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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３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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８．地方自治法第121条の規定により説明のために会議に出席した者の氏名 

  町 長  渡 邉  元 喜   住 民 課 長  坂 本  幸 枝 

  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 

  選挙管理委員会委員長  末 次  静 憲   建 設 課 長  樋 口  信 吾 

  会計管理者兼             産業振興課長兼 
            丸 山  英 明             井 上  新 五 
  総務課長兼会計室長             農業委員会事務局長 

  総務課参事兼              
           鹿 田    健   協働推進課長  藤 島  達 也 
  庁舎建設推進室長              

  政策調整課長  丸 山  信 夫   教育委員会事務局教育次長  中 島    孝 

  環境衛生課長  酒 井  和 哉 

 

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  樋 口  尚 寿 

 

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） 

 定刻になりましたので、ただいまから令和２年第１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、条例の改正、廃止、制定等23件、指定管理者の指

定１件、令和元年度補正予算６件、令和２年度当初予算７件、計37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並びに施政方針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。令和２年第１回広川町議会定例会を招集しましたところ、公

私ともに御多用中にもかかわらず御出席賜り、誠にありがとうございます。 

 令和２年度の当初予算をはじめとします町政の重要案件につきまして御審議をお願いする

に先立ち、挨拶と町政運営に関する基本的な考え方を申し上げ、議会をはじめ、町民の皆様

の御理解と御支援、御協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 さて、我が国の経済は、内閣府が２月に発表した「日本経済2019－2020」によると、「外

需は弱いものの、雇用・所得環境の改善等により、内需を中心に緩やかに回復している」と
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されています。しかし、生産関連などの統計から算出する景気動向指数による基調判断は、

昨年12月まで５か月連続で悪化となりました。また、新型コロナウイルスの感染症拡大が大

きなリスクとなっており、市場では日本経済は後退局面にあるとの見方も出てきております。 

 政府は令和２年度予算編成の基本方針で「経済再生なくして財政健全化なし」の基本方針

の下、デフレ脱却・経済再生と財政健全化に一体的に取り組み、2020年頃の名目ＧＤＰ600

兆円経済と2025年度の財政健全化目標の達成を目指すことを基本とし、財政健全化への着実

な取組を進める一方で、賃上げの流れと消費拡大の好循環に向けた取組やSociety5.0時代に

向けた人材、技術などへの投資、次世代型行政サービス等の抜本強化といった生産性の向上

に向けた取組、３年間集中の防災・減災、国土強靱化の緊急対策など、重要な政策課題への

対応に必要な予算措置を講ずるなど、めり張りの利いた予算編成を目指すとしております。

また、地方財政計画では、地方が人づくり革命の実現や地方創生の推進、地域社会の維持・

再生、防災・減災対策等に取り組みつつ、安定的な財政運営を行うことができるよう、地方

交付税等の一般財源総額について令和元年度を上回る額を確保するとしております。 

 人口問題では、人口動態統計2019年の年間推計で国内の出生数は86万4,000人となり、統

計開始以来、初めて90万人を下回り、出生数が死亡数を下回る人口の自然減も51万2,000人

と、人口減少が加速しております。また、人口移動報告では東京圏への転入超過数が14万

8,000人を超えており、依然として東京一極集中は拡大し続けております。 

 本町の人口動態は令和元年度においては転入数が転出数を上回り、98人の転入超過となり

ましたが、出生数が137人で、統計開始以来、最も少ない人数となりました。結果として人

口減少は進んでいる状況であります。 

 一方、雇用の状況につきましては、本町を含む筑後地域における有効求人倍率は令和元年

12月時点で1.56と高い水準を維持しております。 

 このような社会経済情勢の下、本町では広川町第４次総合計画「人と笑顔とふれあいのま

ち広川」の実現に向け、まちづくりの基本理念である「定住を進める」「豊かに暮らす」

「人材を育てる」「地域を基礎に」の４つの柱の下、各種施策の実行に全力で取り組んでき

たところでございます。 

 また、人口ビジョンの実現に向け、広川町まち・ひと・しごと創生総合戦略に掲げる４つ

の基本目標達成のため、雇用の創出、関係人口拡大、移住者支援、結婚・出産・子育て支援、

特色ある地域づくりなどの移住・定住施策を実施しております。さらに、第２期広川町ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、人口減少対策に引き続き取り組んでまいります。 

