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令和２年広川町議会第１回定例会会議録 

 

１．招集年月日   令和２年３月３日 

 

２．招 集 場 所   広川町議会議事堂 

 

３．開 会   令和２年３月４日（９時30分） 

 

４．応 招 議 員 

     議長  野 村  泰 也       ７番  丸 山  修 二 

     １番  山 下    茂       ８番  光 益  良 洋 

     ２番  丸 山  幸 弘       ９番  池 尻  浩 一 

     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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10．議事日程 

  日程第１ 一般質問 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

午前９時30分 開議 

○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２号のとおりであります。 

      日程第１ 一般質問 

○議長（野村泰也） 

 日程第１．一般質問を行います。 

 ２番丸山幸弘君の登壇を求めます。 

○２番（丸山幸弘） 

 おはようございます。２番議員の丸山幸弘でございます。冒頭に、新型コロナの関係です

が、小規模事業者にとりまして非常に深刻な問題になっております。飲食店においては宴会

がキャンセルされましたり、旅行業者も全て旅行がキャンセルになり、従業員が出勤を制限

されたりとか、関連のバス会社がバスを売却したりということで対応していると聞いており

ます。一刻も早い終息を願っておりますけれども、町といたしましても、各関係機関への商

工業者、小規模事業者に支援の要請をよろしくお願い申し上げたいと思います。 

 さて、通告しておりますとおり、町のブランド推進政策において、今後取り組まれる内容

とその実施体制についてお伺いをいたします。 

 １つ目は、広川町のブランドイメージを高めるための来年度の取組はどのようなものかと

いうこと。２つ目は、それら関連をする各課で取り組まれる事業の連携はどのように行うか

ということ。３つ目は、町のブランドイメージを高めるための外への情報発信を充実すべき
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ではないかという提案でございます。 

 以上、簡単な質問３点ですので、二、三十分ほどで終わると思いますけれども、この質問

につきましては、ここにおられる全ての方に御理解をしていただきたいと思っておりますの

で、ゆっくりと時間をかけて、横文字がたくさん出てまいりますので、解説しながら質問を

したいと思います。よろしくお願いします。 

 今、広川町に必要不可欠で重要な政策は、私が言うまでもなく、また、全国の市町村にお

いても少子高齢化、人口減少問題の解決であろうと考えております。商売で例えるなら、顧

客がいなくなるということですから、町も住民サービスの株式会社と考えれば、これは死活

問題であるということだと思います。 

 この課題の解決のためには、最も基本的なことで広川町という地域のブランディングが必

要だと考えております。私がよく糸島と久留米と広川と、どこでも引っ越していいけれども、

どこがいいですかと聞くと、大体ほぼ100％糸島と答えられる、そういう何かブランドのイ

メージ戦略というようなことでございます。ぜひ広川に引っ越したいと言わせたいと思って

おります。 

 地域ブランディングによって、定住・移住を促進して人口減少を抑えること、交流人口を

増やすことは、将来にわたって安定した財源を確保し、産業振興を図るためにも極めて重要

な政策であると思っております。住民サービスを行い続けるための収入を確保するというこ

とでございます。 

 しかし、このようなブランディングは緊急性がないゆえ、片手間、後回しとなるように

思っております。しかし、これを継続的に行わなければ、人口の減少が進み、それによって

成り立たなくなったサービス産業が撤退をし、生活が不便になり、雇用の場が減少し、そし

て、さらに人口減少に拍車がかかるという悪循環に陥ります。 

 一般に企業のブランド化は消費者に伝え、認められ、応援されることで確立をしてまいり

ます。ブランドが確立すれば、価格競争に巻き込まれることなく高く販売できるとか、広告

宣伝費が少なく済むという経済的な効果がございます。広川町におきましても、久留米絣や

八女すだれ、最近ではぬか漬けの木箱などがブランド化に取り組んでおられます。 

 一方、地域のブランディングの場合は、行政が一方的な発信者となるのではなく、住民や

移住者とブランディングのイメージを共有して、よい関係性を構築した上で、観光客ですと

か移住を考える人、また、広川に進出を考える企業に拡散、評判化をしてブランドが認知さ

れるという、このプロセスが理想的なものです。 

 ブランディングの効果としては、先ほどの目に見える経済効果以外に、このプロセスで関

係者の共感を得るということによって、住人や移住者、つまり町民のロイヤルティーが醸成

されるという効果がございます。これが定住・移住を促進いたします。ロイヤルティーと申

しますのは、愛着とか信頼といったことだろうと思いますけれども、住み続けたいと思うよ

うになるわけです。そして、町民自らがインフルエンサーのような立場で、広川町を自慢す

るようになるということでございます。 

 私は昨年の４月から９月、短期間ではありましたけれども、ブランド推進員として農産物

のブランド化に携わり、６次産業化に取り組もうとする農家の支援、福岡市での展示販売、

ＰＲなどを行う中で、６次産業化というのは地域ブランディングの一つの道具、ツールであ

り、商品化を先行するのではなく、戦略的に持続性のある地域ブランディング事業を行わな
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ければならないとの考えに至っております。 

