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令和２年広川町議会第３回定例会会議録 

 

１．招集年月日   令和２年９月４日 

 

２．招 集 場 所   広川町議会議事堂 
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     ３番  竹 下  英 治       10番  原 野  利 男 

     ４番  栗 原  福 裕       11番  梅 本    哲 

     ５番  江 藤  美代子       12番  野 田  成 幸 

     ６番  水 落  龍 彦 

 

５．不応招議員 

     なし 

 

６．出 席 議 員 

     応招議員に同じ 

 

７．欠 席 議 員 

     不応招議員に同じ 
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  町 長  渡 邉  元 喜   住 民 課 長  谷 口  裕 子 

  副 町 長  飯 田  潤一郎   税 務 課 長  野 中  洋 太 

  教 育 長  吉 住  政 子   福 祉 課 長  郷 田  貴 啓 

  会計管理者兼              
            丸 山  英 明   建 設 課 長  樋 口  信 吾 
  総務課長兼会計室長              

  総務課参事兼             産業振興課長兼 
           鹿 田    健             井 上  新 五 
  庁舎建設推進室長             農業委員会事務局長 

  政策調整課長  丸 山  信 夫   協働推進課長  藤 島  達 也 

  環境衛生課長  小 松  朋 雄   教育委員会事務局教育次長  中 島    孝 

 

９．本会に職務のために出席した者の氏名 

  議会事務局長  藤 島  弘 義   書 記  原 野  昌 文 

  書 記  野 村  康一郎 

 

10．議事日程 

  日程第１ 会議録署名議員の指名 

  日程第２ 会期の決定 

  日程第３ 一般質問 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

午前９時30分 開会 

○議長（野村泰也） 

 おはようございます。定刻になりましたので、ただいまから令和２年第３回広川町議会定

例会を開会いたします。 

 本定例会に提出されております議案は、決算認定７件、報告２件、人事案件５件、契約の

締結２件、条例の改正及び制定、町道の認定、水道事業会計決算剰余金の処分が各１件、補

正予算７件、計27件となっております。 

 これらの議案については、後ほど提案者から説明がありますが、議員の皆様におかれまし

ては、円滑に議事が進められ、適正妥当な議決に達せられますよう念願申し上げ、開会の挨

拶といたします。 

 次に、町長より今議会招集の挨拶をお願いいたします。町長。 

○町長（渡邉元喜） 

 皆さんおはようございます。本日は令和２年第３回広川町議会定例会を招集しましたとこ

ろ、議員の皆様におかれましては、公私ともに御多忙中にもかかわらず御出席を賜り、誠に

ありがとうございます。 

 本年７月、日本付近に停滞した前線の影響により、全国各地で大雨となり、特に熊本県を

中心に九州で甚大な災害が発生しております。福岡県においても、大牟田市で２名の方がお

亡くなりになり、また、多くの方々が被災されております。亡くなられた方々の御冥福をお
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祈りいたしますとともに、被災されました皆様に心からお見舞いを申し上げます。 

 本町においては、７月６日からの豪雨により大雨特別警報が発表され、災害対応を行った

ところでございます。 

 被災状況につきましては、人的被害、住家被害はなかったものの、道路、河川、農業用施

設の損壊等の被害が出ており、早期の復旧に取り組んでいるところでございます。 

 さらに、本日現在も大型台風10号の接近と、それに伴う大雨が予想されています。災害対

応につきましては、気象情報等の収集分析を的確に行い、正確に情報を伝え、町民の皆様の

安全・安心に努めてまいります。 

 一方、７月以降、感染が拡大している新型コロナウイルス感染症の対応として、福岡県は

福岡コロナ警報を発動し、感染拡大防止に取り組んでいます。本町においても、基本的な感

染予防対策の徹底などの「新しい生活様式」の実践を町民の皆様にお願いしています。 

 また、町民生活や経済活動の維持のための支援策を実施するなど、長期にわたる新型コロ

ナウイルス感染症対応を進めてまいります。 

 さて、本定例会には議案等27件を提案申し上げております。議案の提案理由につきまして

は後ほど説明申し上げますが、慎重な御審議を賜りまして、全議案とも御決定いただきます

ようお願い申し上げまして、開会の御挨拶といたします。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（野村泰也） 

 これから本日の会議を開きます。 

 本日の日程は、お手元に配付いたしております議事日程第１号のとおりであります。 

 直ちに議事日程に入ります。 

      日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（野村泰也） 

 日程第１．会議録署名議員の指名を行います。 

 本定例会の会議録の署名議員は、６番水落龍彦君と12番野田成幸君を指名いたします。 

      日程第２ 会期の決定 

○議長（野村泰也） 

 日程第２．会期の決定を議題といたします。 

 会期については、去る８月28日、議会運営委員会に諮ったところ、９月４日から９月18日

までの15日間にしたいという案が出ていますが、よろしいかお諮りいたします。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は９月４日から９月18日までの15日間と決

定いたしました。 

      日程第３ 一般質問 

○議長（野村泰也） 

 日程第３．一般質問を行います。 

 発言時間は、質問、答弁を含めて１時間以内とします。制限時間５分前にベルで合図しま

す。 

 ６番水落龍彦君の登壇を求めます。 

○６番（水落龍彦） 
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 皆さんおはようございます。６番水落龍彦です。 

 初めに、令和２年７月豪雨により犠牲になられた方々に謹んでお悔やみを申し上げるとと

もに、被災された皆様方に心よりお見舞いを申し上げます。また、台風９号で被害に遭われ

た方々にもお見舞いを申し上げたいと思います。台風10号が来ます。被害が大きくならない

ことを祈っております。 

 時間をなるべく短縮してやってくれということで、ポイント、ポイントでいきたいと思い

ますので、よろしくお願いします。 

 コロナ禍の中、高齢者及び高齢者独り暮らしの方々の支援の在り方、それから、熱中症に

対する対策をどのようにしてあるかという観点で質問いたします。 

 コロナ禍の中での介護や福祉サービスの現状は今までと違っているのか、また、その支援

はどうしてあるのかということが１点です。 

 それから、高齢者はクーラーがあっても使用しない等の意識が物すごくあります。そうい

うところの意識改革、また、その啓発の仕方はどのようにしてあるか。 

 それから、熱中症への注意喚起は十分になされているかという観点で質問いたします。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 町長。 

○町長（渡邉元喜） 

 水落議員の質問のコロナ禍の質問でございます。答弁いたします。 

 新型コロナウイルス感染症は、特に重症化しやすい傾向にある者として、高齢者や基礎疾

患、喫煙歴のある方とされています。このような中での介護や福祉サービスの現状としまし

ては、サービスを提供している事業所の休止はなく、国が示す基本的な感染予防を実施した

上で介護や福祉サービスを提供しています。 

 また、町が実施しているコロナ禍における高齢者への支援といたしましては、自宅ででき

るフレイル予防チラシの配布や電話による健康確認、マスク、手指消毒を徹底した訪問、場

合によってはインターホン越しの問いかけを行うなど、必要な方への介護サービス等が適切

に提供できるよう努めています。 

 介護予防事業や地域で実施されているサロン活動、地域通いの場につきましては、３つの

密を避けるなどの「新しい生活様式」を踏まえた感染症予防対策について、地域とも協議を

行った上で順次再開しているところです。 

 高齢者の熱中症対策としましては、介護予防事業や地域サロン等におきまして、コロナ感

染予防を踏まえた対応とともに、保健師等による熱中症予防に関する指導も随時行っており

ます。また、民生委員活動の高齢者見守り支援の中でも、熱中症予防についてのチラシ配布

や注意喚起など、声かけをお願いしているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（野村泰也） 

 ６番水落龍彦君。 

○６番（水落龍彦） 

 それでは、郷田福祉課長に質問いたします。 

 今年、熱中症にかかられた人数は分かりますでしょうか。 
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○議長（野村泰也） 

 福祉課長。 

○福祉課長（郷田貴啓） 

 広川町における熱中症による救急搬送ということで、広川消防署のほうに確認をしており

ます。 

 今年６月１日から８月18日までのデータではございますけど、救急搬送が38件、そのうち

ほとんどが60歳以上の方と。約半数が家の中で発症されてあるということで伺っております。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 ６番水落龍彦君。 

○６番（水落龍彦） 

 ありがとうございました。 

 もう一つ質問ですけど、高齢者独り暮らしの方のクーラーの設置状況というのが分かるな

ら教えてもらえませんでしょうか。 

○議長（野村泰也） 

 福祉課長。 

○福祉課長（郷田貴啓） 

 現在、町で独り暮らし等のクーラーの設置状況については、手元のほうでは把握しており

ません。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 ６番水落龍彦君。 

○６番（水落龍彦） 

 ７月に広川町民の方から相談がありました。生活保護を受けている73歳の方からの御相談

でした。その内容というのは、家にクーラーがなく、朝から夜まで涼しい場所での避難生活

を今まで続けていたと。ところが、今年はコロナの影響で避難生活も大変であるということ

でした。昨年２回、この方は熱中症にかかっておられ、今年は病院に入院し、近頃退院した

とのことです。 

 周りの生活保護者の方々にはクーラーへの補助金があるということで、町にちょっと聞き

に行きましたけど、南筑後保健福祉環境事務所へ、その方を連れて２人で参りました。厚生

労働省から2018年４月１日以降から生活保護家庭にはクーラー助成金が50千円あるというこ

とです。それ以前の方は対象にならないということをこちらも知っていましたので、その確

認をいたしました。熱中症やコロナの影響もあり、命に関わる重大な問題ではないかなとい

うことをいろいろ話しました。事務所からは、広川町の社会福祉協議会に連絡を取って、い

ろんなお金を借りる算段もできますということを言われましたけど、利用されませんでした。

それはなぜかというと、相次ぐ基準の引下げで、もともと最低生活費である保護費を節約し

て、数万円単位の貯金をすることも不可能で、毎月の支払いがきついのではないかなと、話

の中でそういうふうに私は思いました。 

 その後、クーラーはどうですかということを聞きましたら、今年は虎の子にしていた定額

給付金100千円があり、それから50千円ぐらいのクーラーを入れようと思っているというこ
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とでした。ただ、本年度は100千円という定額給付金がありましたけど、来年、将来的に同

じような方がおられれば、物すごく心配だなということを感じました。 

 このような情報等、これだけじゃなくて、各機関から福祉課に情報が入っているか。また、

先日、広川町の高齢者の方が熱中症で死亡されたことは御存じでしょうか、郷田課長。 

○議長（野村泰也） 

 福祉課長。 

○福祉課長（郷田貴啓） 

 ちょっと私のほうでは把握していません。すみません。 

○議長（野村泰也） 

 ６番水落龍彦君。 

○６番（水落龍彦） 

 地域福祉の分で、第２期地域福祉計画、地域の助け合いによる福祉、自助・共助による見

守り体制というのがあります。それを実施していくとあります。このことで、いつ、どこで、

誰が、何を、なぜ、どうやって実施していくのか、こういう明確化を今以上やってほしいな

ということを一つ要望いたします。 

 それから、相談支援の体制の充実ですね、これも地域福祉計画の中に入っております。課

題に関する相談内容に迅速かつ的確に対応、そして、役場窓口、社会福祉協議会、福祉サー

ビス事業者、民生委員・児童委員等との連絡強化、それから、地域住民の困り事や悩みを発

見し、見守りや声かけ、相談に応じる、住民相互の助け合い、支え合いによる相談支援促進、

今以上このことを具体化されて、町民のために充実、活用を今以上によろしくお願いいたし

ます。 

 読売新聞に「エアコン補助金続々…自治体」と載っておりました。高齢者の熱中症対策の

記事を見て調べましたところ、群馬県前橋市、65歳以上100千円、市民税非課税世帯、それ

から、ここに電話しました。長寿包括ケア課長寿計画係とありました。理由は、コロナ禍の

中で高齢者が外に出られないと、そういう部分で熱中症対策ということでこういうことを設

けたということです。 

 それから、福島県の喜多方市は65歳以上、37千円補助金、群馬の大泉町は70歳以上、東京

の狛江市も65歳以上の50千円、兵庫県の香美町、広川町と同じぐらいの町ですけど、ここに

はやっぱり70歳以上の100千円ということで補助金がありました。 

 広川町の高齢者独り暮らしのクーラーの設置状況や課題把握を今以上きちんと努められた

上で、これから先、今すぐとは言いません。将来的に非課税の高齢者の独り暮らしの方にエ

アコン補助金を、方向性を町長、検討していただけませんでしょうか。 

○議長（野村泰也） 

 町長。 

○町長（渡邉元喜） 

 今回のコロナ禍の中で、そういう補助金を提供するということが、どこでも可能になって

いるようです。しかし、それ以前の話ですね、コロナ以前の話。やっぱりこれはその家族の

方々の話合いで持っていくべきだというふうに考えております。なぜかと申しますと、独り

暮らしの方であっても家族はいらっしゃるわけです。まずはやはりそこの子弟の方々が話合

いの中で、独り暮らしをしているから、暑いだろうから、これはやっぱりクーラーを入れる
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べきじゃないかなという話合いがあってしかるべきだと私は思います。 

 それも不可能ならば、やっぱり今、議員おっしゃるような手当ても必要だろうと。しかし、

これは今回のコロナ禍によって始まったことですから、我々もコロナが終息しても、そうい

う検討はしていくべきではないかとは思いますけれども、それまでの状況というのは、そう

いうことです。 

 ですから、やっぱりいつも申し上げますけれども、そういう独り暮らしの方で冷暖房が

入っていないということについても、近所同士のコミュニティが強力に進められていれば、

近所の方々からそういう提案もあってきましょうし、そういうことを取り入れるためにも、

より一層のコミュニティ力の強化に努めてまいりたいというふうに思っております。 

 今言われるようなことは、今後検討してまいりたいと思います。 

○議長（野村泰也） 

 ６番水落龍彦君。 

○６番（水落龍彦） 

 町長、ありがとうございます。 

 課長、すみません、先ほど死亡はいないかということで、四、五日前に熱中症で広川町は

亡くなっておられます。そのことをお伝えしておきます。 

 以上で質問を終わります。どうもありがとうございました。 

○議長（野村泰也） 

 次に、９番池尻浩一君の登壇を求めます。 

○９番（池尻浩一） 

 ９番池尻です。質問の前に、やはりコロナ、水害、さらに台風と被害に遭われた方にまず

はお見舞い申し上げたいと思います。 

 さらに、このような落ち着かない生活が続いている上、対策に追われている町長、執行部

の皆さんの御心中もお察ししたいと思います。 

 では、質問に移らせていただきます。通告事項に沿って質問いたします。 

 まず、地域コミュニティについてです。 

 これについては、内容、趣旨ともに、まず自治体、行政区の中心的役割を果たしていた青

年団及び婦人会といったものを失い、地域活動の停滞やマンネリ化を招いてきている状況の

改善、また、地域ごとの環境の保全、高齢者や子供たちの見守り、防犯・防災等の課題解決

の事業として、今までも一定の成果を上げているものと感じられます。また、大変必要な事

業かとは思っております。 

 平成21年４月から地域づくり支援交付金として始まり、自立した地域づくりを目標に、ま

ちづくり予算、区に最高300千円の約９割を負担するという形で行われています。当初計画

の10年を迎えることになり、事業の今後について議論されていましたが、６月の定例議会で

もこのままの形でまず５年延長との答弁がありました。運営資金の少ない行政区にとっては

本当に助かっているものであり、今後も地区担当職員制度とともに継続していただきたい事

業ではあるものの、行政区ごとの問題点、課題を十分に取り入れているか、地域づくり推進

会議等で校区ごと、また、提案型などについて出されていた内容についても、どのような話

合いがなされた上で現状のまま５年延長という、このような結果になったのかを伺いたいと

思います。 
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 次に、ホームページの活用についてです。 

 本年度は水害、コロナ等で情報発信の機会の必要性が増えております。日本はＩＣＴ後進

国として、世界で比較される状況も露呈してまいりました。私も町にＷｉ－Ｆｉの設置をと

何度も進言してきていましたが、これは国レベルで意識されていなかったこととも相まって、

時期尚早との答弁をいただいてきましたが、改めて時期尚早ではなかったものと感じており

ます。まだまだＩＣＴの必要性や価値を理解してもらえないとともに、その活用ができてい

ないことが町のソフト面での出遅れを感じずにおられません。 

 ６月定例議会の折にも、コロナ対策等について副町長からホームページ等を活用して早い

情報発信を行っていくと答弁いただいておりましたが、十分にこれが活用できていたか、伺

いたいと思います。 

 また、そのホームページについても、もともとが自治体のサイトは分かりづらいというも

のが定番になっており、これについては、一般企業の出すホームページと違い、売上げを伸

ばす目的ではなく、住民生活等に対しての情報発信の場となっているため、そのためのコン

テンツ量の多さからなることと思っております。トップページのバナーで無用なものも多く、

各課の内容整理にも問題が多いと思われます。ホームページ掲載に当たり、どのような手順

で行われ、内容チェックはどのように行われているか、伺います。 

 あとは質問席にて答弁をいただきます。 

○議長（野村泰也） 

 町長。 

○町長（渡邉元喜） 

 池尻議員の質問にお答えいたします。 

 地域コミュニティ推進事業につきましては、各地域で策定しました地域づくり計画書に基

づき、10年後の将来像実現に向け、地域コミュニティ力の向上や地域課題解決に向けた事業

を地域が主体となり実施いただいております。この事業は、平成22年度に実施を始め、今年

度で終了します。 

 これまでの事業をまちづくり委員会アンケートにおいて検証しました結果、各地域におい

て地域課題の解決や地域の将来像に向けて特色ある地域づくりの取組により、事業の成果が

現れています。しかし、日々対策が高度化、複雑化する少子高齢化や防災・防犯対策、高齢

者対策などの多くの地域課題が全て解決できたわけではなく、これらの課題に対して今後も

継続性を持って取り組んでいただくことが重要であります。 

 第２期の事業目的は、地域は地域住民同士の交流が図れる取組を話し合い、できる取組を

できる範囲で行うことにより、地域のコミュニティを推進することとして、各まちづくり委

員会から５年間の地域づくり計画書を策定していただきます。 

 なお、第２期では公民館の建物と附属設備の修繕等を補助対象外とし、ハード事業からソ

フト事業への転換を促すための変更を行っております。 

 また、人口減少や少子高齢化がより深刻な地域で、行事等の継続が難しくなると考えられ

る行政区への支援策についても協議を進めてまいります。 

 次に、ホームページの活用についての質問でございますが、町ではホームページを活用し

て、様々な行政情報を町内外問わず速やかに提供できる手段として運用しています。また、

閲覧者が知りたい情報へスムーズにたどり着けるようなページ構成を心がけております。 
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 今回の大雨では、トップページの重要なお知らせで、防災情報として避難勧告、避難指示

