
、

しておくべき必要な知識・技術を
学びます。
日
（水）
、

▼とき 【Ａ日程】８月
日
（月）
、
月

時か

日、

日※いずれ

日、

９月３日
（木）
※いずれも
ら【 Ｂ 日 程 】
時から

日、１月９日、

も土曜日
間受講が必要です。

※Ａ日程かＢ日程のどちらか５日

公民館
（中間市蓮花寺）【Ｂ日程】

▼ところ 【Ａ日程】中間市中央
飯塚市庄内保健福祉総合センタ
ーハーモニー（飯塚市綱分）

新築・増築の家屋調査
協力をお願いします
新築・増築した家屋は、完成の
翌年度から固定資産税が課税され
ます。税務課では、課税対象とな
る家屋を調査し、家屋の評価額を

令和２年１月２日以降

▼定員

人※先着順

田川市美術館（☎

−

−

※申し込み方法など詳しくは問い

○作品募集
第２回タガワアートビエンナーレ
「英展」作品募集

る美術界の振興を目指し、公募制
の隔年開催として再スタート。第
２回目となる本展も、小さな美術
館からのアート革命を掲げ、芸術

日

の枠組みにとらわれない「とんが
８月１日
（土）～

った」作品を募集します。
▼応募期間
（月）

ほか、美術館ホームページでダ

※募集要項は、美術館で配布する

▼問い合わせ

ウンロードできます。

井上敬一さんは生まれ故郷の田

年 に は「 青 木 繁 記 念 大 賞 公 募 展 」

−

合わせください。
所総務課（☎ ・９１１１）

▼問い合わせ 田川県土整備事務

オストメイトのための医療講演会

参加費無料
時

日（日） 時～

７月

▼とき
サン・アビリティーズ
パウチ（袋）からの漏れ

いいづか研修室（飯塚市柏の森）

▼ところ
▼内容
ぼうこう

人工肛門・人工膀胱を持

こうもん

の原因と対策
▼対象
つ本人（オストメイト）とその

無料

▼参加費
家族、医療・介護関係者など

県内の県営住宅

日（月）～７月７日（火）

出張所、市役所 階案内、（一財）

供給公社筑豊管理事務所・田川

▼募集案内配布場所 福岡県住宅

６月

▼募集案内配布・申込期間

しくは募集案内をご覧ください

※募集対象団地、募集戸数など詳

▼募集住宅

申し込み手数料は不要

県営住宅入居者募集

（☎０８０・１１６０・５０５０）

会福岡県支部筑豊分会田中昭生

た な かて る お

▼問い合わせ 日本オストミー協

ます。

況などで中止となる場合があり

※新型コロナウイルス感染拡大状

※申し込み方法など詳しくは問い
福岡県社会福祉協

合わせください。
▼問い合わせ
議会人材・情報課（☎０９２・
５８４・３３１０）

油木ダムの用水管理業務
会計年度任用職員募集
ダムの維持管理業務を行う会計
油木ダム管理出張所

年度職員を募集しています。
▼勤務地
（添田町大字津野）
ダムや堤防内外の点

検および清掃、貯水池周辺の巡

▼業務内容
視、機械・設備などの点検や整

臨時的任用職員

備補助、水防体制時の警報活動
など
▼雇用形態
田川市住宅管理公社ほか
▼問い合わせ 福岡県住宅供給公

普通自動車運

転免許、２級小型船舶操縦士免

▼必要な資格など
社県営住宅管理部（☎０９２・
７８１・８０２９）

許※年齢・学歴・経験は問いま

前に電話で連絡してください。

※期限に間に合わない場合は、事

せん

た、市内にある家屋を取り壊し
▼持参するもの 身分証明書（運

たときも、税務課に連絡してく
ださい。連絡がないと、翌年度

当館では開館の翌年から推薦制
の公募展「英展」を開催してきま

転免許証など）保険証、印鑑
▼窓口受取開始日 ７月６日（月）

年度からは、さらな

した。平成

○開催中の展覧会

・７１４０）

▼問い合わせ 市民課保険係（☎

以降も家屋台帳に登録されたま

・７１１１）

税務課固定資産税

まになることがあります。
係（☎

▼問い合わせ

窓口受け取りや郵送先の変更ができます

国民健康保険証

日
（火）

日
（金）
までで

現 在 の 国 民 健 康 保 険 証（ 桃 色 ）
の有効期限は７月

日
（火）

ごろまでに「簡易書留」で自宅に

６月

川を制作の拠点とし、福岡と東京

コレクションコラボ
井上敬一展 ―存在思考―

新しい保険証は、
７月
は、調査への協力をお願いします。 す。

算出します。職員が訪問したとき

12 13 14 15

▼対象

▼申請期限

・６１６１）

−
利用中止

21 22 23 24 25 26 27

で作品を発表しています。平成７

税務課に連絡してください。ま

で大賞を「風の芸術展」で準大賞
を受賞し、安井賞展や現代美術展
でも活躍。ユーモラスな作風の中
に、独自の造形感覚と構成力で不
可思議な精神世界を創り出してい

弁護士による無料電話相談

−
（外部提供）

1件

・０１５９）

田川市男女共同参画センターゆ
めっせ（☎

▼田川市社会福祉協議会へ寄付
貞清

祥子（亡夫凞康）

道子（亡夫文夫）

数市（亡母ウタ子） 上本町

◎香典返しとして
垣原

下伊田

日吉町
平岡

和文（亡母アサノ） 泉ヶ丘

渕上正子（亡子久美香）文字山団地
中野

一広

日号と一緒に

（敬称略）

猪位金３区

◎社会福祉事業資金として
星野

広報たがわ５月

【おわびと訂正】
配布した「健康づくりガイド」の
内容に一部誤りがありました。正
しくは左記の通りです。おわびし
て訂正します。
検査（ＡＢＣ検査）の対象（誤）

【２ページ】胃がんリスク層別化
歳以上の
歳以上の人。

胃がん検診を受ける

（☎

分～

時。

時

分（正）

日

４ページ特定健診の