 広川町が高いポテンシャルを持っているものの、それが広く認知されていない状況があり、

広川町の地域ブランディングの重要性を非常に感じております。ポテンシャルは潜在能力と

いうことで、潜んでいるということですが、その広川のポテンシャルですが、ここ最近は水

害が発生しておりますけれども、これは今後、改善されるでしょうし、ほかの地域に比べれ

ば非常に災害に強く、伝統工芸や工業団地などの産業が振興したにぎわいのある町でありま

す。豊かな自然と豊富な農産物が作られ、インターチェンジから福岡市などへのアクセスも

整っております。まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づいて、人口減少対策に取り組んで

おられることも理解をしております。教育、福祉もますます充実していくものと思います。 

 とりわけ無駄な施設を造らず、交通インフラに重点を置いて政策を進められた先人の英知

に敬意を表しますとともに、今後やらなければならないことは、このつくり上げられた広川

町のよさを広く拡散し、認知してもらうことだろうと思います。 

 繰り返しますけれども、地域のブランディングは戦略的に行わなければなりません。まず

は広川町のアイデンティティーを明確にするということ。アイデンティティーとは、広川町

らしさといいますか、ほかの地域にはない独自性の高い差別化のポイントでございまして、

これを明確にまずするということでございます。そして、どのような価値を提供したいかと

いう理念、哲学ですね、フィロソフィーを分かりやすく視覚的に伝えるキャッチコピーです

とかロゴマーク、ブランドカラー等のコミュニティツールのデザインも必要です。 

 いろいろほかにもあるのですが、つまり広川町に住み続けてもらうとか移り住んでもらう

ためには、どの自治体でも行えるようなものではなくて、広川町のアイデンティティーを明

確にし、広川町ならではの独自の理念を持って取組を行う必要があるということでございま

す。昨日の議会で、教育長が教育の充実を図って住民を増やすという趣旨の答弁をされてお

りましたけれども、私は非常に共感をしましたし、広川らしさの一つとなるのじゃないかと

思います。 

 以上、申し上げましたとおり、広川町の未来を考えるときに地域ブランディングは大変重

要な政策と私は認識しておりますが、渡邉町長におかれましてはどのようにお考えになって

おられるか、また、来年度において実施されるブランド推進関係の事業についてはどのよう

なものを考えておられるのか、お伺いをいたします。 

 ２つ目ですけれども、現在、各課で取り組まれている事業ですけれども、例えば、ひろか

わ新編集ですとか６次産業化、観光ＰＲに関するようなこと、広報などの情報発信等の取組

ですけれども、これらは町のブランドイメージを高めるという政策という事業のくくりでは、

連携して行うべきものでございます。いっそ統合したほうが効率がいいのではないかと考え

ております。 

 また、地域ブランディングについては、クリエーティブな仕事でございまして、ルーチン

ワークの片手間にできるようなものではないということから、この事業に係る専従の職員、

部署をつくっていただきたいと思っております。職員不足の状況は理解しておりますけれど

も、御検討をいただけないか、町長の御所見をお伺いいたします。 

 最後に、広川町は町民に向かっての広報紙やホームページは非常に充実しておると思いま

すが、町外へのアピールが不足しておると思っておりまして、充実すべきと感じております

が、町長の御所見をお伺いいたします。 
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 以上、地域ブランディングに関する質問３点、よろしくお願い申し上げます。 