の発令や指定避難所の開設などを情報発信しております。新型コロナウイルス感染症に関す

るお知らせにつきましても、感染症患者情報、支援情報、イベント中止・延期情報、新生活

様式などを発信し、情報の提供に努めています。 

 各課の情報をホームページに掲載するには、担当者が記事を作成し、起案します。それを

所属長が確認し、内容が適切であれば決裁して掲載しております。 

 内容につきましては、各課でチェックを行っておりますが、更新が行われていない箇所も

見受けられます。今後、ホームページリニューアルの移行作業に合わせたチェックと、各係

内に担当者を配置して定期的なチェック体制を確立し、常に最新の情報が提供できるように

行ってまいります。 

 以上でございます。 

○議長（野村泰也） 

 ９番池尻浩一君。 

○９番（池尻浩一） 

 コミュニティ向上が目的ということで、今後５年間の更新もされるということですが、や

はり各地域がされている委員会、何より担当職員制度を取っていますから、本来なら担当職

員がそこもチェックした上で、いろんな内容も出てきていると思いますけれども、やはり委

員会中心に何でも動いて、各子ども会、老人会とか単発で動いて、本来の目的としていたコ

ミュニティというものが各地域でなされている実情かどうかというのをまず伺いたいと思い

ます。 

○議長（野村泰也） 

 協働推進課長。 

○協働推進課長（藤島達也） 

 各地域の中でアンケート調査によりますと、今回の事業につきましては、地域の課題解決

や地域の将来像に向けた登下校の見守りやサロン活動、多世代交流等が進んで、地域のこと

を話し集う機会が増えたということで、地域住民同士のつながりが密になったことが一番の

成果と思っております。 

 アンケートの中でも、地域住民の参加が多くなったとかの地区がほとんどであり、子ども

会と老人クラブが一緒になった行事とか、そういうのができるようになったとかいうアン

ケート結果が届いておりますので、そういうことで各団体の個別ではなく、いろいろな団体

が協力し合った事業が進められてきたということで理解しております。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 ９番池尻浩一君。 

○９番（池尻浩一） 

 さらに、地域ごとの課題ということで、まだ解決がなされていないと先ほど答弁にありま

した。やはり人口が多いところと少ないところ、地域面積が広いところ、また、そういうと

ころによって差は出てくると思います。 

 一番多い川瀬地区で880世帯、2,133人、小椎尾で22世帯、72人、世帯数で約40倍、人口数

で30倍、そういうふうなところに一律、結局300千円の９割負担という最高額をしてからの
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事業継続となります。その辺の補助の額、その差、これが公平であるという感覚で金額につ

いての事業継続となったのか。その補助金のいろんな精査が行われたのか。その事業内容の

課題というものに対しての差額、人数差、そういうことは考えられなかったのか。結局、５

年継続、同じ形でという内容について、ちょっと説明をいただきたいと思います。 

○議長（野村泰也） 

 協働推進課長。 

○協働推進課長（藤島達也） 

 区のいろいろな行事等、祭りとかするにしましても、大きい行政区、小さい行政区ござい

ますが、かかる費用は一緒であるという理解をしております。 

 その中で、アンケートによりますと、ほとんどの区でこの300千円という財政支援につい

て、適当であったということでございます。２行政区ぐらい、ちょっと少なかったという行

政区もございますが、大体300千円は適当であったと。 

 あと、300千円という中で、９割補助ということで１割が負担しなくてはいけないという

中で、その１割の負担も厳しい財政状況のところもあるという意見も伺っておりますが、そ

ういうところに対しましては、町長の答弁にありましたように、今後、いろいろな行事が難

しくなる行政区への支援策についても考えていく考えでございます。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 ９番池尻浩一君。 

○９番（池尻浩一） 

 費用は適正であったというところもありますし、各行政区によっていろいろと考えはあっ

たみたいですけど、基本的には行政区の運営として、運営交付金、町としては18,300千円

ちょっとですね、それと、区長会の費用もまた出てきます。さらに、分館支援事業費13,000

千円プラスが大体の基本的な行政区の活動費に充てられると思います。ただ、それに関して

は、やはりよく言われる平等割とか人数割、そういうものが適用されての費用となっている

と思っております。 

 ですから、やはり税の基本的な役割として、必要なところ、あるいは人口の多いところ、

また、山林や補助するべき道路のいろんなところ、町が支援する以外のそういうところで必

要とされるところに、内容を聞いて分配するのが本来の形じゃないかと思います。だから、

区の運営交付金や分館支援事業費としては、やはりそういうところを勘案した中で分配して

いるはずなのに、この事業に関してはほぼ丸投げであるということが、いつもちょっとこれ

も考えたほうがいいんじゃないかということになっていたはずです。 

 ずっと継続して、またこれもそういう内容で使っていいというならば、初めからその運営

交付金に組み込まれた中で、あるいは平等割の意識の中で300千円を組み込んで、この事業

はある程度終わらせてもよかったんじゃないかなと。やはり人口比とか取り組むべき内容と、

300千円丸々もらえるならば各行政区は当たり前のごとく助かると、そう感じているのは当

然だと思います。 

 だから、そういった内容を本当に精査した中で、本当にまだこの事業を継続と、また、目

的も違うと。何より、当初の目的と、手探りしながら５年間まず取り組んだと。もうちょっ

とハード面、いろんな管理に係る機材を取り入れても構いませんよと、修繕費にいろいろな
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ことに充てても構いませんよというのが、後半５年間持ち込まれた内容と思います。今度の

５年間が、またコミュニティに対してと、そういうことでしたらば、もっとそういう運営交

付金等に組み込まれた中で今後も事業を長く継続してください、コミュニティ事業を増やし

てくださいという指導の下に増やされたって問題はなかったんじゃないかなと思いますが、

そのような考えはなかったのか、ちょっと質問したいと思います。 

○議長（野村泰也） 

 副町長。 

○副町長（飯田潤一郎） 

 地域の課題解決ということを考える上で、一つの例でございますけれども、自分たちの住

む地域をきれいにするという意味で、道路愛護等の取組をしていただいておりますけれども、

これは道路愛護、私たち、私は川瀬でございますけれども、ほとんど費用がかからないと。

逆瀬谷、小椎尾、本当に道路愛護しよったら莫大な費用と人等の労力がかかるということで、

どのような問題をどう解決するか、その地域によって違いますし、やり方によっても大きく

変わってくると。 

 ですから、現在、行政区運営交付金の計算方法としては、今御指摘のような人口割なり平

等割ですけど、もしそこに単純な上積みということにすれば、先ほど申しましたように道路

愛護に物すごい時間と費用がかかる東部につきましては、やはり不利になるということです

ので、先ほど言いました金額はあくまで限度額という形で設定しておりますし、なお、今後

５年間のまちづくり計画につきましては、地区担当職員を必ずその計画作成に参加させると

いうことを前提としております。 

 地区担当職員を配置いたしましたけれども、これまでの10年間の反省というのは、地区担

当職員の活用の仕方というのが行政区によって物すごく温度差があったと。つまり行政区任

せであったという反省点から、今後は計画づくり、あるいは計画を推進する中に地区担当職

員をしっかりと参加させて、そこで議論していただくということで、地区担当職員を行政区

任せではなくて、今度は行政が積極的に関わらせていくということで、これまでの10年間、

課長が成果を申し上げましたけれども、一つ一つ見てみれば、やはり温度差というのがあっ

たということは現実でございますので、そういうものをなくしていく、そして、本当の意味

でこの補助金が地域コミュニティの拡充、あるいは充実に貢献できるような形を取っていき

たいというふうな考え方で、表面上はそう大きく変わらないというふうに見られるかも分か

りませんけれども、相当この問題については議論を重ねてまいりまして、細かな部分につき

ましては、これまでのやり方、申請の仕方一つ見ましても、違ったやり方を取っていって、

本来の目的を達したいというふうな思いを抱いておるところでございます。 

○議長（野村泰也） 

 ９番池尻浩一君。 

○９番（池尻浩一） 

 その辺に対しては、また質問しようかといったところまで答弁をいただきましたので、本

当にありがたいかと思います。 

 やはり提案型とかもありますし、まず、各地区でまちづくり委員会をつくっていたとして

も、分館長、区長、その他の役員の方が主体となって進めた上でという地域もどうしてもあ

ります。固定してまちづくり委員会というのを設置してから活動できるところもありますけ
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れども、それはなかなか少ないところでもありますし、どっちみち各区の役員さんが関わら

なければいけない部分も非常に多い状況で行われています。その役員交代の時期に、またそ

の趣旨内容とか事業継続を地区ごとの役員さんたちに説明しながら進めるというのも大変で

あるということもずっと伺っていますし、この辺に関しては、やはり地区担当職員の能力と

いうか、その活用の仕方が生きてくるのではないかなと思っておりますので、それこそ地区

担当職員を、きちんと本当に内容よく指導する側とか、地区の役員さんたちもそれを学んで

いった上で生かしてもらわなければいけないかなと思っております。 

 さらに、この提案型とか校区型というのも当初考えられていたことと思っておりますが、

この校区型、提案型の一つの事業として、先日、ホームページにアップされていましたス

タートアップ事業というものがあったと思います。これに関しては、国のものづくり・商

業・サービス生産性向上促進補助金にのっとった形でも、似たような事業でもありますけれ

ども、それに関わった内容か、まずはそのスタートアップ事業の内容と、もう期限が切れま

したけど、町の現状の説明というものがありましたらお願いしたいと思います。 

○議長（野村泰也） 

 協働推進課長。 

○協働推進課長（藤島達也） 

 スタートアップ事業につきましては、先日から各団体から申請をいただきまして、そちら

の中で担当課を含めたところで、副町長をトップに審査を行ったところでございます。 

 各団体から、６団体から申請をいただきましたが、いずれも公益的な事業でありまして、

広く町民にわたるようないろいろな事業を提案していただいております。 

 そちらのほうの事業を申し上げますと、婚活事業であったり、広川町の中高生のこれから

の育成についての事業であったり、里山の事業であったりというような事業が提案されてお

るところでございます。 

○議長（野村泰也） 

 ９番池尻浩一君。 

○９番（池尻浩一） 

 分かりました。今後もこのコミュニティに関する予算、各地域のコミュニティ力向上とい

うものには本当に取り組んでいただかなければ、今後の先のまちづくりが本当に内容よくで

きるものではないと思っていますので、予算、事業内容についても、もっと精査した形で今

後取り組んでいただければと思っております。 

 では、ホームページの内容についてですけど、やはりホームページに掲載されたといって

も、コロナ等については国、県が出す情報の丸写しじゃないかなというのは、これはしよう

がないことかとも思っています。町独自で出すにしても、正直、住民からもよく出てきまし

たけど、そういう住民が望むようなコロナ感染者の詳細が欲しい、その行動が欲しいと、恐

らくはそういうことになっていましたけど、これはいろんな問題がある中で、これは不可能

だとなっています。逆にそういうことを、これはできませんということをはっきり出しても

いいんじゃないかなというぐらいには感じていました。 

 また、何より自分たちが欲しかったのは、住民の声から上がってくるのは、日本全国見渡

しましても、各都道府県知事のトップの発言というものがありました。また、県内において

も、福岡市、北九州市といった都市部の発言はありましたけれども、やはり地方でもこの問
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題、状況というのはもちろん違いますし、できましたら、正直、町長からの心構え、町の対

応というようなものをトップの言葉としていただきたかったかなとも、よく思います。 

 一般質問の答弁にしても、やはり町長が手を挙げて言っていただくと、自分たちとしても

心強いし、やはりトップの発言だなというのもよく感じています。どっちみち内容は国発信、

県発信と変わらないことですよと、また、何より行政から発信していることは町長の言葉で

もあるということも十分踏まえた中で、その辺の町長のお考えというのを一度伺いたいと思

います。 

○議長（野村泰也） 

 町長。 

○町長（渡邉元喜） 

 このコロナ感染症については、私たちがどんなに考えても素人なんですよ。やっぱり国、

県の方針がどうなのかということをしっかり見極めて、そして、他市町村がどういう取組を

するのかというのを見極めながら、そして、広川町はどうあるべきかということを事業に表

してやれば、それはそれで私の方針なんだということなんです。私がいろいろしゃべるから

私の方針であるということじゃないんです。広川町の今回の感染症対策、よそに負けないよ

うにしっかりやってくれよということを、よそを見ながらちゃんとやっておりますし、うち

は農業問題が大事だとか、あるいは飲食店が大事だとか、それはそれにめり張りをつけて対

応してきたつもりです。それが私の心意気であり、私の考え方です。 

○議長（野村泰也） 

 ９番池尻浩一君。 

○９番（池尻浩一） 

 質問にもさせてもらったとおり、行政発信イコール町長の発信であるということは十分分

かっております。ただ、やはり直接言葉をもらえるかどうかという重みというか、内容につ

いて本当に分かっていただきたいと、今後も同様のことですけれども、そういう質問でござ

いました。 

 先ほど質問に出しましたけど、もともと自治体のサイトというのは本当に分かりにくいで

す。ホームページのトップのバナーに関しても、町でどういうイベントがあるだろうかと。

これは何遍も言っていますけど、イベントカレンダーには何もないんですよね、開いてみて

も。これはどこの自治体を見ても、大体イベントカレンダーには出していません。ところど

ころ発信されるところはありますけれども、自分たちも研修に行くに当たっては、他自治体

のホームページを開いて、そこに行く市町村のホームページを開いて、どういうところかと

いうのは調べて行きます。人口なり、どういう取組が主体であっているか、そういうことは

もちろん調べて行きますけれども、恐らく逆に、よそからも広川町ってどんなところだろう

と見られたときに、やっぱりホームページが一番調べやすいんですね。直接、役所に電話し

てから、どういうところですか、こういうところを知りたいんですけどというのは、なかな

か難しいことだと思います。そのネット上の窓口であるホームページ自体がずさんであると

いうことは、分かりにくいということは非常に問題かとも思っております。 

 例えば、先ほどちゃんと各課から連絡取ってまとめてきちんと精査しているかという点に

ついて、よく住民の方から言われることに、先日もありました。まず、ごみの出し方、ごみ

の分別ですね。４月から、町のシール等、チェック等いただかなくても、直接クリーンセン
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ターに持っていってくださいとなっております。災害時にもまだごみとかが出ていますし、

まだ水害のごみを片づけ切っていない家庭も実際のところあります。これを出すに当たって、

恐らくまずホームページを見て、検索するに当たって、ごみの出し方というところがバナー

にあります。もちろんそこを開きますよね。ほとんどの方はそうだと思います。そして、粗

大ごみの出し方、分別とかありますけれども、そこを開いたら八女西部のホームページに飛

ぶんですよ。そこから、ごみ受入基準というところを開いたなら、やっと分別のやり方のと

ころに届きます。えらい遠回りなんですよね。何より、クリーンセンターのホームページが

出たからといって、ごみの分別のところを一発で探し切れるかといったら、もう何か所も開

いて、開いて、探してから、やっと出るようになっております。 

 何より、まずごみの出し方、ここを開くとします。そしたら、ごみ、粗大ごみのシール取

扱店とか出ますし、そこはあってもいいんですけど、また、粗大ごみの出し方、ごみの出し

方から、まず粗大ごみの出し方に行きます。そこをクリックすると、搬入証明書、これは

2013年のが載っていて、そこにまだ町に届けてくれと、搬入証明書が要りますと、そういう

ことが書いてあるんですよ。これを町としてチェックしていないのか。 

 そしたら、今、状況も見ますと、実際のところ、まだごみの出し方で粗大ごみを持って役

場に来られる方はいらっしゃいませんか。４月からで、もう４か月もたちます。それを事前

に４月から変わりますということも出しておりました。ホームページには書いてありますけ

れども、これは皆さんの意識として、ある程度ごみの分別をして持っていかなきゃいけない

ということは頭にあるはずです。その確認のためにホームページを開いて、どういうごみを

分別して持っていくか。うっかり自分が持っていったときに、タイヤのホイール、タイヤは

原付以下なら持っていっていいですけど、それ以上のは持ち込めません。ホイールはもちろ

ん駄目です。これを持っていったことがありまして、すぐお断りされましたけど、そういう

ところまで知って持っていかないと二度手間にもなるし、荷物にもなるわけですよね。それ

を各担当がチェックしているか、町がチェックしているか。 

 住民目線で当たり前のことだと思いますけれども、現在、いまだにごみを持って搬入証明

書を下さいとか、一応確認してくださいとか言われることはないのか、ちょっとお伺いしま

す。 

○議長（野村泰也） 

 町長。 

○町長（渡邉元喜） 

 今言われたホームページ全般についてお答えいたしますが、確かに議員おっしゃるような

ことでございます。おわびを申し上げます。 

 つい先日、このホームページの件について協議をいたしました。それで、今度はしっかり

と、掲載した人ではなく、その係の中に責任者をつくって、そして、掲載している期限が来

たならば、ちゃんとチェックして省く、それを今度は最終的には協働推進課の中にその人材

を設けて全般を見渡すというような組織体制をつくるように指示をいたしております。です

が、それはつい先日の話です。ですから、それ以前は今おっしゃるようなことでございます

ので、それはおわびを申し上げますが、今後はそういう体制を取って、しっかりと新しいも

のは載せる。載せたまま、載せっ放しにしているわけですね、おっしゃるように。それを早

くやめて、新しいものを載せる。それには責任を持つ人がいなければなりませんので、課な
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り係なりに責任者を置いて、チェックをする人をつくって、そして、その全部のチェックを

協働推進課で見てくださいということにしておりますので、今すぐどうのこうのということ

は言えませんが、そういう体制で今後は進んでまいりたいと思っております。 

○議長（野村泰也） 

 よろしいですか、担当課長。環境衛生課長。 

○環境衛生課長（小松朋雄） 

 先ほどの池尻議員の御質問でございます。指摘という分に捉えさせていただきます。 

 ホームページの内容につきましては、かなり古い情報を提示しておいた点につきましては、

本当に申し訳なく思っております。今の指摘を受けまして、10月からホームページではなく、

ごみアプリ、LINE形式でやりたいと思っております。 

 また、分かりにくいという点は非常に我々も思っておりましたので、Ｑ＆Ａ方式、こう

いった形であればこう出したいとか、もっと分かりやすく、バナーで飛ぶような形は今後は

削除していこうかと思っておりますので、以上が報告になります。 

○議長（野村泰也） 

 ９番池尻浩一君。 

○９番（池尻浩一） 

 いい内容に取り組んでいただいているようです。 

 ただ、トップバナーの変更になると、かなり時間と予算がかかると思いますので、少しず

つ改善点をしていただければと思います。 

 いい答弁も聞けましたので、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（野村泰也） 

 暫時休憩いたします。 

午前10時23分 休憩 

午前10時32分 再開 

○議長（野村泰也） 

 それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、11番梅本哲君の登壇を求めます。 

○11番（梅本 哲） 

 11番の梅本でございます。今回は学校教育につきまして３点御質問をさせていただきます。 

 コロナ対策についてはたくさんの質問が出ておりまして、担当課にあっては非常に大変だ

というふうに察しますけれども、よろしくお願いをしたいと思います。 

 まず、３点のうちに２点、コロナウイルス対策関連でございます。 

 学校につきましては、３月２日から始まった臨時休校が５月17日まで続きました。そして、

18日から分散登校、６月から全面再開ということになったわけであります。そして、８月８

日から18日までの短い11日間の夏休みを経まして今日に至っておるわけであります。 

 全く異例の教育環境の中で新学期を迎えたわけでございますが、この学習の遅れが非常に

心配だということでございましたが、どれだけ取り戻すことができたのか、どういう状況に

現在あるのかですね。また、児童・生徒の学校生活、就学状況に変化はないのか。異常な教

育環境でございますので、そういう中での子供たちの生活でございましたので、そういう変

化というものも出てきているんじゃないかというふうに察しましたので、この点についてお
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伺いをいたします。 