市保健センター
・８２７０）

▼問い合わせ

（水）まで延長しました。

受診期間を令和３年３月

▼お知らせ

時

時間（誤） 時～

【６ページ】ウォーキング教室の

日（水）
を削除。

【 ３ ペ ー ジ 】健
（検）
診日は１月

人（正）

40

ます。本展では井上さんが追い求
める人間の存在という視点で、当

女性の権利１１０番
女性に対する暴力（ＤＶ、スト

−

⑶審査請求件数

総務課総務法制係
（☎85－7103）
27

館の収蔵作品と最新作など約 点

ーカー、セクシュアル・ハラスメ

からその変遷をたどります。

ント）や離婚に関する問題、職場

−

30

延長開催～８月２日（日）

関する無料電話相談を実施します。

−

11

▼とき

こ れ ら の 問 題 に 詳 し い 弁 護 士 が、

−

15 10

▼ところ 中央展示室・ギャラリ
▼観覧料 一般４００（３００）円、

正しい法律知識を提供し、適切な

における差別など、女性の権利に
高大生２００（１００）円、中学

−
（目的外利用）

開 示
訂 正
消 去
利用中止

０件
31

ーＢ

生以下無料※（ ）内は 人以上

時

アドバイスを行います。
日（水） 時～

▼とき

６月

の団体、市内在住者（身分証の

▼相談電話番号・問い合わせ

施 状
一部可
３
−
−

15

問い合わせ

実
全部可
３
−
−

※一度の請求につき、複数の回答を要するものがあった
ため、請求件数とその内訳が一致しません。

⑹審査請求件数

況
請求
全部否 取り下げ
２
１
−
−
−
−
自己情報開示等
請求件数
９
−
−

40

広報たがわ
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22
令和２年度市県民税第１期と国民健康保険税第１期の納期限は、
６月30日
（火）
です。◆問い合わせ 税務課
（☎85-7112）
リロード：免疫力を上げようと自宅でできる運動を始めたが、腰を痛めて本末転倒。
「無理なく」
が大切 !（麻）

23

広報たがわ
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⑵情報の所管課別内訳※

請求区分

30

令和元年度 情報公開制度・個人情報保護制度の運用状況

提示が必要）の料金・土曜日は
高校生以下無料

16

課
名 情報開示請求 課
名 情報開示請求
経営企画課
１
建築住宅課
４
総
務
課
７
教育総務課
２
財
政
課
２
学校教育課
１
安全安心まちづくり課
２
文化生涯学習課
１
市
民
課
１
産業振興課
１
計
22

44

30

44

請求
取り下げ
０
定 状 況
部分開示
非開示
10
6
決
開示
19

2 個人情報保護制度
10

13

1

⑴個人情報取扱事務の届出…………20 件
⑵個人情報取扱事務の廃止の届出…２件
⑶個人情報取扱事務の変更の届出…２件
⑷目的外利用または外部提供の届出
目的外利用……６件、外部提供……26 件
⑸自己情報開示等請求状況および実施状況※
⑴情報開示決定状況

13

20

23

市では、みなさんの市政への理解と信頼を深め、市政への参加の促進を図ることや、みなさんのプライバシーを守ることを
目的として「情報公開制度」、「個人情報保護制度」を実施しています。
市役所４階の「情報公開コーナー」で、情報開示請求や自己情報開示等請求などの受付を行っていますので、利用してくだ
さい。

24

15 16 17 18 19 20
●事業者向け問い合わせ
（☎ 0570-000930）
●消費者向け問い合わせ
（☎ 0570-080180）

1 情報公開制度

42

12

9 10 11
8
7
6

4
3
2
1
7

土
金
木
水
火
月
日

15

60

42

６月／７月
プラスチックごみによる環境汚染が深刻化し、世
界的に問題となっています。
そのため、
７月１日
（水）
から、全国一律でプラスチック製買物袋（レジ袋）
が有料になります。環境のためにレジ袋を削減する
には、事業者と消費者が協力して取り組むことが必
要です。
みなさんのご理解とご協力をお願いします。
※詳しくは、経済産業省
ホームページをご覧に
なるか、問い合わせく
ださい。

情報開示
請求件数
20

29

28
19 10

に新築・増築した家屋（住居 ･ 郵送します。窓口での受け取りや
店舗 工
郵送先の変更を希望する人は申請
･場 倉
･ 庫など）
※対象となる家屋を建てたときは、 してください。

レジ袋が有料になります

31

85

21

16 12

5
28

12

28 29 30
31

26

10

50
85

24

26

７月１日
（水）
から

２月〜５月の期間で、本市に縁ある企業や個人から 33,000 枚のマスクが市に寄
贈されました。新型コロナウイルスの感染予防に役立ててほしいという思いを乗せ
たマスクは、妊娠中の人や市内の私立保育所、小中学校、行政区に配付。市主催イ
つな
ベントの参加者にも配付するなど、地域の感染予防に繋がっています。
※寄贈者のうち匿名を除く企業のみなさんを写真で紹介します。

株式会社 神田商店

谷口グループ

株式会社 フタバ設計

マルボシ酢 株式会社

ユニバーサルデザイン（UD）の考えに基づいた
見やすいデザインの文字を採用しています。
ー「広報たがわ」は再生紙を使用していますー

24
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