 あとは質問席において行います。よろしくお願いします。 

○議長（野村泰也） 

 町長。 

○町長（渡邉元喜） 

 皆さんおはようございます。丸山議員の町のブランド推進政策についての質問でございま

すが、広川町のブランド推進政策につきましては、広川町まち・ひと・しごと創生総合戦略

の事業の一つに掲げ、取組を進めております。これまではブランド化の確立を目指し、福岡

市内での広川産農産物の販売やデザイナー個展時の展示、セミナー、イベント開催などを行

い、事業展開の動向を検証してまいりました。 

 次年度からの取組につきましては、現在、国へ要望を行っています農山漁村振興交付金を

活用し、地域の多種多様な方を構成員とする地域協議会を設立し、検証結果を踏まえた６次

産業化を中心とした商品・ブランド開発を進めてまいる計画としております。 

 次に、関連する各課事業の連携と情報発信については、町職員の数も限られているため、

新たな推進室等の設置はできませんが、令和２年度当初予算に計上しています６次産業化や

ブランド推進の経験を持つ地域おこし協力隊の募集を行うとともに、なお一層の農政と商工

部門、政策部門の連携により、体制強化と情報発信に努めてまいります。 

 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） 

 ２番丸山幸弘君。 

○２番（丸山幸弘） 

 来年度におきましては、農山漁村何とかと言われましたけれども、国への交付金の要望を

されているということでございますが、その交付金ですけれども、単年度の交付でしょうか、

それとも、何年か交付されるものでしょうか。お願いいたします。 

○議長（野村泰也） 

 産業振興課長。 

○産業振興課長（井上新五） 

 今回、国へ要望しております農山漁村振興交付金につきましては、３年間の事業費に対す

る交付となります。 

 以上でございます。 

○議長（野村泰也） 

 ２番丸山幸弘君。 

○２番（丸山幸弘） 

 先ほど町長のお話の中に、協議会をつくって実施をするというようなお話がありましたけ

れども、先ほど申し上げましたとおり、地域のブランディングは行政が一方的に実施するの

ではなく、関係者から共感を得るという目的を見失わないようにしなければならないと思っ

ておりますが、そのような意味で、先ほどの事業の実施主体ですね、どのようになるのか、

また、その実施体制等、どのように計画されているのか、お伺いをいたします。 

○議長（野村泰也） 

 産業振興課長。 
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○産業振興課長（井上新五） 

 まず、事業実施主体につきましては、今回、計画しておりますのは、地域の多種多様な方

を構成員とする地域協議会が主体となります。町は、この協議会の事務局として携わる計画

としております。 

 また、実施体制につきましては、地域で農産物の生産、供給、商品開発をされている団体

やＰＲプロモーション等をされている町内の企業等で実施体制を計画しております。 

 この実施体制では、構成メンバーを計画策定や商品開発、生産、販路開拓、ＰＲプロモー

ション等の分野に分けまして、それぞれの分野で活動をしていただくよう計画をしておりま

す。また、多くのブランド推進を手がけてある企業との連携も行いまして、取組を進めてい

く計画としております。 

 以上でございます。 

○議長（野村泰也） 

 ２番丸山幸弘君。 

○２番（丸山幸弘） 

 ブランド推進室の設置は難しいというふうなお話をいただいて、実は、渡邉町長と雑談を

する中で、苺売りというふうに言われた言葉がずっと引っかかっておりまして、天神で農産

物のＰＲ販売をやっておったんですけれども、もちろん担当者の人は広川産の果物を販売し

てＰＲをしているのですけれども、大きな目的は広川町を知っていただくということと、も

う一つは、メディアとのつながりをつくるということがあったわけでございます。 

 先日、華丸大吉が来て、飲食店に行列ができて売上げが急上昇するというようなことが

あったと聞いていますが、ああいうあの手の番組ですね、アポなしでくじを引いて、どこか

に行くというような、あれは広川がよく当たるんですよね、最近。いいことなんですが、取

り上げられたことで飲食店につきましては、常連客が迷惑するとか、いろんな逆の話もあっ

て賛否はあるんですけれども、メディアの力は大変大きいということは事実だろうと思いま

す。 

 地域ブランディングにおきましては、メディアは評判化とか拡散の役割を果たしてまいり

ます。実際、その天神のＰＲ販売において、ＲＫＢとかＫＢＣですね、こういう番組制作の

方とつながりができてきております。そういうふうに聞いております。独自の取組をやれば、

そういう取り上げてくれるチャンスは大きくあると思っています。 

 ですので、町長の雑談の中で気にかかっているのは、天神のＰＲ販売は単なる苺売りとか

果物売りという話ではなくて、地域ブランディング事業の一環であるということでございま

して、地域ブランディングが広川町の未来に極めて重要な政策であるということを認識して

いただいているのか、すみませんが、町長にもう一度お伺いいたしたいと思います。 

○議長（野村泰也） 

 町長。 

○町長（渡邉元喜） 

 私は常日頃言っているのは、仮に農産物について申し上げますと、広川町の農産物がこの

近隣で販売されていないということ。苺でいえば関東、東京、ブドウ、梨でいえば広島、あ

るいは鹿児島といったようなところに販売されております。ですから、これを何としてでも、

この地域で売れるような体制をとりたい、そのことによって広川町のブランド力をもう少し
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上げていきたいというふうに考えておりますが、常日頃申し上げますように、まずはブラン

ド力を上げることが一番大事なことじゃないかというふうに考えております。 

○議長（野村泰也） 

 ２番丸山幸弘君。 

○２番（丸山幸弘） 

 ブランド力を上げるということで、そのブランディングの推進室という専従の部署をつ

くっていただきたいと申し上げているわけでございまして、もう一つ、この地域ブランディ

ングは長期にわたり実施をしていかなければならないと考えております。先ほど３年間の交

付金があって、農政関係の事業だと思いますけれども、やるということですが、それは一つ

のきっかけとしてよろしいかと思うんですけれども、一時的な政府の交付金に頼ってしまう

と継続を維持できなくなるというふうに思いますし、事業消化をしてしまうというだけにな

れば、成功はないというふうに考えています。 

 実際、全国でこの地域ブランディングに成功している自治体は少ないと聞いております。

とかく何か商品化しようという話になって、ありきたりのジャムを作ろうとかドレッシング

を作ろうとか、そういう話になって、結局、売り先が見つからずに終わってしまうという事

例がほとんどのところもありますし、プロダクトが先行して、そういうふうにならないよう

に、市場調査とか住民の声をしっかり聞いていただいて、戦略を練って実施していただきた

くお願いを申し上げまして、次の質問ですけれども、もうはっきりブランド推進室の設置は

できないと申し上げられましたけれども、現状、そういう地域ブランディングの担当者が幾

つかの課に兼任で置かれている状況で、縦割りというんでしょうか、各課が連携しているよ

うには見えないと思っております。基本的なことの合意といいますか、先ほども申し上げま

した、どういうふうに広川らしさを出すかとか、どういう理念でどんなことを伝えて提供し

ていくかとかいうことを、各やっている方々が合意をして目標に進まないと効果は半減する

と思っております。 

 担当者ではない職員はもとより、これはブランドは町民の方に応援していただくというこ

ともありますものですから、そういう町民さえもが意識できるような広川町のアイデンティ

ティーと言っていますけど、広川町らしさと何を伝えるかという基本理念、こういうものを

決めて掲げる必要があると思っています。そういうことを考える部署として広川ブランド推

進室の設置をお願いしたんでございますけれども、マンパワーが不足しているとか、いろい

ろあると思うんですけれども、業務のくくりを変えていただきたいということですので、何

かしら兼任でも構いませんので、ブランド室的な、この事業に取り組むという姿勢が見える

ようなことをやっていただけないかということを思っております。 

 今後、町の通常業務といいますか、定型の業務はシステム化されたり、ＡＩに取って代わ

られたりするだろうということは、誰でも容易に予測ができるというふうに思っております。

こういう町の未来を、将来を考えるというクリエーティブな業務をすることによって、優秀

な職員を育てるという意義からもぜひ検討したいと思っておりますが、渡邉町長にブランド

推進室の設置は難しいのかどうか、もう一度お伺いしたいと思います。 

○議長（野村泰也） 

 町長。 

○町長（渡邉元喜） 
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 何度聞かれても難しい。ただし、先ほど申し上げました農山漁村振興交付金、これを３年