 それから、２点目でございますが、６月に補正をいたしました教育環境整備関連予算、こ

れはタブレット等の購入が中心でございましたが、この執行状況について計画どおり進んで

おるのかどうかということをお伺いしたいと思います。 

 それともう一つは、平和教育の取組についてでございます。 

 平和教育の徹底というものは人類普遍の課題であるわけです。戦争体験者が減少する中で、

学校現場は平和学習にどのように取り組んでおられるのか、お伺いをしたいと思います。 

 あとは質問席にて質問をさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○議長（野村泰也） 

 教育長。 

○教育長（吉住政子） 

 皆様おはようございます。梅本議員の学校教育についての御質問にお答えしたいと思いま

す。 

 まず、新型コロナウイルスについてお答えしたいと思います。 

 新型コロナウイルスの影響によりまして、３月２日から臨時休業が20日間ほど続きました。

さらに、本年度に入りまして、国の緊急事態宣言によりまして、さらに一月半ほど臨時休業

が延長されました。休業期間に授業が実施できなかった部分につきましては、５月から分散

登校を始め、さらに、授業を再開いたしまして、授業時間の確保を行っております。夏休み

の短縮や土曜授業の実施によりまして順調に授業を進めております。 

 児童・生徒の就学状況の変化につきましては、突然の長期の休業が続いたことによりまし

て登校渋りや生活リズムが乱れた児童・生徒が若干増えておりますが、これらにつきまして

は担任等による家庭訪問などのきめ細やかな指導の実施、スクールソーシャルワーカー、ス

クールカウンセラー等の専門家による支援等を行っております。 

 また、コロナ感染症対策のためのマスク配付に加え、フェイスシールドを全小・中学校児

童・生徒及び教職員用に購入することを決定いたしました。フェイスシールドにつきまして

は、各学校と協議を行い、今議会の補正予算に計上しており、９月中に全小・中学校に納入

ができるよう計画しているところでございます。 

 次に、小・中学校のＷｉ－Ｆｉ環境の整備につきましては現在工事に取りかかっておりま

して、本年度中に終わる予定でございます。 

 タブレットにつきましては今年度中に購入できるように手続を進めておりまして、現在の

ところ納入できる見込みではありますけれども、全国規模での一斉調達となりますために、

その状況により供給が遅れる場合があるとの情報を得ております。 

 次に、平和に関する教育についてお答えいたします。 

 教育基本法には平和な国家や社会の実現を目指す人間の育成を期すると明記されておりま

して、その規定に基づき、全ての小・中学校で取組を行っております。各学校においては年

間指導計画に基づき、特別の教科道徳、特別活動、総合的な学習の時間等におきまして計画

的に実施しております。その中には地域の方から戦争中の生活について話を聞くなどの工夫

をしている学校もございます。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（野村泰也） 
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 11番梅本哲君。 

○11番（梅本 哲） 

 順調に進んでおるという回答でございまして安心をいたしておるわけでございますが、休

暇中、児童・生徒は外出を自粛されまして、一日の大半を家で過ごすということになりまし

た。学校では、先ほど教育長答弁の中にありましたように、児童・生徒の安全確認、あるい

は家庭での過ごし方、あるいは学習指導、補習が中心になろうかというふうに思うんですが、

こういうものに全力を尽くされたというふうに聞いております。 

 この内容につきましては一応聞いておりますが、きめ細やかなという表現をされましたが、

家庭訪問の話は出ましたけれども、そのほかに何か具体的な行動をされておるか。１週間に

１回とか月に何回とか、そういうもの、それから、補習、学習指導、宿題等を含めて、どう

いう対応をされておるかということをもう少し具体的にお聞きしたいと思いますが、よろし

いでしょうか。 

○議長（野村泰也） 

 教育次長。 

○教育委員会事務局教育次長（中島 孝） 

 今御質問の休業期間中、学校はどのような行動をされたかということの御質問ですけれど

も、小学校におきましては、休業中の家庭学習につきましては３月から５月の休業期間中に

全体で担任が三、四回程度、家庭訪問を行っております。そして、家庭で行う宿題ですとか

復習のプリント等を渡して保護者や子供に声かけをしまして、家庭内でできる範囲での対応

をしております。また、中学校におきましては、全部で四、五回程度の学年ごとの臨時登校

日を設けております。その中でプリント等の学習課題の提出をさせておりまして、必要があ

れば電話連絡等を家庭のほうに行っているということで聞いております。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 11番梅本哲君。 

○11番（梅本 哲） 

 よく分かりました。 

 では、そういう行動をされて努力されているわけですが、家庭の反応というのはどのよう

にお感じになっているのか。この点は十分承知されていない面があるかもしれませんが、現

時点で一応耳に入っていることだけで結構ですので、どういう反応を各家庭においてはされ

ておるのか、そこら付近の状況を少しばかり御説明をいただきたいと思います。 

○議長（野村泰也） 

 教育次長。 

○教育委員会事務局教育次長（中島 孝） 

 家庭での反応ということですけれども、家庭からの反応といいますか、保護者のほうから

は特に今回の学校が始まってからの問合せ等、そういったものについてはあっていないと聞

いております。 

 子供たちの状況としましては、休業明け、生活習慣が変わったということで、子供たちも

最初は元気がなかったり、また、登校を渋ったりした子供もいたようですけれども、学校に

来たら、その雰囲気に慣れて元気に過ごしております。中学生においても学校が始まること
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を楽しみにして、部活動したりすることを楽しみにして、現在も元気に過ごしているという

ことでございます。 

 ですので、保護者からについては特に大きな意見といいますか、質問等もあっていないと

聞いております。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 11番梅本哲君。 

○11番（梅本 哲） 

 分かりました。 

 それで、私は非常にいい機会というふうに思うんですが、保護者を含めてＰＴＡ関係の皆

さん方、こうして一生懸命学校のほうで、また、教職員の皆さんが頑張っておられる。そし

て、子供たちも大変喜んで登校しているという結果になっている。この点はしっかりこの機

を利用して、いろいろな会合において、ＰＴＡ、保護者の方にＰＲをして──ＰＲというの

は語弊があるか分かりませんが、こういうことで頑張りましたということをひとつ説明をお

願いしたいというふうに思っております。 

 それと、確認になりますけれども、小・中学校の１学期の通知表の交付日といいますかね、

これはいつだったのかというのをちょっと確認させていただきたいというふうに思いますが。 

○議長（野村泰也） 

 教育次長。 

○教育委員会事務局教育次長（中島 孝） 

 御存じのように、今年は夏休みが短縮をされておりまして、今年は８月７日に終業式を

行っております。その終業式の中で通知表については渡しております。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 11番梅本哲君。 

○11番（梅本 哲） 

 答弁の中に順調に進めておるということで、８月７日に修了証書をお渡しになっていると

いうことであれば、新学期は19日からというふうに理解してよございますか。 

○議長（野村泰也） 

 教育次長。 

○教育委員会事務局教育次長（中島 孝） 

 新学期については、８月19日からが２学期になります。 

○議長（野村泰也） 

 11番梅本哲君。 

○11番（梅本 哲） 

 いつもよりも早い新学期になっているということでございますが、そこで、新学期におけ

る児童・生徒の状況についてお伺いしたいんですが、児童・生徒さんたちは、外出自粛のス

トレスで疲れておるという子供さん、それから、クラス替えで友達にまだなじめないという

子供さん、それから、休暇中の家庭学習が十分できなくて遅れているお子さん、そういう

方々が多分にいらっしゃるんじゃないかというふうに察します。 
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 そういうことで、教職員の皆さんは気配りをしながら、この気配りが絶えないような新学

期を迎えられたんじゃないかなというふうに思いますが、マスコミで遅刻や休暇等の増加、

こういうのが増えている、あるいはいじめ、あるいは学校がつらい子の実態が報道をされて

おるわけでございますが、本町ではそのような事案はないと理解してよろしゅうございま

しょうか。 

○議長（野村泰也） 

 教育長。 

○教育長（吉住政子） 

 お答えいたします。 

 非常にマスコミ関係では学校の不安、大変さを書いていただいておりまして、広川町にお

きましても大変心配しておりましたが、度々校長会等も行って校長として情報を収集してお

りますし、委員会の職員も私どもも度々学校を訪問していますが、子供たちはマスクを着け

て、私どもの予想以上に明るく非常に頑張っていると考えています。 

 先ほど申し上げました登校渋りや生活リズムの乱れた児童・生徒というのは、実は以前か

らその傾向のあった子供が傾向が強まったということのようでございます。ですから、コロ

ナによって新しい児童・生徒がそんな形を示したということよりも、昨年度までも不登校傾

向の児童・生徒がおりますよね。その子供たちがちょっと傾向が激しくなった子が多いので、

非常に気をつけて対応していますということでございました。 

 それから、１つ大変興味深かったのは、本年度はほとんど行事がカットになっております

し、国のテストも中止になりました。ただ、問題用紙は参りました。そういうことで、学校

にどうしますかと尋ねましたら、ぜひ使いたいということですので、学校単位で国の学力テ

ストを実施しております。ところが、子供たちが、先生、どうだったですかと結果を聞きに

来るというんですね。非常に結果を気にすると。だから、それだけ頑張っているということ

だろうと思っていますし、それから、行事につきましても、運動会は中止、様々な発表会も

中止しておりますが、保護者から何らか校内で行事を持てないかという御意見もありまして、

それで、学校と保護者がそれぞれの学校で話合いをしまして、小さな校内ミニ運動会みたい

なことをしようとか、何らか様々な行事をして、子供たちの励みになるようなことをしてい

きたいということで話し合っているようでございます。そういう意味では、非常にコロナを

契機に保護者との話合いは進んでいるようでございます。 

 修学旅行につきましても難しいかなと言っておりましたが、Go To トラベルを利用しなが

ら、無理のない場所で、無理のない形で行きたいということで、保護者の意見も反対、賛成

あるようでございますから、十分意見を取り入れながら考えているようでございます。 

 そういうことで、非常に保護者との意見の交換もできているのかなと安心しております。 

 そういうことで、今一番心配していますのは校長４名でございますが、校長はあらゆる施

設の管理、職員の管理、教育課程の管理をしておりますので、校長が安心できるように教育

委員会としては様々支援しているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（野村泰也） 

 11番梅本哲君。 

○11番（梅本 哲） 
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 答弁を聞きまして、非常に心強く、また、安心をいたしました。校長先生を中心に、学校

においては力強い学校運営をやっていただくというのが非常に大事であろうというふうに思

いますので、よろしくお願いをしておきたいと思います。 

 学校におきまして、今答弁があったように、家庭というか、保護者との連携を非常に重視

して今進めておるということでございますが、私はずっと今まで学校のＰＴＡの状況を見て

おりまして、役員の皆さんはしっかり頑張っていただいておるというふうに見ておりますが、

いろいろな研修会、あるいは講演会等々を考えていきますと、やや学校任せの傾向が強いと

いうふうに思います。子供の教育は学校だけではなく、家庭と地域と連携をしてというのが

基本の方針でありますので、その点をしっかり頭に入れた活動をひとつお願いしておきたい

というふうに思います。 

 次に、教育環境整備関連予算の関係ですが、フェイスシールドにつきましてはまだ予算化

されていなくて、この９月補正でやるということをお聞きしまして安心しました。 

 また、タブレット購入については、全国一斉の対応になったので、少しばかりいろいろ品

物不足とか、そういう点で遅れておるというような状況であるという実態も分かりました。 

 そこで、１点だけお聞きしますが、ＧＩＧＡスクール構想ですね、この点が非常に大きな

これからの課題として予算の中でも説明があっておりますが、答弁の中であったように、無

線ＬＡＮ、そういうものの関連設備については９月には着手をするというようなことになっ

ているようでございます。 

 もう一つ課題は、教職員の研修計画があると思うんですね。やっぱり教えるほうがしっか

り状況把握し、理解をし、技能が向上しておかないといけないということになるわけでござ

いますので、その点は計画どおり進められるお考えでしょうか。 

○議長（野村泰也） 

 教育次長。 

○教育委員会事務局教育次長（中島 孝） 

 ＩＣＴ教育についての支援員の問題ですけれども、こちらにつきましても先ほどの教育長

の回答にありましたように、まずは環境整備が整わないことにはできないということで、来

年度に環境が始められるようであれば、どういった形になるかは分かりませんけれども、

ＩＣＴ教育の支援員を会社に委託するのか、人的なものを配置するのかというのを検討中で

すけれども、そういった人を配置して、学校の教職員への指導を行っていくようには予定し

ているところでございます。 

 いずれにしても、まずは環境整備が整わないことにはできないということで考えておりま

すので、そういったところも含めて現在検討しているところです。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 11番梅本哲君。 

○11番（梅本 哲） 

 これは研修費については現計予算で対応することになっておりますかね。また補正を組ま

ないかんということになりますかね。そのどちらでしょうか。 

○議長（野村泰也） 

 教育次長。 
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○教育委員会事務局教育次長（中島 孝） 

 ＩＣＴの支援の関係ですか。（「はい」と呼ぶ者あり） 

 これにつきましては、今年度はまだ何も組んでいませんので、組むとすれば、来年度の当

初予算等でと考えております。 

○議長（野村泰也） 

 11番梅本哲君。 

○11番（梅本 哲） 

 それじゃ、近隣の市町の関連もありますので、遅れないように、この面についてはその対

応というか、設備と、それから、研修を含めて進めていただきたいということを要望してお

きます。 

 それから、平和教育の取組についてでございますが、子供たちには戦争の悲惨さ、あるい

は愚かさを正しく伝えておくと、これが絶対の条件だというふうに思います。ただ、指導す

る立場の教職員、あるいは核家族化が進んだ保護者、そういう皆さんは戦争に実感を持てな

い世代ということになろうかと思います。 

 こうした教育環境の中で、今後の平和学習をどのように進めるのかということは、計画ど

おりに進めると、年間計画をつくって道徳の時間等を加味しながら進めていきますという回

答はございましたが、学校の役割は極めて重要だというふうに思いますので、何か特別な対

応、対策というか、そういう取組をなさる考えとか、そういうものを検討されておるという

ような状況はありませんでしょうか。 

 要するに地域の戦争経験のある方、久留米、それから、大刀洗等は空襲に遭っております

けど、この広川町は当然そういう経験も少ない、あるいは八女市あたりも少ないという状況

で、在住の方についてはなかなか学校教育のほうで児童・生徒の前でそういう体験を語って

いただく方も少なくなっているだろうというふうに思いますので、その点を含めて何か特別

の配慮、これからの考え、そういうものがあればお聞きしたいと思います。 

○議長（野村泰也） 

 教育次長。 

○教育委員会事務局教育次長（中島 孝） 

 平和授業の取組について現在の状況を報告しますと、例年８月６日、または８月９日の出

校日に各学校のほうで平和学習を行っているんですけど、今回は出校日じゃなくて登校日で

したので、その中で行っております。 

 小学校におきましては、平和集会、学級や学年ごとの平和学習を行っております。内容と

しましては、ＤＶＤや絵本など教材を活用して学習を行っております。また、そのほか、６

年生につきましては、例年、修学旅行に長崎市内のほうに行って、戦争の被害に触れるとい

うことで、直接体験された方、説明をされる方からその悲惨さなんかの話を聞いて、そう

いった体験を重視した学習を行っております。 

 中学校におきましても、同じく８月６日、８月９日に各学年ごとにＤＶＤ等による学習、

また、それぞれのクラスで戦争について考える平和学習というのを行っております。そのほ

か、学校内で平和学習に向けて、今回は広島平和記念資料館のほうからお借りした資料など

の展示を行ったということを聞いております。 

 それと、若い教職員や保護者への対応ということですけれども、若い教職員については今
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からだんだん増えてきますけれども、先輩の教員と共に平和学習の教材研究を行って授業等

に臨んで、先輩教員から指導を受けております。保護者に対しましては、学校が作ります学

校だより、また、学年・学級通信などで平和学習の内容ですとか子供たちの様子を伝えるよ

うにしております。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 11番梅本哲君。 

○11番（梅本 哲） 

 この平和教育を行うに当たっては、そういう経験者がいる、それから、時期の問題もあり

ますよね。ちょうど終戦の記念、そういうふうな記念日あたりに印象に残るように行うとか、

いろいろな工夫があるというふうに思いますので、教材等の利用も含めてしっかりやってい

ただきたいということを要望しておきたいと思います。 

 最後になりますけれども、これについては参考としてお伺いしますが、広川町には平和教

育に供する資料、そういう史跡、遺跡があるのかどうかということだけ、ちょっと最後にお

聞きしたいと思います。 

○議長（野村泰也） 

 教育次長。 

○教育委員会事務局教育次長（中島 孝） 

 現在、広川町内におきましては戦没者の慰霊碑等はございますけれども、今言われた史跡

や資料についてはないと聞いております。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 11番梅本哲君。 

○11番（梅本 哲） 

 ありがとうございました。これで終わります。 

○議長（野村泰也） 

 次に、４番栗原福裕君の登壇を求めます。 

○４番（栗原福裕） 

 ４番栗原です。まずは、町当局におかれましてはコロナ対策や災害対応等に御尽力いただ

いておりますことを感謝申し上げます。また、非常に強い台風10号が近づいております。町

長の挨拶にもありましたが、万全の対策等をよろしくお願い申し上げます。 

 では、通告書に基づき一般質問を行います。 

 まずは高間川の河川改修等についてお伺いします。 

 高間川の河川改修事業は、既に用地買収が終わり、随分と年数が経過しておりますが、一

向に事業着手が見えてきておりません。今年度、県のほうで予算がついていると聞いており

ますが、今後の事業計画等はどうなっているのか、お伺いします。 

 次に、高間川の維持管理についてお伺いします。 

 特に、シルバー人材センター広川事務所から上流の河川管理道路や河床の状況を見ると、

維持管理が行われておらず、河川内等に雑木や樹木が生い茂っている状態です。このまま放

置すれば大雨による災害が危惧され、地元住民等も心配しているところでございます。町と
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して県にどう対処されるのか、お伺いします。 

 あとは質問席でやり取りを行わせていただきます。よろしくお願いします。 

○議長（野村泰也） 

 町長。 

○町長（渡邉元喜） 

 栗原議員の質問でございます。高間川の河川改修についてでございますが、高間川の河川

改修工事については、福岡県の単独河川改修事業として、八女県土整備事務所が事業主体と

なり、平成16年度に測量設計を実施し、翌年度に地元説明会が行われ、事業に着手しており

ます。平成25年度には用地買収が完了しましたが、前年の平成24年度の九州北部豪雨災害以

降、町内でも多くの災害に見舞われており、単独事業費は河川復旧費に充当された部分も多

く、高間川の河川改修は工事が遅れています。このように事業が長期化していることから、

昨年、県に対し、地元への再説明会をお願いし、今年度から災害箇所付近から順次工事に入

る旨の説明をいただいているところでございます。 

 高間川の維持管理につきましては、県営河川で県管理となっており、八女県土整備事務所

が管理所管しております。当該河川につきましては度々地元行政区より草刈り等の要望が出

されており、その都度、八女県土整備事務所へ要望をしているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（野村泰也） 

 ４番栗原福裕君。 

○４番（栗原福裕） 

 建設課長のほうにお尋ねいたしますが、まずは高間川の河川改修についてでございます。 

 今、平成25年度に用地買収が終了したと町長から回答されましたが、かなりたっておりま

す。今年度から災害が起こっているところから事業着手したいということでございましたが、

用地買収が終わったところに草木が生い茂っており、毎年のように地元の区長さん等から管

理をしてくださいというふうな話があっていると思います。このような状態になっているこ

とを建設課長としてどう思われますか。 

○議長（野村泰也） 

 建設課長。 

○建設課長（樋口信吾） 

 町が管理しております主要な道路等の草刈り業務につきましては、年に三、四回は実施し

ておりますので、私個人としては、議員御指摘のとおり、草刈りの複数回の伐採等が必要だ

というふうには感じております。当然そのことについて県のほうにもお話ししておりますけ

れども、県につきましては河川の草刈り業務等の予算につきましては現状のような状況であ

ります。町では、行政区からの要望に基づき、その都度要望を上げております。しかしなが

ら、県営河川の管理につきましては、毎年度、経常的な草刈りができるような予算は確保し

ていないということで、要望があった箇所から緊急性に応じて優先して実施されているとい

うのが現状であります。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 ４番栗原福裕君。 
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○４番（栗原福裕） 

 県のほうでもなかなか予算がないというふうな状況は分かりますが、現在、用地買収が終

わっているところ、その残地に太陽光発電が設置されているわけですね。状況から見ますと、

（写真を示す）こういうふうな感じです。ここを見ますと、出入りが今自由にできるような

状態です。一部その地権者のほうでフェンス工事をそのままにしてあります。河川改修が終

わらなければ、そのフェンス工事ができないというふうなことと聞いておりますので、私は

ここに子供たちが入ったら非常に危険だと感じております。ですので、この箇所まで、町長

のほうも言われましたが、ちょうどここが災害が去年起きた部分でございます。今年７月豪

雨でもまた土のう等を積み上げたところが決壊し、裏面まで行っているというような状況で

す。 

 このところまでは早急に町として県のほうに働きかけをしていただきたいと考えておりま

す。建設課長も再三県のほうには言ってあると思いますが、強く働きかけをお願いしたいと

思います。いかがですかね。 

○議長（野村泰也） 

 建設課長。 

○建設課長（樋口信吾） 

 フェンスの撤去につきましては、用地買収に伴いまして地権者が撤去されたものだと思い

ますけれども、当然、工事が完了しなければ再設置ができないような状況で放置されたもの

だと思っております。こういった部分につきましては、八女県土整備事務所の担当のほうに

その旨を話して、危険性を指摘しております。再説明会のときも八女県土整備事務所に対し

てそういった要望が出されているというのもありましたので、さらにこちらのほうからも強

く要望をしたところであります。 

 その回答なんですけれども、何らかの安全対策は考えていかなくちゃいけないということ

で県のほうは考えておりますので、こちらのほうからも、例えば、ロープ柵を設置するなど

応急的な措置でも取ってもらわなければ困るということで話しております。そこについては

地元と協議しながら対策は取っていきたいというふうな回答はいただいているところです。 

○議長（野村泰也） 

 ４番栗原福裕君。 

○４番（栗原福裕） 

 ありがとうございます。建設課のほうで一部聞きますと、区長さんのほうから来週ぐらい

でも立会いをしたいというふうな考えもありますが、よかったら区の役員会等で今後の計画

等をお聞きしたいと考えておりますので、この点もよろしくお願いしたいと思います。 

 先ほどもちょっと話をしましたが、去年、災害が発生したところ、（写真を示す）今年７

月でこういうふうに護岸の裏面まで行っておりますが、この災害復旧については県のほうは

どう考えてあるのか、お伺いします。 

○議長（野村泰也） 

 建設課長。 

○建設課長（樋口信吾） 

 災害の状況については、今年の大雨が降った７月上旬の折に現地確認して、県のほうには

伝えております。そこに対しましては県のほうも当然それを確認してから対策を考えている
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ところなんですけれども、応急措置の考え方で、かごマットの設置を考えているということ

で、そこについては年度内に完成をさせていきたいというふうなことでの話を伺っておりま

す。 

○議長（野村泰也） 

 ４番栗原福裕君。 

○４番（栗原福裕） 

 ありがとうございます。この高間川の河川改修事業につきましては、私たち地元も一生懸

命町とタイアップしながら頑張っていきたいと考えております。町としても強く県のほうに

働きかけをお願いし、この件の質問を終わらせていただきます。 

 次に、高間川の維持管理の問題です。 

 私たちも高間橋から下流100メートルぐらいは、地域コミュニティ事業の一環として年６

回程度草刈りを行っている状況でございます。ですが、本村橋からシルバー人材センターま

での間の維持管理が全く行われていない状況です。私もあそこをいつも散歩で通っておりま

すが、工業団地、多分オーレックだと思いますが、年間二、三回程度は自走機が通るところ

だけは刈っていただいております。先月も刈っていただいております。本当にありがたく

思っているところです。 

 ここですが、先ほども質問の中でも触れましたが、（写真を示す）河川の中にこういうふ

うな柳の木が数本生えております。かなり大きくなっております。こういう状況を放ってお

くと、大雨が降れば、何かが引っかかり、大きな災害につながるんじゃないかと考えている

ところです。ぜひともこれは強く県のほうに撤去方をお願いしたいと考えております。 

 そして、ちょうどこの箇所には町の観光施設である広川町産業展示会館もあるわけです。

景観等も醜い状況になっておりますので、県のほうに除去、撤去の働きかけをぜひともお願

いしたいと思います。 

 これは私たちもできることはやりますが、こういう状況であるということが非常に心配で

すので、この点についても県のほうに建設課のほうから働きかけをよろしくお願いしたいと

思います。いかがですかね。 

○議長（野村泰也） 

 建設課長。 

○建設課長（樋口信吾） 

 河川や道路等の管理につきましては、多くの行政区のほうで地域の環境をよくしたいとい

う思いから草刈り等の奉仕活動が実施されております。こうした活動に対して深く感謝申し

上げ、高間区の活動に対しても改めてお礼申し上げたいと思います。 

 八女県土整備事務所に対しては、こういった地域自らやる地域活動の実情も話しておりま

す。河川の雑草繁茂の状況についても、栗原議員がお持ちのような写真等を見せて草刈り等

の要望をしている状況であります。県のほうもそれについては当然把握しております。河川

沿いのちょうど高間川瀬線で町管理の道路部分、そこにつきましては年３回の草刈りを行っ

ておりますので、対岸の状況についても私どもの町としては適切ではないというふうに考え

ておりますので、そうした部分も御指摘をしているところであります。こういった部分につ

いては再三にわたって県のほうと協議しておりますけれども、なかなか予算の関係でできな

いというような話も伺っておる状況です。 
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 こちらから提案的にやったのが、河川ののり面部分に防草シートを張っていただけないか

と。管理がなかなか難しいというのであれば、そういった対策でもやってほしいということ

で話等は出したんですけれども、それに関しましても河川管理上問題がある部分も御指摘を

受けております。そういった分もありますので、今後は町のほうと県と一緒に対策を練った

協議を継続して進めさせてくれと、お互いが対応できるような案を出し合おうじゃないかと

いうことで話をしております。今後については、さらにこの対策案を協議しながら検討は進

めていきたいというふうに考えております。 

○議長（野村泰也） 

 ４番栗原福裕君。 

○４番（栗原福裕） 

 ありがとうございます。町のほうでもいろいろ努力してあるということが分かりました。 

 この維持管理につきましては、周辺の関係区長等からも町に対して要望書、質問等が上

がってきていると考えております。特に、集中豪雨等が発生すれば大災害につながる危険性

もありますので、何度も言いますが、ぜひとも県のほうに維持管理の徹底方を町のほうより

強く働きかけていただきますようお願いし、私の質問を終わります。どうもありがとうござ

いました。 

○議長（野村泰也） 

 次に、３番竹下英治君の登壇を求めます。 

○３番（竹下英治） 

 ３番の竹下です。本９月の定例会においては、防災に係る危機管理、新型コロナへの対応

状況等、インフラ整備の費用、３号バイパス及び主要農作物種子法、以下種子法と言います

が、この廃止等の農業への影響の５項目について質問をいたします。 

 質問項目の５つの中で、最初の防災危機管理と農業問題については新規の内容となりまし

たけれども、他の３つはさきの定例会の積み残しであります。 

 早速ですが、まずは防災に係る危機管理について質問をいたします。 

 先般発生した令和２年７月豪雨は九州各地に甚大な被害をもたらしましたけれども、これ

は地球温暖化等の自然環境の変化に起因した地域的な気象現象たる線状降水帯の発生による

異常な降雨が原因でありました。 

 せんだって気象庁は、豪雨に関する監視能力の強化を図るため、脊振山に設置している福

岡気象レーダーの最新型への更新を決定いたしております。これは全国20か所の同気象レー

ダーのうち、千葉県に所在します東京気象レーダーの整備に次ぐ２番目の整備事業であると

のことでした。この整備の必要性は、2012年の九州北部豪雨、2017年の九州豪雨等、近年の

豪雨による被害が甚大化、頻発化していることに基づくものでありますけれども、特に九州

地方において線状降水帯が多発している現状がその決定打となったようです。 

 ちなみに、令和２年７月豪雨の期間、単位時間当たりの雨量が比較的少なかった我が広川

町においても、土砂崩れによる通行遮断や河川増水による越水、護岸損壊等が発生をいたし

ております。 

 以上のことを踏まえた上で質問をさせていただきます。 

 我が町の土砂災害防止対策の現状がどうであるのかの認識と、今後の対策の在り方につい

ての考え方を問いたいと思います。 
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 あわせまして、浸水災害防止対策の現状はどうかの認識と、今後の河川整備に関する考え

方についても問いたいと思います。 

 上述いたしました気象庁のレーダー整備について、その大きな目的に気象庁の発する警戒

情報の充実があるとのことでした。これはすなわち、国も近年の災害被害の甚大化に伴い、

いわゆる避難指示等を遅滞なく正確に出す、その重要性がさらに増していると国が認識して

いる証左であるとも思います。 

 また、先頃、内閣府は災害時における市町村が発令する避難勧告を廃止し、避難指示に一

本化する方針を固めたとの報道がありましたが、これらの内容を含め、我が町の防災情報の

住民への周知手段は万全であるのかどうかについての認識を問いたいと思います。 

 続きまして、新型コロナについて質問をいたします。 

 退陣される安倍首相に関する各般の報道において、内閣の首班としての業績についての功罪

がるる述べられる中、新型コロナ感染症への対応については事実とあまりにも反して──私

はそう思いますが、よい評価を与えるものはなかなか見受けられないように感じます。 

 もっともこの新型コロナへの対応に絡んで、国家等のリーダーとして高い評価を得ている

ケースは少ないようですが、自由主義国家の中で珍しく新型コロナ対応でその支持率を上げ

た人がドイツのメルケル首相であると言われています。彼女はリーダーとして新型コロナ対

策に関するメッセージを機宜に適して国民に発出することにより、国民の不安を払拭し、国

民の協力をうまく獲得したとされています。彼女の対応の特色として、感染拡大防止への極

めて積極的な国民への協力依頼、その協力への深い感謝の表示、そして、人権への強い配慮

があったと評されています。 

 さて、広川町の新型コロナへの対応、すなわち情報の共有、感染の拡大防止、保育、補償

等、状況は現状どのようか、伺いたいと思います。 

 また、学校教育について、現状の問題点は何なのかを問いたいと思います。 

 先頃、文部科学省は中教審において、2022年度を目途に小学５・６年生で本格導入を目指

す教科担任制について、理科に加え、英語と算数を例示した骨子案を示したとの報道があり

ましたが、これは新型コロナが発生する以前からの動きではありましたけれども、これら国

の動きがあることも認識した上で、将来に向かう新たな施策の発案等はないのか、改めて伺

いたいと思います。 

 広川町の教育に関する大綱には、児童・生徒に変化の激しい社会を生き抜く力を身につけ

させる必要性がうたわれています。新型コロナを機に、教育要領等の改善を何がしか図るこ

とは極めて必要かつ有意と考えています。 

 また、来年前半までの全国民分のワクチン確保等、明るい報道も存在はしておりますけれ

ども、いまだ誰もが将来に不安を抱いている状況にあると思います。ここで再度、今回の新

型コロナへの対応の我が町の評価、総括はいつどの時点で行う見積りか、伺いたいと思いま

す。 

 続きまして、インフラ整備の費用について質問をいたします。 

 私が航空幕僚監部等、行政部門の勤務において予算を担当し、よく話題とした事柄に単年

度予算の制度の内容があったことを強く覚えております。釈迦に説法となりますけれども、

単年度予算は財政の計画性を確保し、歳入歳出の均衡を保つために有用等とされている反面、

予算の柔軟な編成や執行の妨げとなったり、時には無駄な予算執行を促す作用があるとして、
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会計検査や監査業務にさらなる負担をかける等の欠点もあると言われております。 

 さて、さきの６月定例会でもるる報告させていただきましたけれども、下広川小学校屋内

運動場の例に見る競争入札の意義について改めて問わせていただきたいと思います。 

 単年度の事業でありながら、予定価格の599,908千円の額に対して残額が708千円であった

件についてであります。特に、予算額と執行費用の関係についての考え方を伺いたいと思っ

ております。 

 次に、今年度から始まった新庁舎建設について、この新庁舎建設の費用が高騰することは

ないのかを伺いたいと思います。 

 続きまして、３号バイパスに係る質問をいたします。 

 まず、３号バイパスの必要性については、従前より人口の減少を抑制し、地域の活性化を

図るためには様々な取組や活動が必要。その中でも、大きな影響をもたらすものに道路の整

備がある。他の自治体を見ても、新たな道路の開通によって商業、住環境が大きく変化した

例は多くあるとの説明がありましたけれども、上広川校区の発展の絵姿、計画等について改

めて問いたいと思います。 

 また、その中に含まれると思いますが、小学校施設への社会体育機能の付加が町民の要望

に基づくものであるのか、その必要性の根拠についても併せて伺いたいと思います。 

 次に、先般説明のあったルート案では、関係用地として九州農政局との調整がなされるも

のと推測いたしますけれども、その現状の関係情報が保持されていれば披瀝を願いたいと考

えています。 

 また、３号バイパスによる町の発展に関わり、道の駅や工業団地への言及がありますけれ

ども、そもそも我が町の土地利用の計画、プランニングはどのように管理されているのかを

伺いたいと思います。 

 次に、３号バイパスの必要性の一つに国道３号の渋滞緩和への寄与というものがありまし

た。今後、正式なルートの決定等がなされることとは思いますけれども、この渋滞緩和への

寄与とは科学的な分析によるものか。その分析の信頼度などについて伺いたいと思います。 

 次に、関係情報の管理について質問いたします。この件は事前の一般質問の調整において、

出席していただいた課長から関係情報を公正に管理することは当たり前のことであるとの回

答を得ていますけれども、質問は継続したいと思います。 

 いよいよ来週10日には公聴会も開催される予定ですが、以前に道ができれば土地の値段が

上がるとの発言もあったように、土地が動けば金が動くことになりますので、この手の開発

業務の進め方には、その情報管理にも所要の配意が必要であろうと考えています。 

 事前の調整では上広川小学校建て替えに関して、その移転先は未定との回答でありました

けれども、例えば、げすの勘ぐりではありますけれども、上広川小学校の移転先は既に確定

していて、一部のところでその情報が利用されているとしたら、これはあってはならないこ

とであると思います。町としての現状の３号バイパス建設に関わる動きは、以前の説明会で

平成24年からなされていると伺っております。この上で関係情報の管理は公正、適切になさ

れているのか、再度伺っておきたいと思います。 

 これは最後となりますが、種子法の廃止及び種苗法の改定について、我が町の農業への影

響の有無の観点から質問をいたします。 

 国内における食料の安定供給を目指した農地法の趣旨に沿う、現在、農林水産省が掲げて
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いる令和12年度のカロリーベースでの食料自給率45％の目標は、その達成が極めて厳しい状

況にあるのではないかと思います。その中で、我が国の食料安定供給に寄与してきたと思わ

れる種子法が2018年に廃止されましたが、その影響について見識を伺いたいと思います。ま

た、我が町への影響はいかなるものかについても伺います。 

 なお、事前調整において担当課長より、福岡県農林水産業・農山漁村振興条例に基づく福

岡県稲、麦類及び大豆の種子の安定供給に関する基本要綱の存在は既に教示をいただいてい

る状況です。 

 次に、日本で開発された野菜や果物が中国や韓国で違法に生産されている報道等に触れる

につけ、農林水産省が説明している種苗法の改定の必要性については門外漢でありながら理

解できるように考えておりますが、この種苗法の改定についての認識を問いたいと思います。 

 あわせて、町としての関係する動き、望むべき方向があるとすれば、この件を伺いたいと

思います。 

 以上であります。 

○議長（野村泰也） 

 町長。 

○町長（渡邉元喜） 

 竹下議員の質問にお答えいたします。 

 まず、防災の質問でございますが、福岡県は土砂災害防止法に基づき、急傾斜地の崩壊、

地滑り、土石流といった土砂災害のおそれがある地域に対し、土砂災害警戒区域や土砂災害

特別警戒区域を設定し、開発行為の規制や建築行為の制限を行い、土砂災害による被害の未

然防止を行っています。また、現に住宅地がある区域に対し、災害を最低限食い止める手段

として砂防ダムの整備を進めております。本町では平成27年度より鬼ノ渕の城ノ尾地区に県

事業で砂防ダムの整備を進めており、ほかの土砂災害警戒区域においても計画的な整備を要

望しているところであります。 

 浸水対策としては河川改修を進めておりますが、現計画では久留米市界から智徳橋までの

間に対し整備計画が示され、随時、下流域から整備が進められています。今後も河川改修の

事業促進を県に対して働きかけるとともに、整備計画のさらなる延伸を図るように要望して

まいります。また、河川内の井堰についても流下の抵抗となる要因の一つとして考えられる

ため、固定堰の統廃合や転倒ゲートへの改修を県に対し要望を行っているところです。 

 防災情報の伝達については、町が行う防災行政無線放送、登録制の情報配信メール、電話、

ファクス及びエリアメールがあります。また、福岡県の防災システムへの情報入力により、

テレビでのテロップ表示が可能となります。これらの方法を活用して情報の発信を行ってお

りますが、より多くの人々に正確に伝達できるよう、メールの登録推進やLINEを活用した情

報伝達の構築を図っていきます。また、地域防災組織の連携及び体制強化により、人と人と

の関係性を深めることが重要であると考えております。 

 次の新型コロナの質問でございますが、広川町で新型コロナウイルス感染症の患者が発生

した場合には、県保健所から陽性患者確認通知を受け、その患者の情報について通知内容ど

おり速やかにホームページに掲載しております。 

 感染の拡大防止については、公共サービス事業所などにおいて、コロナ対策業務継続計画

に基づき拡大防止に努めていただいています。また、保育所等での感染症対応としましては、



- 30 - 

国や県からの通知等により、手指消毒、換気、検温など、感染拡大防止の取組に努めていた

だいているところです。 

 次に、町の支援策の現状ですが、８月末現在で広川町持続化緊急支援事業490件、緊急生

活支援商品券給付事業295世帯、新生児特別定額給付金支援事業37人、就学援助事業29世帯

となっております。 

 なお、広川町の新型コロナウイルスに対する取組の評価についてですが、全国的に見ても、

また県内においても、いわゆる第１波に比べても、より多くの感染者、また重症者が報告さ

れ、今後の見通しも立たない現状にあります。そのような中で、まだ評価作業をする時期で

はないものと考えております。 

 次に、インフラ整備の質問でございますが、競争入札の意義としましては、公平性、透明

性の確保を図り、品質確保と適正価格で工事等を施工することができます。また、指名競争

入札に関しましては、入札参加者の技能等の信頼性、発注側の事務簡略化などが期待できま

す。落札後の契約変更における予算と執行費用との関係については、工事施工の過程で現場

の状況等により工法の変更、数量の増減はあり得ることで、施工者と協議し、予算の範囲内

において増額、あるいは減額の変更契約を行うことは通常であります。設計変更に際しまし

ては、その施設の機能向上、住民の利便性等を考慮し、経済性、効率性を検討し、施工して

おります。 

 新庁舎建設の工事費についての御質問につきましては、実施設計段階での積算額は基本設

計時にお示しした2,740,000千円を若干上回る見込みとなっております。この工事費につき

ましては、今後の経済状況や不測の事態により変動する可能性がありますが、関係機関と十

分な協議を行いながら事業を進めてまいります。 

 次に、３号バイパスでございますが、国道３号バイパスにつきましては、５月13日に国の

第三者機関である九州地方小委員会で基本方針案とルート帯が示され、その後、国土交通省

よりルートが示されました。本線の事業化に際して、国は都市計画の決定を求めております

ので、現在、都市計画決定の手続を進めています。この手続に合わせて、都市計画決定に係

る地元説明会、九州農政局との事前協議に伴う土地改良区や水利関係者への説明と意見聴取

を行っております。 

 国道３号の渋滞問題は久留米市から八女市まで２市１町の課題であり、以前より国道３号

改良促進期成会を通じて２市１町で要望を進めてきました。今回の広川八女ルートの決定は

国の方針に基づくものであり、本町としては久留米方面へのアクセスも重要視しております

ので、現計画の事業化がなされ、事業着手された後には久留米市側の接続も要望していく予

定であります。 

 なお、本線の渋滞に対して科学的根拠があるのかという御質問に対しては、交通解析を基

に道路計画をされていると伺っております。また、当該国道３号の事業計画に対して町が知

り得た情報は適切に管理をしております。 

 また、上広川小学校施設への社会体育機能の付加についての御質問につきましては、令和

元年９月に実施した広川町まちづくりアンケート調査の中で、スポーツ活動を活発にするた

めに必要なことの質問に対し、スポーツ施設など活動の場の整備充実と回答された方の割合

が上位にありました。 

 町内では中広川校区に町民が利用できる体育施設が多くあり、昨年度は下広川校区に町民
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体育館の機能を有する下広川小学校屋内運動場が完成しましたが、次は上広川校区の振興を