間いただく。まだ決定じゃありません。決定していただくとして、その中で多くの地域の多

種多様な方々に連携していただいて進めていくうちに、そういった推進室なり、何かそうい

う担当の課が必要になってくるんです、頑張れば。そこでどう考えるかということで、今、

いきなりこれをつくるということはちょっと考えておりませんということですので、その辺、

誤解がないようにお願いします。 

 議員も御承知のとおり、苺にしろブドウにしろ、ＪＡふくおか八女のブランドなんです。

これをまず広川のブランドにどうしたらいいかというのを今考えていますけれども、なかな

か難しいところがございます。これにも時間がかかりますが、やっぱり売る物を持っていな

いと何も販売ができないということになりますので、まず、広川産苺なんだと、広川産ブド

ウなんだ、梨なんだと言うことができるような体制を皆さん方と協力しながら取っていきた

いというふうに思っております。 

○議長（野村泰也） 

 ２番丸山幸弘君。 

○２番（丸山幸弘） 

 ありがとうございます。ちょっと私の思っていることとかみ合わない部分もあるんですが、

今後、町長とじっくり話をしながら、前向きに取り組んでいきたいと思っております。 

 それから、最後のホームページで公開されているひろかわ新編集のページでございますけ

れども、これは情報発信の話ですね。すばらしい出来栄えだと思っておりますけれども、移

住・定住の促進ビデオがあったり、いろんなコンテンツもよいものができていると思ってお

ります。 

 ですけれども、このビデオの再生回数、これを見ますと、「アイのきっかけ」というビデ

オがありますけれども、これは5,789回でございます。ほかにも幾つかあるんですけれども、

1,000回から3,000回というぐらいの感じです。「アイのきっかけ」というのがユーチューブ

にアップされているのが2016年３月でございます。同じ頃、2016年２月、１か月ほど前に

アップされている柳川市の観光ビデオが116万回の再生ということで出ていました。比較し

てよいのか分かりませんけれども、実に200倍ぐらい再生をされています。 

 ひろかわ新編集のホームページのアクセス数とか、どこの地域から多いとか、そういう把

握をされているのか、お伺いしたいと思いますが、また、その数字は多いのか少ないのか、

満足できる数値なのかということをお伺いしたいと思います。 

○議長（野村泰也） 

 産業振興課長。 

○産業振興課長（井上新五） 

 現在、ホームページで配信しておりますひろかわ新編集、こちらのアクセス数については、

令和元年度２月末現在で5,609名のアクセスがあっております。閲覧者の地域を見ますと、

福岡市からの1,333名、大阪市866名、八女市305名、あと、久留米市、横浜市と都市部から

の閲覧が多い状況となっております。 

 柳川市さんと比べますと、かなり少ない部分となっておりますが、多いか少ないかでいう

と、少ないのではないかというふうに考えております。 

 以上です。 
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○議長（野村泰也） 

 ２番丸山幸弘君。 

○２番（丸山幸弘） 

 少ないということでございますよね。満足はしていないということですよね。分かりまし

た。ありがとうございます。 

 話は変わりますけれども、仄聞するところによりますと、昨年11月に、イチョウの時期で

すね、太原のイチョウに６万人が来たというふうに伺ったんですけれども、これは本当で

しょうか。本当ならば、それだけ急激に観光客が増えた原因というか、何かそういう分析は

されていますか、お伺いをいたします。 

○議長（野村泰也） 

 産業振興課長。 

○産業振興課長（井上新五） 

 イチョウにつきましては、令和元年度の太原のイチョウの来訪者につきましては、観光バ

スやシャトルバスの回転数、あと、自家用車の回転数などによる計算で６万人を超えた方が

太原のイチョウ、こちらのほうに観光に来ていただいております。 

 あと、観光客が増加した要因につきましては、観光客の携帯端末機器等を活用したフェイ

スブック、また、インスタグラムといった情報交換ができるＳＮＳ等、また、観光協会の

ホームページによる情報発信によるものだと思っておりますが、情報提供をしてもよいもの

がなければ観光客は増加しませんし、リピーターもないと思います。やはり一番は、広川町

の観光名所のため、また、見に来てくれる方のために１年間を通じた太原のイチョウ、こち

らを管理していただいている所有者のおかげなのではないかというふうに私は思っておりま

す。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 ２番丸山幸弘君。 

○２番（丸山幸弘） 

 いろいろ広報活動で増えているというようなことだろうと思いますけれども、太原のイ

チョウの最初の発端は、たしか新聞記事だったんじゃないかなというふうに記憶をしており

ます。もともとあの太原のイチョウがありまして、それをよその人が見つけてビジネスにし

たということだろうというふうに思っております。ひろかわ新編集のコピーというか、ス

ローガンに足元の宝に気づくというようなことが書いてありますけれども、まさに足元の宝

を探し出したわけですよね。よその人がです。イチョウの時期に、仮に６万人が２週間で来

れば、単純計算で毎日5,000人ぐらい来るというようなことになりますので、担当者の人は、

それは交通整理で大変だったろうというふうに思います。違法駐車とか交通渋滞も聞いてお

りますし、当町にとっては迷惑なだけとも言えるのでありますけれども、６万人がごみを捨

てて帰るだけではもったいないなというふうに思っております。 

 すみません、ちょっと言い過ぎましたけれども、せっかく６万人が訪れるわけですから、

0.1％、60人ぐらいは引っかけて移住に持ち込みたいというふうに思うわけですけれども、

移住はしなくても、何度も訪れていただいて、体験や食事でお金を落としてもらうというよ

うな戦略を考えるとか、観光情報を発信するとか、昨日、山下議員が福岡のLINEの話をして
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おりましたけれども、ＳＮＳとかホームページを活用するとか、ニュースリリース、記者会