図るためにも上広川小学校に社会体育も利用できるグラウンドを整備したいと考えておりま

す。 

 国道３号バイパスに対しては、今後、都市計画の手続を進め、国、県とも連携するととも

に、早期の事業化への要望に努めていく予定でございます。 

 次に、種子法の質問でございますが、主要農作物種子法の廃止に伴う町農業に与える影響

への質問ですが、この種子法は、戦後、食料増産のために都道府県に対し稲、麦、大豆の優

良な種子の生産、普及を促す目的で昭和27年に制定された法律です。法制定から60年以上が

経過し、種子の生産技術や品質の向上、供給不足も解消されたことや、今後の民間事業者に

よる多様な需要に対応した種子供給整備を図ることを目的として、平成30年４月に主要農作

物種子法が廃止となりました。 

 広川町の農業に与える影響ですが、法廃止後は福岡県がこれまで法律に基づき行っていた

奨励品種の選定、生産、供給を福岡県農林水産業・農山漁村振興条例及び福岡県稲、麦類及

び大豆の種子の安定供給に関する基本要綱にて引き続き実施されるため、これまでどおり生

産ができることとなります。 

 次に、種苗法の一部を改正する法律では、日本の優良品種の流出防止や育成者権侵害防止

として自家増殖の見直しを検討されています。 

 町としましては、農産物のブランド化並びに生産者の所得向上のため、種苗等の国内外へ

の流出防止施策は必要と考えておりますし、福岡県では県下生産者に特に関係がある登録品

種の自家増殖規制については、法案が通った場合でも県内生産者の負担が増えないよう関係

機関と調整を行うと表明されてあるため、福岡県との調整を進めてまいります。 

 以上でございます。 

○議長（野村泰也） 

 教育長。 

○教育長（吉住政子） 

 竹下議員御質問のうち、学校教育における新型コロナウイルス感染症に関しての現状の問

題点についての御質問にお答えしたいと思います。 

 梅本議員へもお答えしましたが、児童・生徒に関しましては、突然の長期の休業が続いた

ことにより登校渋りや生活のリズムが乱れた児童・生徒が若干見られておりますが、これら

につきましては担任による家庭訪問等、きめ細やかな指導の実施やスクールソーシャルワー

カー、スクールカウンセラー等の専門家による支援等が行われております。 

 また、体力につきましても、長期の休業により体力の低下が懸念されますが、体力測定の

結果を見ながら学校での取組を進めていきます。小学校の体育授業の支援を委託しておりま

すウェブスポーツクラブの効果的な活用やスポーツ推進委員さんの支援を受けながら体力向

上を図ってまいります。 

 そのほか、新型コロナウイルス感染症に対応するため、各学校へマスクや消毒用アルコー

ル等の消耗品を配付しております。また、養護教諭の複数配置や学習支援員、介助員の配置

等、様々な形で学校の支援を行っております。さらに、今回補正をお願いしておりますフェ

イスシールドの購入、修学旅行費の補助、校内消毒作業員の配置など、コロナウイルスに関

して急な状況の変化に対応するために様々な予算面の確保を議会にお願いしながら行ってい
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るところでございます。 

 今後の新たな新型コロナウイルス感染症への対策に関しましては、さらに状況を見ながら

様々に検討していきたいと考えております。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（野村泰也） 

 ３番竹下英治君。 

○３番（竹下英治） 

 まず、時間を短縮せよということもありますし、効率的にやるのは当たり前ですので、１

項目に１件のみ質問させていただきたいと思います。 

 まず、防災に関してでございますけれども、先般、大刀洗の８月の臨時議会で、いわゆる

防災行政無線を整備しようとしたところ、いや、それは聞こえないんだと。だから、そんな

お金をかけないで、やっぱり家庭に八女市で置いてあるような無線ラジオを配付してくれと

いうことで、その審議が通らなかったという新聞報道がありました。私がちょうど６年前に

Ｕターンして、最初、扇島におったときも、やっぱりその辺で防災無線のことは扇島区でも

るる言われていました。今、久泉区に動いたわけですけれども、やっぱり同じような状況が

あります。 

 確かに私はメール配信をいただいておって、この前も台風９号に絡む避難所の開設、ちゃ

んと送っていただいて非常にありがたく思ったんですが、メール配信は先ほどお伺いしたら

1,000件ちょっとなんですよね。伸びていない。それと、マイク放送はやっぱり聞こえない

という状況が続いていて、私としては結果、いろいろ国も、いわゆる線状降水帯を早く見つ

けて被害を阻止しよう、避難指示とかも簡潔にして、そこら辺の避難がうまくいくようにと

努力している中において、最後の自治体でその連絡が行き届かなかったらもったいないなと、

それはいけないなと思います。 

 やっぱりこの手のやつは、ある程度重複しても、僕は八女市の無線ラジオというんですか

ね、あれの整備というのはちょっと重複するようで無駄みたいに聞こえますけれども、家に

いるときはそれ、外にいるときは防災行政無線というような新たな概念分けをして、やっぱ

りそちらの整備もしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（野村泰也） 

 副町長。 

○副町長（飯田潤一郎） 

 当面は町長回答にありましたように、これまでの方法に加えて、LINEを活用した情報伝達

というものを重要視していきたいというふうに思っています。 

 それと、何のために情報を伝達するのかと。それは、例えば、危険が押し迫ったときに避

難をしてもらうと。できれば早く避難してもらうための情報伝達です。じゃ、今までいろん

な情報を伝達されて、実際に被害が起こったところで、あるいは起こらなかったところでも、

情報が届いたにもかかわらず、避難しなかったという割合が非常に高いという現実があるこ

とは御承知と思います。つまり我々が重視しているのは、様々な情報を伝達する方法を駆使

しながらも、最終的には隣近所、あるいは先日、熊本で消防団による避難指導によって、被

害があったにもかかわらず、一人の死者も出なかったというところ、つまり人と人とがつな

がり合って、声をかけて初めて正式な情報が伝達されて、その伝達によって人が救われると
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いうことじゃなかろうかというふうに思っています。 

 ですから、それは様々な手法を軽視するわけじゃありません。我々もLINE、あるいはLINE

の次には何だというふうに、常々手法を活用することを検討し続けてまいりますけれども、

最終的には先ほど申しましたように避難させる力、そういう人間関係、コミュニティの力と

いうものを一方では重要視しなければいけないし、そのための活動を積み重ねることが最も

重要じゃなかろうかというふうな考え方でおります。 

○議長（野村泰也） 

 ３番竹下英治君。 

○３番（竹下英治） 

 副町長、御回答いただいてありがとうございました。ただ、地域コミュニティ的な話は、

それはまさにおっしゃるとおりで、結果的に、いわゆる命を守る、財産を守るという観点か

らはそういった話になると思いますけれども、今は災害情報の伝達の話をしているわけです

から、その徹底をするということに関しては、その切り口でさらにいろいろ御検討、必要な

事業の整備をしていただきたいというふうに考えています。 

 続きまして、コロナの件について質問します。 

 コロナは教育長にお伺いしたいんです。間違いなく本当に努力していただいていることは

分かります。ただ、コロナがあって教育は、被害という言葉を使いますが、やっぱり被害を

受けていると思うんですよね。元のままじゃないですよね。だから、こういうことを活用し

て、本当にコロナ機を活用して、変化する社会の中でもっともっと力強く生きていく子供を

育成するという観点からいえば、そもそもいろんな教育要領、それは国が決め、権限外のこ

とがあるかもしれないけれども、この機にいろいろやっぱり改善するという強い意思が教育

を担当される先生方、当然、教育委員会、我々もそうですよね。住民もそうですけれども、

そういう意思を持って対応することが必要だというふうに思いますけれども、説明はいただ

いたかと思いますが、そういう点で新たな教育環境の整備ということについて、教育長、も

う一回御答弁をいただけませんでしょうか。 

○議長（野村泰也） 

 教育長。 

○教育長（吉住政子） 

 お答えいたします。 

 教育環境の整備につきましては様々御支援いただいておりまして、様々な形で支援いただ

き、感謝申し上げます。 

 ただ、問題は、先ほど議員おっしゃいましたように、今、コロナの中で非常に気持ちが落

ち込んだり、様々な形で影響を受ける子供たちの問題ですよね。そして、教育がやはり本来

の形じゃなかなかやりにくいという状況にある。その中で、私たちが何を確認するかという

ことは常に校長会等でも確認しておりますが、私も思いますけど、今の形は決して本来ある

学校のよさが出せる状況ではない。その中で、何を失わずに、しっかり持って教育していく

のかということを常に意識していただきたいということを申し上げています。 

 それで、今は密になっちゃいけないと言いますが、本来、学校は密になるところなんです

ね。顔を突き合わせ、口角泡を飛ばし、話をして仲よくするところが学校なんです。そのあ

たりをしっかり伝えて、これからさらに、コロナが終わった後、ひょっとしたらもっと厳し
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い困難が来るかもしれない。それに対して対応できる力を子供たちにつけていただきたいと

いうことを話しております。そういうことで、特に法的に変えることはありませんが、しっ

かり地に足のついた教育をしていただきたいというお話はしております。 

 以上でございます。 

○議長（野村泰也） 

 ３番竹下英治君。 

○３番（竹下英治） 

 ありがとうございました。全ていろいろ大切ですが、教育が私は一番大切だと思っていま

すので、どうぞよろしく御対応いただきたいと思います。 

 続きまして、費用の経費の件でございますけれども、これはちょっと教育長にお答えいた

だくことになるかと思いますが、下広川小学校の屋内運動場の件を言うと、この前も６月の

定例会のときに私が質問だけして、御回答いただけなくて大変失礼したんですけれども、設

計があって、単年度の事業なんですよね。だから、設計を含めて２年ないんですよね。 

 その中で、議会も絡んでいるから、１つは前の議会ですけれども、非常に私も幅ったいと

ころがあるんですけれども、長寿命化とか、維持コストを安くするとか、そういうことが僅

かそれぐらいのことで契約変更するような状況、かつそれがトータル四、五千万円ぐらいで

すかね。５億円ぐらいのことで、そんな上がるようなことがあるのかと。設計段階でそんな

ことは分かるんじゃないかなと、私はちょっと一般論的かと思うんですが、教育長どう思わ

れますか。 

○議長（野村泰也） 

 町長。 

○町長（渡邉元喜） 

 下広川小の屋内運動場につきましては、平成30年になったときに平成29年度の補正予算で

賄うということが決定されました。ですから、大変時間的に厳しい話でございます。それを

何とか単年度、単年度と言いますけれども、単年度は早く、平成29年度は３月で終わりなん

ですよね。そういうことで取り組んでまいりました。 

 それから、今言われるように50,000千円の補正でございますけれども、我々も建築に対し

ては素人でございます。しっかり設計監理者の話を聞きながらやっておりますけれども、ど

うしても設計監理者でも手落ちの部分があったりした場合、施工者からここはこうしたほう

がいいんじゃないですかという提案があって、そのほうが今後のメンテナンスにしても、い

ろいろにしても、長もちするということであれば取り組んだほうがいいんじゃないかという

ことになるならば、今度は建設委員会に協議を諮って、そして、建設委員会でそれを認めて

いただき、それならば予算計上しなければならないという手順でやってきているわけですか

ら、それをきちんと初めから分かっているかというのは我々には分からないんですよ。です

から、そういうことはよくあることですという答弁をしたわけです。 

○議長（野村泰也） 

 ３番竹下英治君。 

○３番（竹下英治） 

 まず町長、この手の話で、期間が短いからとかいう説明は私はちょっと納得できないとこ

ろがあります。 
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 もう一つ、設計業者云々という話があれば、それは設計業者の、これも指名競争入札をや

られたのかなと推測しますけれども、その辺の選定が正しかったのかということを併せて調

査していただきたいと思います。 

 ２回目、これは私も議員として絡んでいるから非常に反省しているんですが、アスベスト

除去。私は実は下広川小学校については情報公開開示請求をして、意見書類を入手しておっ

て全部見たんですが、ちょっとそこは分からなかったんですが、本当に我々がお金を出して

アスベスト除去に係る費用を出さないといけなかったのか、それとも、本当は契約時に受け

た業者のほうの責任になるのかというところは、私は後者かなと今でも思っているんですが、

この点についての御回答をいただけますか。 

○議長（野村泰也） 

 町長。 

○町長（渡邉元喜） 

 アスベストについては、下広川小学校の旧屋内運動場を取り壊す、解体するというときに、

その屋内運動場を造った当時、アスベストがどこでも使用されていた。だから、使用されて

いる可能性もあるんじゃないかということで調査したんですよ。それが出てきたんですよ。

出たならばアスベスト処理の費用がかかるというのは当然のことですから、それを予算に計

上しただけのことで、その費用をどこに町が請求するんですか。 

○議長（野村泰也） 

 ３番竹下英治君。 

○３番（竹下英治） 

 そこが最初の取壊しの契約がどうなっているかというのをちょっと私、細に存じていませ

んが、一般論として取り壊す施設にアスベストが使用されているとすれば、そのアスベスト

除去費用も含めて、どこにアスベストが使われているかは実際に壊してみないと分からない

かもしれないけれども、それは契約のときに含まれるというのが私は一般論かなと思います

が。 

○議長（野村泰也） 

 町長。 

○町長（渡邉元喜） 

 ですから、アスベストが使用されているかどうか、天井部分に吹きつけるようなアスベス

トなら目視で分かります。壁の中に塗り込んだアスベストだったら分かりません。ですから、

アスベストの使用について調査をした結果、アスベストが使われていたということで解体の

計画を組んだところでございますので、それがどうしてそこにアスベストがなかったか、

あったかという話じゃないと思いますよ。 

○議長（野村泰也） 

 ３番竹下英治君。 

○３番（竹下英治） 

 町長、御答弁ありがとうございました。ちょっと私は理解できていないので、この件はま

た別に調べて、また質問が必要なときはさせていただきたいと思います。 

 続きまして、３号バイパスについてお伺いをいたします。 

 ３号バイパス、先ほどおっしゃったように、今、広川インター…… 
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○議長（野村泰也） 

 竹下君、ちょうど12時になりましたので、ここから午後、後にしたいと思います。暫時休

憩いたしますが、よろしいですか。（「分かりました。すみません、なるべく終わろうと

思ったんですが」と呼ぶ者あり） 

 それでは、暫時休憩いたします。 

午後０時   休憩 

午後０時58分 再開 

○議長（野村泰也） 

 それでは、時間前ですけど、全員おそろいですので、休憩前に引き続き会議を開きます。 

 ３番竹下英治君。 

○３番（竹下英治） 

 続けて質問させていただきます。 

 バイパス関連の質問をさせていただきます。 

 まずお伺いしたいことは、上広川小学校に社会体育機能をつけるということについては私

もありがたいことだと考えているんです。ただし、いわゆる建設に係る経費であるとか、動

きであるとか、そういうことは分かるんですが、じゃ、建て替えは今の所在する近くだとい

うふうにお伺いしている中において、あの辺に造ることが本当に上広川校区にとって有益な

のかと。もうちょっと具体的に言うと、上のほうに造っていただいてもどうかというふうに

考えているんです。その辺のところは、なぜそこの小学校に社会体育機能を付加すると決め

られたかということについての理由をお教えいただきたいと思います。 

○議長（野村泰也） 

 副町長。 

○副町長（飯田潤一郎） 

 下広川小学校の体育館、あれは統合ですけれども、学校の施設とはほかに社会体育のため

の施設ということを造れば二重に負担、費用がかかります。そこで、小学校も使える、ある

いはその小学校の施設を少し拡大することによって一般の方の社会体育にも使えるというこ

と、両施設を考えたほうが合理的だろうと思いますし、国全体の国の今の考え方も、様々に

ある市町村の施設を統合することによって、より効率的で財政的負担も少ないという考え方

でおりますので、そういう発想から導き出されたものでございます。 

○議長（野村泰也） 

 ３番竹下英治君。 

○３番（竹下英治） 

 そういうことはあるんでしょうけれども、結果的に、いわゆる上広川校区の発展にどう貢

献できるかという視点からいって、必ずしもそういうふうな機能の統合であるとか、経費の

効率化ですかね、これが本当にそれだけ優先されるのかということについては私はちょっと

疑義があるところでありますので、だからこそ、上広川校区が３号バイパスができることに

よってどう発展するのか、もしくは過疎化の速度をいかに食い止められるのかという具体的

なイメージアップをすることが大切だというふうに考えています。 

 この社会体育施設がどこになるのか。どの辺なんですかね。小学校の近くですから、内田

か、吉常か、その辺になると思うんですけれども、そこに集中するというか、上広川校区に
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おいては比較的開けたところにやっぱりあるというのが、今、副町長の回答からそういうこ

ともあるかなと思いますが、上広川校区がどうかと考えた場合は、もう一回社会体育施設の

ロケーションがどこにあるかというのは検討していただきたいと考えています。 

 さらに、３号バイパスなんですけれども、いずれにしても、先ほど町長から答弁いただい

たように、いずれは久留米の方向というふうな話なんですが、なぜ最初から久留米市を入れ

た計画に持ち込めなかったのか、もしくはそういうふうなことができなかったのかについて

の御答弁をお願いしたいと思います。 

○議長（野村泰也） 

 町長。 

○町長（渡邉元喜） 

 当然、久留米市、広川町、八女市で要望活動を行ってまいりました。それで、八女市、広

川町が先行していたこともあります。それは確かにあります。それで、久留米市長がわざわ

ざおいでになって、一緒にやろうじゃないかということです。はい、それは我々も望むとこ

ろで、今までも国道３号改良促進期成会では一緒にやってきましたから一緒にやりましょう

よという話で、一緒にやるつもりで進めておりましたけれども、久留米市の大方のルート決

定がなかなか進んでこない。これを久留米市に合わせるならば、あと10年、20年先の話に

なってしまうという懸念もございますので、それならば八女市、広川町で先行してやって、

引き続き久留米市に促進を促すためにも前もって広川町、八女市をやったほうがいいんじゃ

ないかという、我々の希望もありますし、国の考え方もございましたので、今のようになっ

ております。 

○議長（野村泰也） 

 ３番竹下英治君。 

○３番（竹下英治） 

 一般の国道よりは──ちょっと表現を忘れたんですが、格上の道路ということであったと

思うんですけれども、三潴上陽線については、いわゆる高架化すると。ところが、久留米立

花線については、もう一回確認したところ、平地で交差点を造るということで、先般の説明

会で、どこか国の課長さんが来ておられて説明されたときに僕はちょっと質問したんですが、

彼からも明確な回答はなかったんですが、御答弁は既にありましたけれども、いずれにして

も、今のままでは逆に広川インターチェンジがあの形のままであれば混雑することにつなが

るということは大まかな共通の概念であって、やっぱり久留米とつながないといけないとい

うふうな概念が、今後検討するというふうに当該課長は言われたと思うんですけれども、久

留米立花線が平地になるというのは工業団地が近いからかなとも思いますが、その辺の将来

性を見込んで平地ということであるのかどうかということ。事業担当が国とは言いつつ、そ

ういうことかどうかについて質問させていただきたいと思います。 

○議長（野村泰也） 

 町長。 

○町長（渡邉元喜） 

 平面交差を我々は望んでおります。それはなぜかと申しますと、地域に密着する道路にな

るように。高架にすると乗り入れするところが限定されます。平面交差をずっと要望してき

ておりましたが、今後どうなるか分かりませんが、やっぱり一部は高架になるところもある
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ようでございます。まだ決定ではございません。それで、こういった道路を造るときにはな

るべく地域に貢献するような道路になってもらいたいということを考えますと平面交差であ

ります。しかしながら、造るほうとすれば、交通安全とか、工事費とか、この問題がござい

ますので、高架にならざるを得ないところもあるようでございます。 

○議長（野村泰也） 

 ３番竹下英治君。 

○３番（竹下英治） 

 いずれにしても、今御答弁いただいたように、地域の発展に我々としてはいかに貢献でき

る道を造っていただくかということだろうと思いますので、設計等を今後出されると思いま

すけれども、ぜひ広川町の意見が通るように御努力をいただきたいというふうに思います。 

 最後に、農業問題について質問させていただきます。 

 種苗法なんですけれども、まさに繰り返しになりますけれども、確かに開発した品種が違

法に外国等も含んで盗まれるとか、そういうことがあったらいけない。それで、それを防ぐ

ための種苗法の改正が行われた場合、いわゆる広川町においても家族でやっている農家さん、

小規模農家というんですかね、それが非常に多い中において、体力的にも機能的にも被害を

被るような可能性がやっぱりあると思うんですが、その辺のところを、権限が町にないとし

ても、町としてやっぱり必要な動きがあると思うんですね。そういうふうな動き、どのよう

に今後されていくかについてちょっとお伺いさせていただきたいと思います。 

○議長（野村泰也） 

 産業振興課長。 

○産業振興課長（井上新五） 

 種苗法の関係について回答いたします。 

 登録品種の自家増殖の法改正の考えとしましては、農業者が登録品種の収穫物の一部を次

期収穫物の生産のために種苗として用いる自家増殖、こちらは育成者の許諾に基づき行うこ

とと考えてありますが、福岡県が開発し、品種登録された農作物、例えば、あまおうで考え

てみますと、あまおうの育成者権につきましては福岡県になります。福岡県はこの育成者権

をＪＡ全農ふくれんと契約されておりまして、ＪＡ全農ふくれんから県内各地のＪＡに販売、

さらに、生産部会や農家への販売というのを行われてあります。 

 また、農家への販売時には第三者への販売禁止や譲渡の禁止、こういったものの誓約書を

取られてあります。そのため、承諾、許諾事務につきましては現在も実施されているという

ことになります。また、福岡県のこの一連の流れにつきましては、全国でもモデルになる先

駆的な取組ということで、今回、継続審議となりました種苗法の改正の参考にされていると

いうことです。 

 このように法改正内容につきましては、現在実施している許諾内容と変更はございません

ので、先ほどの町長答弁でもありましたように、福岡県と調整を行いまして、県内生産者の

新たな負担、こういったものが生じないように取組を進めてまいります。 

 以上でございます。 

○議長（野村泰也） 

 ３番竹下英治君。 

○３番（竹下英治） 
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 ありがとうございました。よく分かりました。 

 すみません、ちょっと私、間違えました。最後、本当に最後です。 

 最後に、今度総合計画が改定されると思うんですけれども、その中で土地利用の基本方針、

これが裏の主要指標の見通しという簡単な図が──簡単と言ったら失礼ですが、あると思う

んですが、これは今回見直されるかどうかについて、そこだけ教えていただいてよろしゅう

ございますか。 

○議長（野村泰也） 

 政策調整課長。 

○政策調整課長（丸山信夫） 

 土地利用方針の全体的な広川町の絵図ということの回答でよろしいでしょうか。 

○議長（野村泰也） 

 ３番竹下英治君。 

○３番（竹下英治） 

 現在の総合計画33ページの土地利用の基本方針というページがあって、裏に図があると思

うんです。そこが今後の改定があるか、変更があるかどうかということです。 

○議長（野村泰也） 

 政策調整課長。 

○政策調整課長（丸山信夫） 

 土地の利用方針につきましては変更はございませんけれども、その中で国道３号のバイパ

ス計画がされておりますので、その辺の道路計画についての変更がございます。 

 以上でございます。 

○議長（野村泰也） 

 ３番竹下英治君。 

○３番（竹下英治） 

 以上で終わります。ありがとうございました。 

○議長（野村泰也） 

 次に、５番江藤美代子君の登壇を求めます。 

○５番（江藤美代子） 

 皆さんお疲れさまです。２点について質問をいたします。 

 まず１点目、国民健康保険制度についてお尋ねをいたします。 

 税率の計算につきまして、３月議会の一般質問で資産割をなくしていくという回答をいた

だいております。どのように検討されていますでしょうか、お尋ねいたします。 

 ２点目、均等割についてもお尋ねしましたけれども、子育て支援の観点からも18歳以下の

子供の均等割について検討をすべきだと質問いたしました。この点についても今後協議して

いく必要があると回答されています。この後、この２点についてどのように検討されたか、

お尋ねいたします。 

 ３点目です。高過ぎる国保税に加えて、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う減収が非正

規雇用の労働者や自営業者、多数の方が本当に困った状態にあられます。その多くが国保の

加入世帯だと思います。国は４月に市区町村に対して、感染拡大の影響で収入が一定程度

減った世帯には国保税の減免を行うように求めました。そして、保険税の収入の減少分を全
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額手当てすると決めました。町も申請受付を開始されましたけれども、現在、何件の減免申

請があっておりますでしょうか。そのうち減免が実施された件数は何件ですか。減免額は幾

らでしょうか、お答えください。 

 次、２点目、水道料金の見直しについて質問いたします。 

 コロナ感染によって住民は大きな被害を受けています。そこで様々な支援策や住民の経済

的な負担軽減が求められています。新型コロナウイルス感染症の影響により在宅期間が長く

なったり、また、手洗いの励行が求められたり、それから、プールや公園へ行くのも制限さ

れる中、自宅での簡易プールで遊ばせたりして、水道の使用量も多くなっている家庭もある

のではないかと考えます。そこで、水道料金の値下げはできないか、お尋ねします。 

 特に、コロナ被害によって収入が減少している家庭や住民税非課税の世帯、また、減収し

ている事業者に対して、国の地方創生臨時交付金を使って水道料金の減額はできないでしょ

うか。 

 以上、２項目について質問いたします。お願いいたします。 

○議長（野村泰也） 

 町長。 

○町長（渡邉元喜） 

 江藤議員の質問にお答えいたします。 

 まず、国保についてでございますが、福岡県が財政運営の責任主体となり、町と共に国保

運営を担い始めて３年となります。県は福岡県国民健康保険運営方針の中で、市町村の標準

的な保険税の算定方針を所得割、均等割、平等割の３方式と定めておりますが、広川町の国

保税は、現在それに資産割を加えた４方式を採用しております。この資産割については、縮

小、廃止の方向で広川町国保運営協議会での承認もいただき、将来、国保税県内統一に向け、

現在検討しているところでございます。 

 次に、子供の均等割の軽減につきまして、広川町では財政的影響が大きいために考えては

おりません。 

 なお、子育て支援という立場からは、昨年11月に子ども医療の改正を行い、中学生までの

通院費、入院費を無料としております。 

 続きまして、新型コロナウイルス感染症の影響による国保税の減免ですが、８月末現在で

18名の申請を受け、総額1,300千円分の減免決定を行っております。 

 減免制度の周知につきましては、７月にホームページに掲載し、同じく７月の保険証の更

新に合わせ、全ての被保険者世帯に保険証に同封する形でお知らせしております。 

 さらに、町の広報９月号に掲載し、今後につきましては、納付期日までに未納である被保

険者に送付します督促状に記載して周知することにしております。 

 次に、水道料金の減免についてのお答えですが、初めに、水道事業会計の財政状況につい

てですが、事業収益において前年度比1.19％減、事業費用では前年度比4.72％減となり、そ

の結果、当年度純利益は71,317,149円の黒字となっています。 

 近年、水道事業を取り巻く環境は全国的に大きく変化しており、昨年10月には改正水道法

が施行され、この法改正では、全国の事業体が直面している人口減少に伴う水需要の減少、

水道施設の老朽化等の課題に対応し、水道の基盤強化を図るため、様々な規定が盛り込まれ

ました。当町はその課題に早めに取り組み、決算にて利益剰余金を建設改良積立金へ積立て
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して、継続して安定供給と健全な経営に取り組んでいます。 

 次に、コロナ対策にて減免はできないかとの質問ですが、新型コロナウイルスの感染症対

策として水道料金の支払い猶予を実施していますが、水道料金の減免はしておりません。水

道水を継続して安定的に供給していくためには、将来的な人口減少に伴う料金の減収への対

応や老朽化していく施設の更新、耐震化など、経営基盤の強化のために取り組まなければな

らない課題もありますので、現段階での減免は考えていません。 

 今後も公営企業経営の基本原則である企業の経済性と公共の福祉増進に努め、水道水の安

定供給と健全な経営に努めてまいります。 

 以上でございます。 

○議長（野村泰也） 

 ５番江藤美代子君。 

○５番（江藤美代子） 

 国保についてまずお尋ねいたしますが、県内で資産割を取っている自治体は幾つぐらいあ

りますか。 

 また、現在、広川町において資産割の収入は全体の収入の何％になりますでしょうか。 

○議長（野村泰也） 

 住民課長。 

○住民課長（谷口裕子） 

 議員の御質問にお答えいたします。 

 県内の資産割を採用しています市町村ですが、令和元年度の試算によりますと、医療分が

９市町村、支援分が５市町村になっております。 

 それと、資産割の収入の割合ですけれども、すみません、資料を持ち合わせておりません

ので、後ほどお答えさせていただきます。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 ５番江藤美代子君。 

○５番（江藤美代子） 

 資産割をなくしていくという方法であるというふうにお答えいただきました。資産割をな

くすと、ほかのところが上がってくる可能性が大いにありますね。応益割とか応能割という

考えでいきますと、特に所得割が大幅に上がるということになるのではないかと思いますが、

その辺はいかがでしょうか。 

○議長（野村泰也） 

 住民課長。 

○住民課長（谷口裕子） 

 その辺につきましても、国保の運営協議会で資産割をなくしていく、減額していくという

方向性はお伝えしておりますので、それを基にシミュレーションを今しているところでござ

います。なかなかコロナの問題もありまして、減収していく方向性ではありますけれども、

所得の関係もありますので、今検討している段階とお答えさせていただきます。 

○議長（野村泰也） 

 ５番江藤美代子君。 
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○５番（江藤美代子） 

 コロナによって来年度の国保の税収が減ってくるということも考えられるのかなと思いま

すが、とにかく偏った負担増にならないように検討を進めていただきたいなと思います。 

 あと次に、子供さんの均等割の件ですけれども、町長も言われましたが、確かに広川町の

子育て支援、中学校までの医療費無料化とか、本当に頑張ってもらっていると思っています。

しかし、町が行ったアンケートからも、少子化の原因が経済的な負担の重さ、それも一つに

なっているというのがはっきり表れております。 

 子供が生まれると、国保では医療分の均等割が22千円、そして、支援分の均等割が７千円、

合計29千円もの負担が増えるというのは大変大きな負担だと思います。世帯の人数を算定基

準とする均等割というのがあるのは国保だけなんですね。 

 18歳以下の子供さんの均等割をなくすべきだと考えていますが、18歳未満の子供さんの均

等割をなくすと予算は幾らぐらい要りますでしょうか。 

○議長（野村泰也） 

 住民課長。 

○住民課長（谷口裕子） 

 18歳未満の子供さんの均等割を減らしますと、予算上16,000千円程度が減ると思われます。 

○議長（野村泰也） 

 ５番江藤美代子君。 

○５番（江藤美代子） 

 もう一つ、先ほど言いましたけど、均等割の中には後期高齢者医療の支援分というのが

あって、それが７千円です。これは生まれたばっかりの赤ちゃんも75歳以上の方の医療費を

支援する。収入のない小学生も中学生も高校生もそれを負担しているわけですよね。この後

期高齢者医療の支援の均等割７千円というのはなくすべきだと思いますが、これについては

いかがでしょうか。 

○議長（野村泰也） 

 副町長。 

○副町長（飯田潤一郎） 

 国民健康保険の応能割、応益割という制度というのは、当然、社会保険と違って、こうい

う形できましたけれども、先ほど子供の均等割を減らした場合の16,000千円、そこで財政的

な負担が生じるんだという回答がございましたが、それをほかの被保険者に転嫁するわけに

はいかんという問題も出てまいります。特に、今、資産割をゼロの方向にすることによって、

じゃ、ほかの税目のどこを増やしたり減らしたりすれば、今の被保険者の負担が最小限で済

むのかという計算をして、かなり苦慮している最中なんですね。そういった中で、さらに均

等割の18歳以下を減額して、その減額した分の16,000千円を、じゃ、どの被保険者のどうい

う階層にどういう税目で増やすかということがさらに降りかかってまいりますと、例えば、

二次方程式の計算しよるとに、三次方程式をやれというような大変難しい状況になってまい

りますので、考えるとしたら段階ごと、しかも、議員御指摘のように、コロナウイルスの関

係で、それまである程度安定していた家計が急変したりというかなり激動期の中にあります

ので、結論が出たとしても、なかなか実施に踏み切るまでには注意というものが必要になっ

てくるだろうと思います。ですから、現段階では資産割のほうをどう解消していくのかとい
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う１点に集中したいというのが現在の考え方です。 

○議長（野村泰也） 

 ５番江藤美代子君。 

○５番（江藤美代子） 

 町が本当に基金繰入れなどを行って国保税の増額にならないように努力していることは、

さきの議会でも申しましたように十分理解しております。また、16,000千円という予算をど

うするのか、均等割７千円分をもしなくした場合どうするのかというのは本当に大きな問題

だと思います。それはよく分かっていますので、先々、コロナの状況もありますので、また

十分に検討をしていただきたいなと思いますが、全国では子供の均等割を減免している自治

体が実際にございます。例えば、18歳以下全額の減免とか、３人目から全額を減免するとか、

２人目から５割減免とか、未就学児を３割減免など様々です。また、子供の均等割減免とい

うわけではありませんけど、子供さんのいる世帯の保険税を減免しているという自治体もご

ざいます。また、県内にも新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を使って子供

さんの均等割を免除した自治体もございます。ぜひとも子供さんの均等割減免について今後

とも十分検討していただきたいな、特に、子供さんの均等割の中の支援分については優先し

て検討していっていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 次に、国保減免についてお尋ねをいたします。 

 要件で決めている３割減収についてですけれども、見込額で判断して差し支えない、収入

減少の確認は自治体によるとしていますけれども、広川町ではこの３割減収というのをどの

ように確認していますでしょうか。 

○議長（野村泰也） 

 住民課長。 

○住民課長（谷口裕子） 

 今回の減免の申請につきましては、収入の見込額を御自身で算定していただくことになり

ますので、実際、後から本当に計算したときに、減免の基準額の３割を満たさないこともあ

るとは思います。 

 しかしながら、今回の新型コロナウイルス感染症蔓延防止のための緊急的な措置であるこ

と、また、経済的にも社会全体に大きく影響していることを踏まえまして、申請内容に明ら

かな虚偽がない限り、返還を求めることはないと考えております。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 ５番江藤美代子君。 

○５番（江藤美代子） 

 すみません、その３割減収を確認するためにはどんなふうにしてありますかというふうに

お聞きしたんですけど、自治体によっては、確定申告だけでなく、帳簿とか給与明細などに

よって合理性を担保しつつ判断するとか、３割減収の見込額は直近の二、三か月で算定する

という自治体が多いそうですけど、合理性が担保されれば直近１か月でも構わないと、全国

商工団体連合会の厚労省へのヒアリングの中でそういう返答を得ているんですけど、この点

についてはどうでしょうか。 

○議長（野村泰也） 
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 住民課長。 

○住民課長（谷口裕子） 

 今現在、国保・年金係のほうで実際窓口で被保険者の方とやり取りをしておりますけれど

も、書類を見る限りでは、毎月の収入と去年の収入、確定申告の用紙を持ってこられて、去

年の分と現在の今までの月、今でしたら９月ですね。９月、８月ぐらいまでの収入を見て、

見込額を記入していただいて計算しているところでございます。 

○議長（野村泰也） 

 ５番江藤美代子君。 

○５番（江藤美代子） 

 いろいろなケースがあると思いますので、先ほど紹介しました対応のように、帳簿とか給

与明細書、あるいは直近１か月で判断するというふうな対応も必要になるかと思いますので、

その点どうぞよろしくお願いいたします。 

 あと、先ほどちょっとお答えいただきましたけれども、３割以上減少すると見込んで申請

をするわけですね。でも、実際には３割減少していなかったという場合はどうなるのか。 

 この前、筑後地区社保協への広川町の回答は、減免決定後、見込額と相違が判明したら変

更手続を行う。実収入額を確定申告書で再確認してもらった場合、取消し、または追加納税

の場合がありというふうに答えてありますが、この３割減収に実際ならなかった場合の対応

はいかがでしょうか。 

○議長（野村泰也） 

 住民課長。 

○住民課長（谷口裕子） 

 減免規定の要綱をつくっておりますが、偽りの申請とか、その他不正行為による減免が確

認された場合には取り消すことがあるとは明記しておりますけれども、実際、後から計算し

たときに３割に満たなかったというところでは、今のところはそこまでするかどうかという

ところでは、近隣の市町村等、また、国からの通知等を受けまして検討していきたいと思い

ます。 

○議長（野村泰也） 

 副町長。 

○副町長（飯田潤一郎） 

 コロナ対策の支援金のほかの制度でもそうですけれども、現時点でやっぱり全て見込みな

んですね。それで、実際してみたら見込みとは違うとったからと、確かに表向きにはそう言

わざるを得ないんですね、私たちとしては。分かりますでしょう。制度上は公平性を保つた

めには、先ほど文書で回答したような回答を全てにしておかなくちゃ駄目なんです。だから

といって一人一人追跡して、あんた、あげん言うとったばってん、こげんやったけんで返し

てくれと、それをするためにそう言っているんじゃないんです。これでよろしいでしょうか。

それ以上はちょっと言えないですね。ここまで言ったら大体私の真意を酌んでいただかなく

ちゃいけないと思います。 

○議長（野村泰也） 

 ５番江藤美代子君。 

○５番（江藤美代子） 
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 分かりました。６月16日の参議院厚生労働委員会の中で加藤厚労大臣が、結果として収入