見とか、メディアを活用するとか、これらを戦略的に総合的に考える必要があって、何度も

言っていますけど、駄目だと言われますけど、そういう部署が必要なわけでございまして、

このようなことを本気で取り組んでいくためには地域ブランディングの専門部署が必要とい

うことで、これは今後、引き続き訴えていきたいと思っております。地域ブランディングと

いうのは、先ほどから何回も言いますように、片手間とか兼任ではなかなかできませんよと

いうことで、ブランディングは住民の関係性の構築が必要ですし、関係者の共感を得なけれ

ばならないということで、いわば住民と共に行うまちづくり、地域振興事業だと思っており

ます。 

 そして、３年間の交付金が切れた後も持続可能な製品やサービス、そして産業をつくるこ

とで継続を維持することができていくと思っております。共感する関係者が応援をしてくれ

るわけですから、少人数でもいけると思いますし、まずは専従できる部署をつくっていただ

きたいのが私の思いでございますが、先ほど町長にははっきりと今後考えるけれどもという

ようなことで、今はそのつもりはないということでしたので、長いお付き合いの飯田副町長

にも御所見をお伺いできたらと思いますが、お願いします。 

○議長（野村泰也） 

 副町長。 

○副町長（飯田潤一郎） 

 御指名いただきましたので、お答えいたします。 

 私が町外で、九州のほかの県に行って挨拶する機会があったときに、自己紹介で年末年始

の渋滞時に高速道路で渋滞が始まる起点として常に放送されます広川町から来ましたという

ことを冒頭に言いますと、広川町ですかという納得をしていただきます。そう言いながら、

笑いを取りながらも、一方では寂しさを感じてきたというのが実情です。 

 このブランドイメージにつきましては、随分前から話はしております。ある町を例に取り

ますと、かつて一村一品運動というのが大分でございました。視察に行きますと、確かに一

品ございます。ただ、それから福岡に帰ってきますと、一品じゃなくて様々な資源がやっぱ

りございます。その中で、大川は家具だと、柳川に行けば川下りだと、果たしてそういう一

つのものだけを売ることが大事なのか、あるいはその多様性を何らかの形で生かしていくべ

きじゃなかろうかというような議論からしてまいりました。 

 今、御指摘のように、私たち職員一人一人は、福祉は福祉部門、建設課は建設部門に没頭

していますけれども、やはりその仕事を通じる、あるいは出張する、よその市町村と交流す

る中では、常に広川町をどのようにＰＲしていくのかということは常々考えておるはずでご

ざいます。ですから、そういった議論が、きちんとした組織がなくても職員間で話が可能

だったということでございます。 

 ですから、今、町長から話があったように、その具体的な協議の場が農山漁村振興交付金

を活用した事業であろうと思いますし、その事業の事務局には産業振興課のみならず、でき

るだけ若い多くの職員が直接、間接的に携われるような仕事の持っていき方をする中で、先

ほど町長が言われたような方向性が基盤として確立できればというふうなことを考えており

ます。 

 よろしいでしょうか。 
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○議長（野村泰也） 

 ２番丸山幸弘君。 

○２番（丸山幸弘） 

 ありがとうございます。今後に期待をするといいますか、継続して訴えたいと思いますが、

今後、３号線バイパスに関係する事業とか、教育、福祉、防災、インター活用とか、そうい

う様々なものに連携する基本的な事業と考えています。自転車のハンドルを握っているのは

町長であり、議会であると思っております。自転車で目先だけを見ていると交通事故に遭い

ます。少し前のほうも見ながら乗るということでございまして、何度駄目と言われても、ブ

ランド推進室を置くということで言いますが、そういう置くということで職員にもこういう

やる気が伝わっていくのではないかなと、本気でいくんだなということで伝わっていくと思

いますので、今後も設置を切にお願いを申し上げることを申し上げて、私の質問を終わりた

いと思います。（「ちょっと一言言わにゃいかん」と呼ぶ者あり） 

○議長（野村泰也） 

 町長。 

○町長（渡邉元喜） 

 広川町は果物の産地として有名なんですね。これをいかに高く売るかということに傾注し

てきた結果、東京市場を開拓したのは広川のいちご部会なんですね。今それをＪＡふくお

か八女がＪＡふくおか八女の農産物として売っております。しかし、そういう遠方に売る

ことよりも、この近隣にいかに売っていくか、そして、広川町のブランド力を高めていくか

ということが大事というのを、ここ最近、そういうことに気がついて、それをぜひブランド

力を──元は広川の苺だったんですよね。それを取り戻そうとして今努力をしています。し

かし、生産者の販売形態がそれをなかなか許さないということですよ。ですから、これを何

とか変えて、早く広川産あまおうとか広川産巨峰とかいうことにやらなければ、どんなにブ

ランド力を上げても売る品物がないんですよね、農産物についていえば。かすりはあります。

しかし、かすりは簡単には売れません。それは今まで携わってこられたから分かってあるは

ずですよ。 

 ですから、そういう一緒に複合的に売っていく工面もやらなければいけないということは、

広川産あまおうに早くできるように私は今傾注しているわけで、決してあなたの言われるよ

うなその部署をつくらないとかなんとか言っているわけじゃないんです。今つくっても、ま

だどうしようもないなということを言っているところです。 

○議長（野村泰也） 

 丸山議員いいですか。一応、質問を終わるということでございましたので。 

○２番（丸山幸弘） 

 分かりました。ありがとうございました。またゆっくり話したいと思いますので、よろし

くお願いしておきます。ありがとうございました。 

○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） 

 皆さん改めておはようございます。４番栗原です。一般質問の最後を務めさせていただき

ます。よろしくお願いします。 
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 それでは、通告書のとおり、次の３項目について一般質問を行います。よろしくお願いし

ます。 

 まず１項目めは、防災情報伝達手段についてお伺いをいたします。 

 地球環境の変化により、毎年のように集中豪雨等による大規模な自然災害が日本各地で発

生し、甚大な被害をもたらしております。私はこの被害を抑えるためには、その対策の一つ

として、防災情報伝達手段の確立が必要と考えておるところです。 

 町では数年前に防災行政無線のデジタル化更新事業に取り組まれ、現在運用中であります。

しかし、大雨時、夜間、室内にいるときにはほとんど聞こえない状態です。私も室内にいる

ときには何を言っているのか聞き取れておりません。町では現在、防災行政無線のほかにど

のような方法で防災情報を地域住民の皆様に伝達しているのかをお伺いします。 

 また、私は室内でも防災情報が聞き取れるような伝達手段の整備が必要と考えております

ので、そのような手段について検討されているのかを併せてお伺いします。 

 なお、消防団への伝達手段等はどうなっているかもお聞きいたします。 

 次に２項目めは、地域コミュニティ推進事業についてお伺いします。 

 町では10年前から地域コミュニティ推進事業に取り組まれ、現在では32地域においてその

事業の補助金を活用し、様々な事業が実施されているところです。協働のまちづくり事業の

一翼を担っているところと考えております。安心・安全の地域づくり、高齢者対策や子供の

見守り事業、地域環境整備事業などが実施されているところでございます。しかし、この事

業が令和２年度で終了予定であります。 

 そこで、この事業の成果を町としてどう捉えてあるのかをお伺いします。 

 また、今後この事業の継続の考えがあるのかをお伺いいたします。 

 ３項目めは、国道３号バイパスについてであります。 

 この国道３号バイパス事業につきましては、昨日から数名の議員が質問を出されており、

重複するかと思いますが、その進捗状況等はどうなっているのかをお伺いいたします。 

 以上で登壇の質問を終わります。 

 あとは質問席のほうで行わせていただきます。どうぞよろしくお願いします。 

○議長（野村泰也） 

 町長。 

○町長（渡邉元喜） 

 栗原議員の防災情報伝達手段についてのお答えでございます。 

 現在の防災行政無線は、平成28年度にデジタル化に更新しております。 

 防災行政無線以外での伝達方法として、登録制での広川町情報配信サービスメール、福岡

県防災メールまもるくんにおいてお知らせしています。町の情報配信サービスでは、携帯

メールへの情報配信以外に、メールを見ることが困難な方には電話での音声案内やファクス

送信を行っています。 

 また、避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示を発令する場合には、エリア

メールを活用しています。 

 戸別受信機の設置につきましては、区長、民生委員の自宅、消防団詰所、指定避難所、自

主避難所の各公民館、小学校、保育園、幼稚園のほか、小椎尾区、逆瀬谷区、梯区の全世帯

へ設置しております。 
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 情報の伝達手段として、情報配信サービスでの登録を広報や自主防災組織訓練時にも推進