が３割以上減少しなかった場合におきましても国の財政支援の対象となる、返還を求めない

と明言しておりますので、副町長のお話にもありましたように、対処していただけるものと

思います。 

 次、具体的な例を挙げて、どうなるかお尋ねしたいと思いますけれども、世帯主は社会保

険に加入している。世帯員のみが国保に加入している場合、世帯主の減収、つまり社会保険

の世帯主の収入が減少した場合、減免の対象になりますか。 

○議長（野村泰也） 

 住民課長。 

○住民課長（谷口裕子） 

 世帯の主たる生計維持者の減収があった場合という規定はありますけれども、じゃ、江藤

議員がおっしゃいましたように、世帯主以外の方が減収になった場合はということでよろし

いでしょうか。（「社会保険の世帯主が減収した」と呼ぶ者あり）そうですね、世帯主であ

れば、もちろん減収であれば対象になります。 

○議長（野村泰也） 

 ５番江藤美代子君。 

○５番（江藤美代子） 

 そうですね、世帯主の減収ということですので、国保加入でなくても対象となるというふ

うに多くの自治体が対応しているようです。例えば、埼玉県越谷市では、世帯主が国保に加

入していなくても、要件に該当すれば減免の対象になるというふうに明記しておりますので、

よろしくお願いいたします。 

 次に、広川町は世帯主に限って収入減少というふうにしておりますけれども、例えば、世

帯主以外の構成員の収入によって生計を維持している場合、これはどうなりますか。 

○議長（野村泰也） 

 住民課長。 

○住民課長（谷口裕子） 

 世帯にはいろんな形態があると思います。世帯主さんが年金収入で、ほかの方が給与収入

を取っていらっしゃるという方がいたり、減免の対象はもちろん原則世帯主なんですけれど

も、先ほども申しましたとおり、今回の措置は緊急でありますので、申請内容を十分に聞き

取りさせていただいて、世帯主とは限定はせずに、実情に合わせて判断させていただきたい

と思っております。 

○議長（野村泰也） 

 ５番江藤美代子君。 

○５番（江藤美代子） 

 先日、住民課のほうにお尋ねしましたら、世帯主の変更をしていただいた件がありました

よということでしたけれども、それもありかと思いますけれども、厚労省の通達で、直近で

近頃来ていると思いますけれども、対象者を世帯主としているけれども、コロナ禍の状況で

は、そもそも世帯主変更の手続を行うこと自体が困難であり、世帯主変更の手続を行わない

まま減免を行うケースもあります。実際に運営上は主たる生計維持者、世帯主に限定せず、

実情に応じて判断していただきたい。県からも適切に対応いただきますようお願いしますと
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いう通達があっていると思いますので、ぜひともよろしくお願いいたします。 

 最後ですが、最後の例ですけど、例えば、世帯主は社会保険で収入減はない。しかし、自

営業の妻は国保に加入していて３割以上の減収が見込まれる。こういう場合は減免の対象に

なりますでしょうか。 

○議長（野村泰也） 

 住民課長。 

○住民課長（谷口裕子） 

 今回の減免措置は係員も初めての対応を今迫られておりまして、日々、先ほど申しました

ように、８月末で18名の──御相談はもっとたくさんあっておりますし、中には該当しませ

んねというお話をさせていただく方もおります。 

 減免を確定させていただいた業種を見ますと、細かくは言いませんけれども、飲食店の方

とか、イベント業者の方とか、小売店さんとか、一番は給料をもらっている方なんですけれ

ども、あとタクシー運転手さんとか、いろんな方の査定を今現在行っているところですので、

大変申し訳ないですけれども、ここでのお答えは差し控えさせていただきます。大変申し訳

ありません。 

○議長（野村泰也） 

 ５番江藤美代子君。 

○５番（江藤美代子） 

 世帯主、あるいは主たる生計維持者というふうになっていますので、先ほど私が申し上げ

ました例でしたら、世帯主は社会保険ではありますけど、収入減はないわけですから、対象

にならないというふうに考えられるかもしれませんけれども、そもそも国保に加入している

世帯員が収入減になっているわけですので、減免対象にならないというのはおかしいんじゃ

ないかなと思いますので、こういう点についても県のほうにも問合せをしていただきまして、

減免対象になるように要望を上げていただきたいなと思います。 

 あと、国保の減免制度の周知について伺います。 

 多分６月だったと思いますけれども、国保減免制度の周知の対応をどうするかということ

をお尋ねいたしました。そしたら、保険証を郵送の折に減免制度紹介の文書をつけますとい

うことでした。その文書を見せていただきました。裏面の最後に４行、同じ字体で、同じ

フォントで書いてありました。これでは被保険者の方は見落としてしまうなと私は考えまし

た。でも、保険証を郵送する場合に文書を一緒に入れるのが一番ベストだと思いましたので、

この保険証の発送の前にと思って、７月６日、町に申入れを行いました。もっと分かりやす

い文書に改善するよう申入れをしました。 

 その内容は、ほかの自治体では申請書を入れたり、返信用封筒までつけていたりするとこ

ろもありますよというふうに具体的に提示をしております。しかし、改善されることはあり

ませんでした。その後、私はこの制度紹介のために数十件訪問いたしましたが、一人もこの

制度を御存じでありませんでした。確かに全戸配布の２番目のチラシにも書いてありますし、

ホームページにも載っていますけれども、御存じではありませんでした。 

 持続化給付金の給付額は489件と私は聞いております。この方々は全てが国保の減免対象

とは考えませんけれども、18件ではあまりにも周知徹底が進んでいないということではない

でしょうか。また、お勧めしても、何か書類が面倒くさいなという声もありました。周知徹
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底とともに、申請の支援をお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 重ねて、65歳以上の方には介護保険の減免、その紹介もできていますでしょうか。後期高

齢者医療制度の減免についても紹介ができていますでしょうか。減免の確実な実施のために

今後どのような周知を図っていくか、申請支援をどのように行うのか、先ほど町長の答弁に

もありましたけれども、具体的にもう一度お願いいたします。 

○議長（野村泰也） 

 住民課長。 

○住民課長（谷口裕子） 

 減免制度の周知につきましては、先ほど町長のほうからありましたとおり、今のところそ

の内容でございます。 

 今後は、実際に期日までに納めることができない方、あとは税務課との納税相談の折、窓

口でも収入が減ってというお話等、そういうお客様の状況が見えたときには、このコロナの

減免の申請をしてくださいねと言うように、国保・年金係みんなで取り組んでいるところで

ございます。 

 後期高齢者さんたちに周知しているかという御質問でございますが、今後検討して、周知

させていただきます。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 副町長。 

○副町長（飯田潤一郎） 

 国保税の減免を含めまして、コロナ関係の支援策というのは変わっているんですね。です

から、延長になったり、金額が上がったり、あるいは期間が、終期が延びたりということで、

やはり常にあらゆる方法を駆使して正確な情報を常に提供していかなくては利活用というの

がなかなかしにくいんじゃなかろうかと思っています。 

 それと、横のつながりなんですけれども、御承知のように社会福祉協議会で貸付けしてい

ます。緊急小口資金・総合支援資金と。その聞き取りの際に、国民健康保険の被保険者の家

族であれば話を聞いて、まず、国民健康保険税の窓口に相談に行かれたらどうですかと、

ちょっと遅かったんですけど、昨日、社会福祉協議会の担当のほうに指示をしてまいりまし

たので、私たちができるあらゆる方法でこの活用を促すといいますか、周知していきたいと

いう思いをしています。 

○議長（野村泰也） 

 ５番江藤美代子君。 

○５番（江藤美代子） 

 介護保険のほうの減免と国保の減免、そこら辺の連携はできていますでしょうか。 

○議長（野村泰也） 

 福祉課長。 

○福祉課長（郷田貴啓） 

 介護保険の減免につきましては広報等で周知しておりますが、今言われたように、健康保

険と介護保険については横のつながりできちんと、減免申請があったときには、当然、介護

保険のほうも同時に手続していただくように連携は取って進めております。 
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 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 ５番江藤美代子君。 

○５番（江藤美代子） 

 国保税の納入が遅れている方に督促状を出す際に文書をつけるということでしたけれども、

新たに送付する文書というものはどんな形でしょうか。こういう制度がありますよという紹

介だけでなく、ああ、これは相談に行ってみようと思っていただけるような内容になってい

ますでしょうか。なかなか難しい質問ですが。 

○議長（野村泰也） 

 住民課長。 

○住民課長（谷口裕子） 

 督促状に周知を載せるというお話は税務課と協議をしているところでございます。 

 ただ、督促状がはがき方式なんですね、ぴっとめくって。それで、今後分かりやすい周知

をしていくための協議を重ねてまいりたいと思います。 

○議長（野村泰也） 

 ５番江藤美代子君。 

○５番（江藤美代子） 

 はがきであれば、そこに書くということができるんですか。はがきの中にそういう制度が

ありますよということを明記することができるんですか。 

○議長（野村泰也） 

 住民課長。 

○住民課長（谷口裕子） 

 今のところ、外側にテープみたいなのを貼って、そこに文書を書いて貼るか、封筒で別に

作って、そのはがきと文書を一緒に入れて送付するかという方向で検討しております。 

○議長（野村泰也） 

 暫時休憩します。 

午後１時44分 休憩 

午後１時44分 再開 

○議長（野村泰也） 

 それでは、再開します。 

 ５番江藤美代子君。 

○５番（江藤美代子） 

 では、その督促状と一緒につけるものについては、こんな制度があるんだったら自分は利

用できるんじゃないか、相談に行ってみようというふうに窓口に来ていただけるような工夫

をお願いします。 

 あと、この本議会に国保会計の補正で減免措置による国庫補助金15,756千円というのを計

上されていますが、この金額の算出根拠は何でしょうか。 

○議長（野村泰也） 

 住民課長。 

○住民課長（谷口裕子） 



- 49 - 

 今回のコロナウイルスの減免の措置ですけれども、国庫補助金であります災害臨時特例補

助金が10分の６、あと、特別調整交付金が10分の４で歳入から計上させていただいておりま

す。 

 根拠ですけれども、これも緊急措置でありまして、算定基礎は市町村に任せると国のほう

から言ってきておりまして、町のほうでは今回、被保険者の中で収入所得のある方が大体半

分ぐらい、そのうちの１割という計算に基づきまして、4,900人掛けるその人数で算出して

おります。国からは実績が上がった段階で、市町村にきちんと実績を見てから決定するとい

うお答えもいただいておりますので、もし足らない場合は新たに補正を組ませていただいて

対応させていただくということになります。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 ５番江藤美代子君。 

○５番（江藤美代子） 

 すみません、この申請の締切りはいつでしょうか。 

○議長（野村泰也） 

 住民課長。 

○住民課長（谷口裕子） 

 今のところ令和３年末までの課税分についてになります。令和４年３月まで。延びていく

可能性もあると思います。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 ５番江藤美代子君。 

○５番（江藤美代子） 

 この制度の周知に対して新たな方法が講じられているというところは評価します。しかし、

町民の方の多くは、支払わなければならないものは無理をしてでも支払うということが多々

あるのではないでしょうか。だから、督促状というか、遅れている方にだけこの制度を紹介

するというだけではまだまだ不十分だと思います。 

 先ほど答弁いただきました15,756千円というのは、一応国の提示したもので計算して、そ

れだけの減額というか、それが見込まれるというふうに判断していると私は受け取ります。

そうすると、今の８倍から９倍の要望がまだ潜んでいるということになるのではないでしょ

うか。とにかく周知が遅れていると思います。これは広川町だけではなくて、まだほかの自

治体でもなかなか進んでいないというところが多いのかとは思いますけれども、この周知の

基本は、私は世帯ごとへの文書発送だというふうに考えています。ですから、７月６日に郵

送料が重複しないように、その折に入れてほしいと思って町に申入れを行ったわけですけれ

ども、実現しておりません。 

 しかし、広川町はすごい実績を持っています。100千円の特別定額給付金の折には本当に

素早い取組で、幾重もの徹底したお知らせを行っていただき、町民の方はもとより、ほかの

自治体からも高く評価されています。また、特定健診の案内でも二重、三重の声かけが行わ

れて、平成30年度の受診率は県下でも最高ランクです。また、保健指導も徹底しています。

この経験をぜひ生かしていただいて、この制度についての周知徹底をお願いいたします。 
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 例えば、広川町の申請は全部で４枚あるようですけど、その縮小版でもいいので、それを

プリントアウトして一緒に入れるとか、あと、文字の大きさとか、細かなところまで配慮し

ていただいてお願いしたいなと思います。 

 また、郵送料など、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金というのの活用も

考えられるのではないかと思いますけど、いかがでしょうか。 

○議長（野村泰也） 

 住民課長。 

○住民課長（谷口裕子） 

 郵送料の件に関しましては、補正予算等で検討させていただきます。 

○議長（野村泰也） 

 ５番江藤美代子君。 

○５番（江藤美代子） 

 先ほど町長の答弁の中にもありましたけれども、水道会計の財政状況についてお尋ねをい

たします。 

 受水費と受水量から計算して、１立方メートル当たりの水の料金、単価は幾らになるので

しょうか。 

○議長（野村泰也） 

 環境衛生課長。 

○環境衛生課長（小松朋雄） 

 実質水道料金につきましては、令和元年度の状況でございますが、235.66円になります。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 ５番江藤美代子君。 

○５番（江藤美代子） 

 １立方メートル当たりの単価は。 

○議長（野村泰也） 

 環境衛生課長。 

○環境衛生課長（小松朋雄） 

 今のは１立方メートル当たりを申しました。（「235円」と呼ぶ者あり）実際235.66円で、

236円ということです。 

○議長（野村泰也） 

 ５番江藤美代子君。 

○５番（江藤美代子） 

 そしたら、家庭用は１立方メートル当たり220円と思いますけど、既に赤字になっている

ということですか。 

○議長（野村泰也） 

 環境衛生課長。 

○環境衛生課長（小松朋雄） 

 その辺に回答します。 

 実際、工業団地の給水収益等で大幅に増があっておりますので、あくまでも──すみませ
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ん、先ほどの表現は有収水量も含めておりますから、実際、無収は関係ございませんので、

赤字にはなっていないと判断しております。 

○議長（野村泰也） 

 ５番江藤美代子君。 

○５番（江藤美代子） 

 私の計算がおかしかったのかもしれませんけど、１立方メートル当たり七十何円で、その

３倍の値段設定になっていると思ったんですけど、もう一度すみません、重ねてお尋ねしま

すけど、１立方メートル当たりの受水費は235.66円ですか。 

○議長（野村泰也） 

 環境衛生課長。 

○環境衛生課長（小松朋雄） 

 失礼しました。受水費につきましては、久留米の企業団に払っている分ということでござ

いますので、それにつきましては、実際の基本水量という形に72％を掛けて68円となってお

りますので、議員の今の指摘の分でございます。 

○議長（野村泰也） 

 ５番江藤美代子君。 

○５番（江藤美代子） 

 じゃ、水道料金の収入の推移はどんなふうでしょうか。 

○議長（野村泰也） 

 環境衛生課長。 

○環境衛生課長（小松朋雄） 

 水道料金の収入につきましては、平成29年度が約338,000千円、平成30年度が341,170千円

程度、令和元年度が346,000千円程度でございます。 

○議長（野村泰也） 

 ５番江藤美代子君。 

○５番（江藤美代子） 

 今のところ、新築のおうちとかあれば別かもしれませんけど、水道新設の新たな地域とい

うのはないと思いますけど、町長もおっしゃいましたように、老朽化とか維持管理において

蓄えは必要だと思いますけど、それはどのくらい必要であると考えてありますか。 

○議長（野村泰也） 

 環境衛生課長。 

○環境衛生課長（小松朋雄） 

 金額につきましては、大体減価償却の分でございますが、実質工事をした単価等を含めて、

平成４年からやっております。その分の試算等はできません。実質、その時期に工事をした

単価というのはかなり安く対応していると思いますが、今年度と、あるいは今後お願いする

場合については工事経費がかかりますので、ある程度利益剰余金を積み立てながら、更新計

画を、今後８年後ではございますが、それに向けてやるような考えをしております。 

 また、先ほど町長が申しましたとおり、先ほど改正法がなりまして、そこの点については

今後計画を立てて、内部留保等で──いわゆる工事計画を立てながら、経費がどれだけかか

るかをやってほしいという結果が出ておりますので、それに対応していきたいと思っており
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ます。 

○議長（野村泰也） 

 ５番江藤美代子君。 

○５番（江藤美代子） 

 工業団地からの水道料金の収入についてお尋ねします。 

 広川中核工業団地用の水道料金は責任水量制というふうになっていまして、100立方メー

トル未満の場合は単価206円、100立方メートル以上500立方メートル未満の場合は168円、

500立方メートル以上1,000立方メートル未満は157円、1,000立方メートル以上になりますと

144円というふうになっています。つまり多く水を使う企業ほど一般家庭とか営業よりも安

いという体系になっているんですけど、この工業団地内の企業の水道料金を責任水量制とし

て安くするというその意図は何でしょうか。 

○議長（野村泰也） 

 環境衛生課長。 

○環境衛生課長（小松朋雄） 

 まず、料金設定が安いというのは、そもそも創設、簡易水道時代、平成の当初でございま

すが、そのときに布設した管の経費等を含めて様々な料金を出しますので、まず、その当初

は安い金額を設定しております。 

 責任水量制という形を取っておりますが、そういった料金形態を取らないと、工業団地と

いうのはある程度水量を使うところには従業員並びに設備投資、固定資産税、法人税等の収

入も増を見込まれますので、大体企業誘致をしている市町村についてはこういった優遇等は

あると伺っておりますので、そういう体系にしております。 

○議長（野村泰也） 

 ５番江藤美代子君。 

○５番（江藤美代子） 

 広川町水道事業給水条例施行規程の第18条に、工業用水道料金は、条例別表第２の規定に

より算定し、一月の水道水量が前条の規定により決定した責任水量以下のときには、100分

の80の軽減措置を行うというふうに書いてあります。これは一月の使用水量が責任水量を超

過したときには、軽減措置はそれ以降は行わないとなっていますけど、この軽減措置を受け

ている企業数は幾つでしょうか。 

○議長（野村泰也） 

 環境衛生課長。 

○環境衛生課長（小松朋雄） 

 現在はありません。 

○議長（野村泰也） 

 ５番江藤美代子君。 

○５番（江藤美代子） 

 そもそも責任水量というならば、それより少なくてもその使用料を全額納めるのが筋では

ないかなと私は思います。例えば、家庭では基本水量10立方メートルというのがありますが、

それより少なくてもきっちり払っていますので、この条文は見直すべきというか、廃止すべ

きではないかと思いますが、いかがですか。 
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○議長（野村泰也） 