しております。 

 防災行政無線に代わる伝達手段については、現在、いろいろな方法を調査しております。 

 災害時の消防団への伝達手段としては、八女消防本部からの防災行政無線運用や筑後地域

消防指令センターより全団員へメール配信を行っております。 

 この伝達方法というのは、やっぱり防災無線で気象庁より予報が出された段階で早めに出

していくということが大事じゃないかなと思っておりますし、それと、後でお答えしますが、

地域コミュニティ推進事業を提案なされたのは栗原議員でございますが、これが成功したか

どうかというのは、あなたの努力の結果だと思っております。私はこの地域コミュニティが

活発に醸成されることによって、先ほど申しました防災無線での伝達が地域に伝わる、人か

ら人へとつながっていくというのが一番大事なことじゃないかなというふうに思っておりま

す。 

 次に、地域コミュニティ推進事業についてでございます。 

 先ほど申し上げましたように、私が町長に就任して一番口に、その当時、栗原課長から提

案されたのが、この地域コミュニティ推進事業でございます。本当にありがとうございます。 

 この事業につきましては、各地で作成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、地域のコミュニティ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

施していただいております。この事業により、児童・生徒の登下校時の見守りやサロン活動、

伝統行事の継承など、多世代の交流活動に取り組んだ結果、住民が地域のことを話し、集う

機会が増えたことで、地域住民同士のつながりが深まったことが一番の成果と捉えています。 

 令和３年度以降、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力を推進することを目的として、５か年の事業を行

う予定としております。 

 次に、国道３号バイパスについてでございますが、さきの池尻議員、竹下議員、光益議員

への回答でも申し上げましたとおり、国道３号バイパスにつきましては、昨年５月に本線の

広川－八女間について計画段階評価に入る旨の記者発表がなされ、社会資本整備審議会道路

分科会の九州地方小委員会において事業評価を受けることとなり、事業化に向けた第一歩を

踏み出しました。九州地方小委員会では、３回の会議で課題整理や帯ルートの検討がなされ、

事業の対応方針が示されることとなっております。 

 この小委員会での最終的な事業の決定は、今月中旬の開催予定だと伺っておりますが、い

ずれにいたしましても、今年度中には事業化が決定するものだと思っております。その後、

ルート決定が行われ、併せて都市計画の決定作業が進められます。早ければ令和３年度より

事業着手され、詳細設計、その後、用地買収と順次道路整備が進められていくと伺っており

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） 

 ４番栗原福裕君。 

○４番（栗原福裕） 

 まずは情報伝達手段についてお伺いします。 

 先ほども言いましたが、町のほうに防災行政無線が聞き取りにくいというような地域住民
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さんの声が上がっていませんか。課長、どうですかね。 

○議長（野村泰也） 

 協働推進課長。 

○協働推進課長（藤島達也） 

 先ほど議員が申されましたとおり、大雨時とか窓を閉め切っておる状態のときには聞き取

りにくいという声が上がっております。放送した後に、今の放送は何だったのかというよう

な問合せも町にあっているのが実情でございます。 

○議長（野村泰也） 

 ４番栗原福裕君。 

○４番（栗原福裕） 

 そういうふうで、やはり今の防災行政無線では限界があるかと思います。町長のほうは地

域コミュニティを活用して、人から人へと連絡するような体制づくりが一番大事ではなかろ

うかというようなことですが、そのほかに、先ほど傍受機が東部３区とか消防団関係とか設

置されているようですが、今、傍受機の在庫はございますか。 

○議長（野村泰也） 

 協働推進課長。 

○協働推進課長（藤島達也） 

 先ほど町長の答弁でありましたとおり、300個ございましたが、今、232台が貸出しをして

おりますので、残り68台が在庫としてございます。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 ４番栗原福裕君。 