 環境衛生課長。 

○環境衛生課長（小松朋雄） 

 ただいまの質問でございますが、企業におかれましては責任水量というのは電気料みたい

な形で、そもそも設定を高く大体企業さんは取られます。それを大体企業がうまくいけば先

ほど言われました８割は超えますので、その分は常に払っていただく。ただ、超過料金はそ

れに上乗せして料金が上がっていきますので、住民の料金については常に１立米一律でござ

います。ですから、工業団地は適切かと考えております。 

○議長（野村泰也） 

 ５番江藤美代子君。 

○５番（江藤美代子） 

 新産業団地の水道はどのようになっていますか。 

○議長（野村泰也） 

 環境衛生課長。 

○環境衛生課長（小松朋雄） 

 新産業団地につきましては、久留米、広川と協議をされ、久留米のエリアの水道料金に

なっております。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 ５番江藤美代子君。 

○５番（江藤美代子） 

 広川中核工業団地の水道料金、収入があると思いますが、この水道計画が始まる前、平成

４年から水道計画は始まっておりますので、その折の水道料金の収入は幾らだったでしょう

か。 

○議長（野村泰也） 

 環境衛生課長。 

○環境衛生課長（小松朋雄） 

 平成４年につきましては、水道使用料が約58,361千円となっております。また、１年前に

遡った状況では38,968千円程度になっております。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 ５番江藤美代子君。 

○５番（江藤美代子） 

 今の水道料金の収入は幾らでしょうか。今というか、直近でいいです。 

○議長（野村泰也） 

 環境衛生課長。 

○環境衛生課長（小松朋雄） 

 現在、令和元年度でございますが、工業団地の収入は48,112,500円になっております。 

○議長（野村泰也） 

 ５番江藤美代子君。 
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○５番（江藤美代子） 

 平成４年ということは、工業団地はまだ全部埋まっていない状態ではないかなと思います。

つまり平成４年に比べれば企業数は増えているというふうに考えますが、企業数が増えたの

に10,000千円も水道収入が減っているというふうになるわけですよね。これはどのように考

えたらいいんでしょうか。 

○議長（野村泰也） 

 環境衛生課長。 

○環境衛生課長（小松朋雄） 

 当初の企業はある程度水を使う企業、一例を挙げますとローム・アポロさん、あるいは製

造業等が多かった時代でございます。ところが、時代背景が変わりまして海外に進出するよ

うになり、拠点を海外に移されたりして、ある程度水を海外で使用するということでかなり

減って、また、節税と節水ですね、それに取り組まれたという状況を伺っておりますので、

水量が減っていると考えております。 

○議長（野村泰也） 

 ５番江藤美代子君。 

○５番（江藤美代子） 

 先ほどの責任水量制のときに、広川町も企業を誘致することによって税の増をできるとい

うことで、そういう制度を取っているというふうにお答えがあったと思いますけれども、企

業誘致をするということは、雇用拡大とともに、先ほど言われた税の増収が見込まれるとい

うことだと思うんですけど、その税の収入は何のためにするかというと、結局、その利益を

住民に還元するというところになるのではないかなと思うんですよね。ですので、工業団地

の水道料金についても、もう一度精査してほしいなというふうに思います。 

 あと、また家庭用の水道料金ですけれども、ダム開発のしわ寄せが料金に跳ね返っている

とか、久留米市は早くから水道工事をしていたけれども、広川は遅かったから事業費が高く

ついているという意見もございますけれども、広川も水道工事は終わりましたというか、全

部終わっていますので、維持費などは同じなはずですね。しかし、久留米と比べますと、例

えば、13ミリ口径で月20立方メートル使ったと考えて約2.5倍というふうになっています。

また、広川町水道事業給水条例では、「町長は、公益上その他特別の理由があると認めたと

きは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を減免すること

ができる。」というふうになっています。長引くコロナウイルス感染症の影響を考えれば、

この特別の理由というのに当たるのではないかなと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（野村泰也） 

 環境衛生課長。 

○環境衛生課長（小松朋雄） 

 江藤議員の久留米市との比較ではございますが、久留米市につきましては自主水源を持っ

ております。また当初からそもそも、例えば、50メートルの水道管の範囲内に久留米の場合

はマンションその他にかなりの世帯で料金収入は上がります。広川の場合は50メートル間隔

では１件ないしは二、三件、あるいは水道の使用もある程度節約されたり、世帯によっては

１人、２人ということで、経営的にはもうかるという状況じゃないですが、その分、水道管

の網羅がかなり広がっております。 
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 基本的に広川の経営分析をすると、もうかるという表現は変なんですが、アパート等があ

れば水道料金はかなり入りますが、一軒家等、あるいは各地域に全世帯に網羅するとなれば

設備投資経費はかなりかかります。ですから、料金等の見直しは、確かに久留米の場合を２

倍超えておりますが、現状としては、やはり維持管理等が今後かかるということでこういう

料金になっておりますので、見直しというのは今後の課題ではありますけれども、ちゃんと

した経営計画、あるいは経営分析で料金を出していきたいと思っておりますし、今の現状も

出しております。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 ５番江藤美代子君。 

○５番（江藤美代子） 

 先ほど紹介しました給水条例の特別の理由に今の状態が当たるのではないかということに

ついてはいかがですか。 

○議長（野村泰也） 

 環境衛生課長。 

○環境衛生課長（小松朋雄） 

 コロナの状況につきましては、当初、広川町の水道のほうでは、水道は２月、３月の水量

で４月の調定を出します。そこですぐに分析をして、ある程度収入に困っているかどうかを

含めて、水道としてはどうしたらいいかということで町当局等と話をしまして、まず、住民

の方に優先するのは給付ではないかと。減免ではなく給付。給付して、そういう方を救おう

ということで、水道料金等の減免については、中止ではないんですが、見送っております。

先ほど町長の答弁もありましたとおり、現段階という表現を使わせていただいたのは、今後、

インフルエンザ等も含めて、パンデミック状況がどうなるか分からないと。特に、町長も言

われましたとおり、我々は素人です。でも、必ずその減免のときには対応できるような体制

は取っております。 

 以上でございます。 

○議長（野村泰也） 

 ５番江藤美代子君。 

○５番（江藤美代子） 

 よく分かりました。ネットの情報ですけど、全国的には114の自治体が期間を限定し、水

道料金を無料、または減額したり、基本料金を減額したりという自治体も出ております。こ

れも地方創生臨時交付金を使って減額するというやり方もあるのではないかと思います。 

 先ほど課長のほうからもお答えいただきましたように、本当にまだまだコロナウイルスの

終息は見えておりません。しかし、コロナ被害によって収入が減少している家庭とか、住民

税非課税、または減収している事業者の方は本当に困窮していらっしゃると思いますので、

今後の状況も見ながら、ぜひこの水道料金の減免も含め、検討していただきますようにお願

いいたしまして、質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（野村泰也） 

 暫時休憩をいたします。 

午後２時７分 休憩 



- 56 - 

午後２時15分 再開 

○議長（野村泰也） 

 それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、８番光益良洋君の登壇を求めます。 

○８番（光益良洋） 

 ８番光益でございます。昼からの時間、昼食の後ということと、また、休憩の後というこ

とで、皆様方が眠くならないような質問を行いたいというふうに思っております。また、ラ

ストバッターということでよろしくお願いいたします。 

 まず先立って、九州北部豪雨災害等々で被災されました方、お亡くなりになられました方

に深くお見舞いとお悔やみを申し上げたいと思っております。また、本町においても台風10

号の影響が出ないことをお祈りしたいというふうに思っているところでございます。 

 それでは、早速質問のほうに移らせていただきます。私は今回、２項目について質問をさ

せていただきます。 

 １つ目は、町内の小・中学校の熱中症対策について質問をさせていただきます。 

 熱中症といいましても様々あるかと思いますけれども、暑さ対策については、町内の各学

校においては、県内においても、また、全国的にも本町においてはいち早くエアコンの導入

をしていただいて、子供たちが安心して授業できる環境を整備していただいたことにまずは

感謝するところでございます。 

 また、熱中症対策については、常に教育委員会、学校とで協議をされていると思っており

ますけれども、今回、私が質問させていただく部分に関しては、水分補給についての項目に

絞って質問をさせていただきたいというふうに思っております。 

 国の国立成育医療研究センターのホームページ、また情報によりますと、これは９歳から

12歳という限定で発表されておりますが、ほぼほぼ小学生、中学生という考え方でいいのか

なというふうに思っておりますが、子供の気温の高温時、または運動時の水分補給について

ホームページのほうに記載をされておりました。その中では、脱水の症状がない状態におい

ては20分毎に100ミリリットルから250ミリリットルの水分補給が必要だと書かれております。

また、補給するのは電解質など、スポーツ飲料等々があるかと思いますが、そういったもの

が含まれた飲料が望ましいとも書かれております。 

 そういった中で、本町内の小・中学校においてのそういった対策は今どのようになされて

おるのか、お聞きいたします。 

 ２つ目についてですけれども、２つ目は災害復旧について質問をさせていただきます。 

 今年もそうですけれども、自然災害というものは何年に一度というレベルではなくて、毎

年起きるんだという形で捉えなくてはいけないのかなというふうに、毎年のように全国各地

で自然災害は起きております。広川町においても本年の梅雨の豪雨によって、大小問わず、

道路、河川等々災害が起きております。 

 昨年以前も災害が起きておりますけれども、いまだ復旧がなされていない箇所が見受けら

れると思います。そういった災害箇所の把握、復旧の進捗状況はどのように進んでおるか、

お尋ねをいたします。 

 あとは質問席にて質問させていただきます。よろしくお願いいたします。 

○議長（野村泰也） 



- 57 - 

 町長。 

○町長（渡邉元喜） 

 質問の２項目めでございますけれども、先に答弁させていただきたいと思います。災害復

旧についてでございます。 

 近年、全国的に豪雨災害が多発しており、本町においても７月６日の豪雨により、昨年に

引き続き河川、道路等の公共施設の被害を受けております。施設の損壊を受けた箇所は、町

内の山手を中心に、道路損壊箇所が県管理の道路で２か所、町管理道路で12か所、計の14か

所となっております。また、河川についても県営河川の損壊が７か所、町管理の普通河川が

８か所、計15か所の被害が出ております。 

 今年は昨年に比較して累計雨量は多かったのですが、時間最大雨量は昨年より少なかった

ことも幸いし、昨年ほどの被害はありませんでした。しかしながら、河川、道路ともに被害

が出ておりますので、公共土木災害復旧事業で対応可能な箇所は国庫負担法の事業採択を受

け、災害復旧を進めてまいります。事業の実施に当たっては、災害査定など事務手続等に一

定の時間を要する部分はありますが、住民生活にも影響を与えることから、早急の復旧を目

指して対応していきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（野村泰也） 

 教育長。 

○教育長（吉住政子） 

 光益議員の御質問のうち、熱中症対策についてお答えしたいと思います。 

 ８月19日に小・中学校は２学期が始まりまして、酷暑の中、しかし、児童・生徒は元気に

登校しております。特に、小・中学校の水分補給等の対策につきましては、全員水筒を持参

するように指導を行っております。小学校では授業の合間の休み時間には水分を補給するよ

う担任により細やかな指導を行い、体育の授業や屋外での休み時間は水筒を持たせ、小まめ

に水分補給するよう指導を行っております。中学校でも同じく各自持参した水筒により水分

補給をしております。中学校では冷水器を各学年の廊下に２台設置しておりますので、休み

時間などに各自で水分補給を行っている状況でございます。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（野村泰也） 

 ８番光益良洋君。 

○８番（光益良洋） 

 まず最初に、熱中症対策についてお聞きいたします。 

 今現在、水分補給等々をいろんな形でさせているという答弁がありましたが、ちなみに、

各小学校において、今現在、蛇口から出る水というものは町の水道を利用されているかと思

います。安心で安全というふうな形で言われておりますけれども、現在、そういった水道蛇

口から水筒等に入れてからの水分補給ということをなされているのか、お尋ねいたします。 

○議長（野村泰也） 

 教育次長。 

○教育委員会事務局教育次長（中島 孝） 

 先ほど教育長答弁にありましたように、現在は水筒を各児童・生徒は持ってきております
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けれども、中にはこの暑さで水筒が空になる場合もありますので、そういった場合について

は水道の水を飲んでいるということで報告を受けております。 

 また、水道の水につきましては、毎年、水質検査を行っておりますので、特に問題はない

かと考えております。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 ８番光益良洋君。 

○８番（光益良洋） 

 水筒の水がなくなったら、そういった形で対応しているということですけれども、今、

ちょっとまた話は変わりますが、児童・生徒が学校にいる時間としましては、大体小学校で

８時から、長くて16時ぐらい、15時過ぎぐらいから下校を始めたりとか、そういった形であ

るかと思います。また、中学生だと部活を入れれば大体18時だと思っております。そうなっ

てくると、結構長時間学校にいることがあるのかなというふうに思いますが、それをそう

いった国立成育医療研究所の発表と照らし合わせると、どうしても持参している水筒の水分

じゃ足らないというのは目に見えて分かる。そういった中で、中学校においては各２台ずつ

冷水器を置いていただいておるということで、中学校においては最低何とかやっていけるの

かなというふうな形で思っております。 

 小学生に関しては、よく登下校を見ておりますと、低学年の子供たちは500ミリリットル

程度の水筒ぐらいしか持っていっていないんですね。高学年になるとどうしても体つき、体

格、力等々が変わってくるので、大きい水筒を持っている子供も中には見受けられるんです

けれども、ある保護者から言わせると、絶対に足らないというのは目に見えて分かると。子

供も何かしら水筒の中の飲み物が少なくなってくると勘定すると。ちょっとずつちょっとず

つを小まめに、それでもいけないということじゃないと思うんですけれども、やはり喉が渇

いたときにはごくごくと飲みたいというのが本心だろうというふうに思うところであります。

そういった形で、ちょっと勘定して水筒の中の水分量を極力減らさないように努力している

と。 

 そしてまた、水道は安心・安全ではあるとはいうものの、どうしても水道水を直接飲むと

なってくると、次亜塩素酸、残留塩素を必ず残さなきゃいけないという法律の規定がある中

で、やはりその残留塩素の臭い等々に抵抗を持つ児童・生徒もいるというふうに聞くのも事

実だと思います。そういった中で、安心して水分補給が常時できるような形を整えるために、

何がいいというのは今のところはいろいろな検討が必要かと思いますけれども、今よくテレ

ビ等々でもあるように、ああいったウオーターサーバーを置くだとか、あとは水道水のそう

いった次亜塩素酸の残留塩素を取ってやった水を供給できるようにするとか、そういった形

でできないものだろうかというふうには思っておりますが、それだったら直接蛇口の水道水

をくむというよりも、またちょっと状況は変わってくるのかなと思いますが、その辺の検討

はどうでしょうか。 

○議長（野村泰也） 

 教育長。 

○教育長（吉住政子） 

 実は各学校でも水筒１個では足りないということで、では、水筒を２個持ってくるかとい
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う話をしたり、いろいろですね。特に、小学校は冷水器もありませんので、困っておりまし

た。 

 今の議員のお話は大変ありがたい提案でございまして、よければ各学校、小学校校長と

しっかり検討して、特に、小さい子供も飲めるような形で、コロナ感染にも留意できて飲め

るような形で、一番いい形を取らせていただきたいと思っています。本当に前向きに早急に

検討したいと思っておりますので、どうぞその後の御協力をよろしくお願いいたします。あ

りがとうございます。 

○議長（野村泰也） 

 ８番光益良洋君。 

○８番（光益良洋） 

 ぜひともよろしくお願いいたします。私も水商売をやっている中で御指示をできる部分が

あるかと思いますので、協力は全面的に惜しまないつもりでおりますので、よろしくお願い

したい。 

 ありがたい答弁をいただいたところでありますが、やはりニュース等々でも子供たちが熱

中症により救急搬送ということで、本当にこの時期は、忘れないうちにそういった話が出て

くるというぐらいニュースで取り上げられる時期でもあります。今は本当に暑い時期じゃな

くて、ゴールデンウイーク、４月末ぐらいから10月末ぐらいまで長期間にわたって熱中症と

いうのは起こり得るというのも発表されておりますので、町の宝である子供を守るという観

点においても、ぜひともその辺のところをやっていただきたいというふうに思っております

ので、よろしくお願いいたします。 

 それでは次に、災害復旧についてに移りたいと思います。 

 今、町長答弁でありましたが、本年度は昨年に比べれば比較的災害は少なかったというふ

うにお聞きしておりますが、本年に限らず、昨年８月末の豪雨においての災害というものが

結構大きいものがあったかと思いますが、昨年以前の災害分の工事未着工部分があるかと思

いますが、それの理由等々は県河川等々を含めた中で何かあるのか、お聞きしたいと思いま

す。 

○議長（野村泰也） 

 建設課長。 

○建設課長（樋口信吾） 

 町内では昨年の災害箇所は非常に多く、八女地区ですけれども、八女市であるとか、八女

県土整備事務所においても、入札しても業者の手持ち工事がいっぱいということで不落の

ケースが多々あっております。非常に事業量が多かったことであるとか、また、昨年の災害

の時期が秋雨前線によるもので、着手できる時期が非常に遅かったということもありまして、

こうした中で、災害復旧については多くの工事が繰越しというふうな形になっております。 

 町内の工事においても全ての補助対象の災害復旧については繰越しをしておりまして、非

常に手持ちの事業が多かったということで、その復旧の優先順位としては、広川町において

は富安橋のところで住宅被害を受けるような箇所があったかと思いますけれども、そういっ

た住宅に直接影響のある場所、そういったものを優先した形で先に整備が進められておりま

す。 

 今回、じゃ、どれだけの箇所が昨年度分から残ったかということですけれども、１か所だ
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けが間に合わずに残っているということを伺っております。事態的には事業量が非常に多く

て、なかなか最後までできないということで工期が長引いているということを伺っておりま

す。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 ８番光益良洋君。 

○８番（光益良洋） 

 そういった流れの中ででも、また今年災害があった中で、それがまた長引いたら、災害復

旧というものは結局いつ終わるんだという話にもなるかと思います。 

 先ほども議員のほうから災害に対してとか河川の改修工事に対して質問があっており、県

に対してはそれだけに限らず、そういった災害工事に対しても要望等々を言っていただける

ものというふうに思っております。 

 災害は本当に来年も起きるんだという前提の下でやっぱり工事をしていくことを言ってい

かないと、結局は後回し、後回しになったら何が何だか分からない状況になってしまうと、

さらに業者はまた減ってくるだろうし、工事箇所も増えてくる一方になってくるんじゃない

かと思いますので、できる限りのことをやりつつ、来年に向けて災害が起きないような道路

造り、河川造りというものも大事だと思いますので、その辺のところは県のほうへ要望をし

ていただきたいと。また、町独自に関しても迅速に対応をしていただきたいということを要

望いたしまして、質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。 

○議長（野村泰也） 

 以上で一般質問を終わります。 

 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。 

 本日はこれにて散会いたします。 

午後２時32分 散会 

 