○４番（栗原福裕） 

 今、戸別受信機の在庫があるということですが、これは68台、いかなる理由で町のほうに

在庫として置いてあるのか、ちょっとお伺いします。 

○議長（野村泰也） 

 協働推進課長。 

○協働推進課長（藤島達也） 

 先ほど申しましたいろいろな役職とかのところに置いておりますが、希望により、聞き取

りにくいとか、そういうところとか、役職の方で希望されてある方のところに配付しており

ますので、そのような方に対応するために、現在、在庫を置いているところでございます。 

○議長（野村泰也） 

 ４番栗原福裕君。 

○４番（栗原福裕） 

 せっかく68台あるならば、去年も広川町のほうで大災害が発生し、甚大な被害をもたらし

ているわけです。上広川地区以外の、例えば、山間部の急傾斜地や、例えば、去年、越水被

害を受けた下広川地区の当条地区など、それとか、独居老人とか、そういう世帯にもう少し

ＰＲをして配付して活用すべきじゃないかと考えておりますが、そういうふうな考え方は

持っておられませんか。 

○議長（野村泰也） 
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 協働推進課長。 

○協働推進課長（藤島達也） 

 聞き取りにくいところには貸出しをするということにしておりますが、町としましては、

広川町情報配信サービスメールの登録とか、福岡県防災メールでの登録、あと、ファクスと

か電話音声による登録を行っていただきまして、そちらのほうでも対応を考えておるところ

でございます。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 ４番栗原福裕君。 

○４番（栗原福裕） 

 それは分かるわけなんですよ、その防災メールとかメール配信て。ただし、私のちょっと

聞いたところによりますと、高齢者とかそういうところは、なかなか扱い慣れていないとい

うようなことで登録されていない方も多いようです。せっかくありますので、これを予備は

10台ぐらいにして、もう少し独居老人とか、そういうところに宣伝をして貸し出すようなこ

とを考えてください。ぜひお願いしたいと思います。 

 それから、回答の中で、新たな防災情報伝達手段を検討中ということでございましたが、

どのような方法ということで、分かる範囲でお答えを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） 

 新たな伝達方法ということでございますが、現在、朝倉のほうで九電と連携した方法とか

も実証実験が今行われております。そういうような実証実験の結果をうちも情報としていた

だくようにしておりますので、そういう方法とか考えておるところでございます。 

 あと、そういう手段も考えておりますが、まず初めに、やっぱり先ほど申しましたように、

今、メール配信を高齢者にしてもらうんではなくて、今度、家族にメールの登録をしていた

だいて、そういう水害とか台風とかの情報が入ったときに、家族から高齢者の方に電話等で

連絡していただくというふうな方法も取りたいと思いますので、そういう方法を地域コミュ

ニティの場であったり、自主防災組織の防災訓練の折とかに、消防団とかの協力も得ながら、

町職員の協力も得ながら伝えていきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 ４番栗原福裕君。 

○４番（栗原福裕） 

 新たな防災情報伝達手段につきましては、多額な費用がかかると思います。これにつきま

しては十分検討されて、やはり国とかの補助金、防災・減災事業とかもまだ継続中だと思い

ますので、これらを活用されてから、しっかりとしたものを今後つくっていただきたいとお

願いしたいと思っております。 

 次に、消防団の伝達手段でございますが、先ほどの回答では消防署からの連絡網、それか

ら、メール配信というようなことでしたが、現在の分団相互間ですね、この間も消防委員会

のほうで話が出ておりましたが、現在の消防団の連絡は旧アナログ方式での交信になってお
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るそうです。これが崩れた場合には修理が利かないと聞いております。消防団のほうからも

町長のほうにも耳に入っておりますが、それに代わるものを検討してくださいというような

ことが出ておりましたので、ぜひともこれにつきましても、今後、研究検討をお願いしたい

と考えております。 

 それから、回答の中で、消防署からの消防団のメール登録ですね、これは全員登録されて

ありますか。 

○議長（野村泰也） 

 協働推進課長。 

○協働推進課長（藤島達也） 

 消防団員のほうには、分団長のほうから全員登録していただくようにお願いしております

が、現在のところ把握ができておりませんが、町としましては全団員登録していただいてお

るものと思っております。 

○議長（野村泰也） 

 ４番栗原福裕君。 

○４番（栗原福裕） 

 ぜひとも把握をしていただきまして、全員登録していくような御指導等をお願いしたいと

思います。 

 私は消防団の無線機の交信といいますか、そういうものにつきましては、今後の消防団の

指揮命令上にも必ず必要と考えておりますので、消防団の連絡体制の確立を今後よろしくお

願いしたいと思います。 

 防災情報の伝達手段の確立につきましては、地域の安心・安全のまちづくりに欠かせない

ものと考えております。町のほうでも今いろいろ検討されているようでございますので、ぜ

ひとも新たな伝達手段の確立をしていただきますようにお願いを申し上げまして、この質問

を終わらせていただきます。 

 次に、地域コミュニティでございますが、町長のほうから、あなたが課長時代にやった事

業ということで、まさにこの事業は町の今後の協働のまちづくりの根幹を成す事業と私も考

えております。答弁の中で５年間ということでございますが、補助金についてはどういうふ

うに考えてありますかね。 

○議長（野村泰也） 

 協働推進課長。 

○協働推進課長（藤島達也） 

 第１期としまして５年間と考えております。補助金としましては、第１期同様、300千円

限度ということで、まちづくり委員会負担が10％、町補助が90％と考えております。 

 以上です。 

○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。それを聞いて安心いたしました。 

 特に小さな行政区、私の行政区もなんですが、この補助金につきましては、非常にありが

たい補助金でございます。この補助金を活用して様々な地域コミュニティ活動のほうに活用
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しておりますので、ぜひともこの300千円についてはいただいて、地域でしっかりと使って

いきたいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。 

 次に、この事業を円滑に進めるために、町のほうでは地区担当職員制度を設けてあります。

ちょっと聞きますと、この制度があまり活用されていなくて機能していないような状況に

なっているようでございます。本年度の地区担当職員制度の地域に入った状況等はどうなっ

ているか、お伺いします。 

○議長（野村泰也） 

 協働推進課長。 

○協働推進課長（藤島達也） 

 地区担当職員制度でございますが、こちらにつきましては、まちづくり委員会のほうに地

区担当職員のほうから声かけを行いまして、そういう地域コミュニティの事業がございます

ときには声かけをくださいということでお話ししておるところでございますが、なかなか呼

ばれない委員会もございますということです。本年度につきましては、地区担当職員が呼ば

れなかったという委員会が13か所、１回呼ばれたというところが10か所、あと、２回が４か

所、３回が３か所、４回１か所、８回１か所ということで、活発な委員会については、毎月

依頼があって参加しておるところでございますが、なかなか自分のところで地区担当を呼ば

れないという委員会も多うございます。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 ４番栗原福裕君。 

○４番（栗原福裕） 

 今の回答で13か所程度が活用されていないというようなお答えでしたが、私はこの制度は

町と地域のパイプ役として重要な役割を果たしていると考えております。 

 また、近年、職員の退職等に伴い、新しい職員が増えております。また、平均年齢も若く

なっているようでございます。若い職員さん方が地域を知るためには、この制度の役割は非

常に大きいと考えているところです。事業を継続される場合、この制度は今後どのようにさ

れるのか、お伺いいたします。 

○議長（野村泰也） 

 協働推進課長。 

○協働推進課長（藤島達也） 

 先ほど呼ばれない地区も結構多い、13か所ということでございますが、やっぱり地区担当

と委員会との接点を持つということで、第２期からは書類の提出、申請書の提出とか計画書

の提出を地区担当職員を通じて行い、地区担当職員が確認して、そのまちづくり委員会との

話合いの中で担当課のほうに提出するという方法を取っていこうと思っております。 

 また、人材育成の観点から、地区担当職員の班長を中堅職員が担うようにするなど、地区

担当職員制度を見直していきたいと思います。 

 また、新規採用職員に対する研修は、採用直後に行われる研修の一部として実施しておる

ところでございます。 

 また、地区担当職員班長会議を毎年度開催しておりまして、参加者からそれぞれの地域の

活動内容について情報提供を行っております。協働推進課からは地区担当職員の役割などに
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ついても周知を行っているところでございますので、そのような中で地区担当職員の充実を

図っていきたいと思っております。 

 以上です。 

○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。特に４月に入りましたら各区で総会とか役員会等も開催されます

ので、ぜひとも地区担当職員が地域に入られまして、町長の施政方針の中でも新規事業等が

新たに設けられているようです。特に福祉関連の子育て支援等も充実されてあるようでござ

いますので、そういう説明等も、我々も行いますが、地区担当職員のほうからもされると宣

伝になってくるかと思いますので、この制度を活用されて地域にどんどん入られるよう、よ

ろしくお願い申し上げます。 

 私はこの地域コミュニティ推進事業につきましては、協働のまちづくりに欠かせない事業

と考えておりますので、これをますます活発化し、我々も努力してまいります。努力し、地

域に入って頑張ってまいりますので、この地域コミュニティの質問についてはこれで終わら

せていただきます。 

 最後になりますが、国道３号バイパスについて少し質問をさせていただきます。 

 国のほうでは２回の調査が地域住民に対して行われております。その結果について、分か

る範囲で結構です、回答をお願いしたいと思っています。 

○議長（野村泰也） 

 建設課長。 

○建設課長（樋口信吾） 

 議員から言われたとおり、調査が２回実施されております。 

 まず、第１回目が地域の課題を把握するための調査が去年７月１日から８月31日の間の２

か月間で実施されております。 

 これはどういった問題点があるかということに対する調査ですけれども、その実施方法と

しまして、アンケート調査、オープンハウスという形で、町並びに八女市のほうの２か所で

直接住民の意見を聞き取る場を設けて、聞き取りの分と、さらには道の駅たちばな並びに高

速道路のサービスエリアと基山パーキングエリア、そこにおきまして留め置きの形でアン

ケートを置いた形での調査並びに企業団体等のヒアリング等が実施されております。 

 その形につきまして、集まった意見としましては、ヒアリングで集まったのが12団体及び

企業81社並びに関係の広川町と八女市、県とのヒアリング等もなされていますけれども、そ

れ以外で93の意見が出されております。 

 それと、アンケート調査で回収された分が3,370票、これは八女市並びに広川町で7,100の

調査依頼をかけての集まった数が3,370となります。それと、オープンハウスでの意見が497

票、留め置きでありますサービスエリアとか道の駅に設置された意見が125票、合計のアン

ケート調査の分が3,992票、ヒアリングが93票の意見が出されているところであります。 

 その結果につきましてですけれども、第２回となります九州地方小委員会のほうで報告が

なされております。これにつきましては、その後のホームページで公開されておりますけれ

ども、問題として出てきたのが、渋滞の発生が問題であるという回答をされた方が、「そう
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思う」「ややそう思う」を合わせて86％、それから、続きまして道路のネットワークの信頼

性、これは災害時とかに交通麻痺を起こしてしまうような分野だと思いますけれども、その

分に関しましてが62％、あと、事故の問題であるとか医療の関係で、救急医療施設への速達

性が低くなっているというような形が60％ということで、そういった問題点を挙げられてお

ります。 

 第２回目の調査につきましてですけれども、これは11月から12月にかけて実施されており

ますが、この結果は３回目の小委員会のほうで公開されるというか、委員会のほうで出され

るというふうなことを伺っております。それで、まだその３回目の委員会が実施されており

ませんので、その結果がどういった形になっているかというところまでは分からない状況で

す。 

 以上です。 

○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した。町長の回答の中で、私も非常にうれしく思いますが、本年度中

に決定され、事業化が進んでいくんじゃないだろうかというような回答をもらいまして、私

もうれしく思っております。 

 ちょっと突っ込んだ話になりますが、国のほうではバイパス事業について３つの路線を示

し、調査等が行われております。私個人の考え方としては、一番安上がりでできる山間部路

線が一番いいんじゃないかと考えておりますが、町として答えにくい部分があるかと思いま

すが、一番望ましい路線はどのように考えておられるか、お願いします。 

○議長（野村泰也） 

 町長。 

○町長（渡邉元喜） 

 私たちが考える一番最適なルートは、工業団地を造れるルートです。それはやっぱり住宅

を避けなければいけないということになります。しかしながら、あんまり山を通っても工業

団地がなかなか造りにくいんですね。ですから、その辺のところを考えると大方絞られてい

くんじゃないかなというふうに私は、今、３つの帯ルートを示されていますけれども、まだ

広川町に対してその意見聴取とかあっていませんが、工業団地を誘致しなさいというのは、

これは国交省からの話です。そういうことがなければ道路は造りませんよということですか

ら、ですから、工業団地を造りやすいというようなところが必然的に選ばれてくるんじゃな

いかなというふうに思いますし、私もそれを望んでおります。 

○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した。昨日の質問の回答の中でも、今、町長の口からも工業団地とい

う言葉、それから、昨日の道の駅構想等も出てまいりました。私はこの３号線バイパス事業

につきましては、本町の発展はもとより、上広川地区の活性化に必ずつながるものと考えて

おります。私も一生懸命頑張ってまいりますので、町のほうも積極的に国のほうに働きかけ

をお願い申し上げまして、私の一般質問を終わらせていただきます。どうもありがとうござ
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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。 

 次回は３月６日午前９時30分から開議いたします。 

午前10時42分 散会 

 