 それでは、令和２年度の町政運営に当たりまして、広川町第４次総合計画の実現に向けた

６つの基本施策に沿って説明申し上げます。 

 基本施策の１つ目は「出会いと語らいのあるまち」であります。 

 協働によるまちづくりの推進及びコミュニティ活動の推進につきましては、広川町協働推

進計画に基づいた住民自治の確立や地域の課題解決のため、行政区、地域コミュニティ組織、

ＮＰＯ・ボランティア団体、企業、事業所等と連携し、住民参画と活動による協働のまちづ

くりを推進します。本年度は地域の現状と課題を分析し、第２次広川町協働推進計画を策定

します。 

 本年度が最終年度となる第１期地域コミュニティ事業につきましては、第１期の総括と令

和３年度からの第２期地域コミュニティ事業の地域づくり計画の策定を支援します。 
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 交流活動の推進につきましては、地方創生の取組として、上広川小学校と地域が連携した

国際理解教育及び国際交流活動事業を推進し、本町と海外をつなぐグローカル人材の育成を

図ります。 

 人権尊重社会の形成につきましては、同和問題をはじめとするあらゆる差別の解消を実現

するため、人権感覚が息づく地域社会づくりに向け、各種団体と連携強化を図り、学校教育

や社会教育における人権教育、人権啓発を推進します。 

 男女共同参画社会の実現につきましては、男女が互いに人権を尊重し、個性と能力を十分

に発揮し、自分らしく輝いて暮らせる社会の実現に向け、広川町男女共同参画基本計画に掲

げる基本理念に基づき、意識づくりや環境づくりを進めます。 

 人口減少対策として、定住促進強化地域に指定した上広川校区につきましては、移住・定

住のための支援策を引き続き実施するとともに、情報発信の強化を図り、関係人口拡大と移

住・定住や労働力の確保につなげます。 

 基本施策の２つ目は「人と人とが支え合うまち」であります。 

 健康づくりの推進につきましては、町民の健康寿命の延伸に向けた健康づくり、疾病予防

の推進を強化するため、運動ジム事業を拡大し、運動習慣化の普及と楽しみながらの健康づ

くりに取り組みます。また、人生100年時代を見据えた高齢者の健康増進を図るため、きめ

細かな保健事業と介護予防事業を一体的に取り組みます。 

 地域福祉の推進につきましては、地域共生社会の実現に向け、第２期広川町地域福祉計画

に基づき、包括的な支援体制の整備に努め、みんなの支え合いの輪が広がり、安心して健や

かに暮らせるまちづくりを進めます。 

 高齢者福祉の推進につきましては、高齢者保健福祉計画に基づき、住民主体の地域通いの

場の推進を図るとともに、介護予防サポーターの育成や実践的な介護予防活動の取組を推進

します。 

 障害者福祉の推進につきましては、障害者の日常生活の支援を行うとともに、相談支援体

制の整備に取り組みます。障害者のワンストップ窓口として基幹相談支援センターを設置し、

身近な相談支援体制の充実に努めます。また、令和３年度からの第６期広川町障害福祉計画

及び第２期広川町障害児福祉計画を策定します。 

 社会保障の充実につきましては、国民健康保険事業適正運営のため国保税の収納率向上に

努めるとともに、国保税の県内均一化を見据えながら、資産割等の保険税率改正に取り組み、

適正な税率を決定するための協議を重ねます。 

 子育て支援の充実につきましては、第２期広川町次世代育成支援行動計画及び子ども・子

育て支援事業計画に基づき、事業推進に努め、妊娠期から子育て期までの切れ目のない支援

の充実を図るため、子育て世代包括支援センターを設置し、相談支援体制の充実に努めます。

また、保育所等に係る保護者負担の軽減として、ゼロ歳児から２歳児までの保育料軽減を図

ります。 

 基本施策の３つ目は「人が育つ、人を育てるまち」であります。 

 幼児教育・学校教育の充実につきましては、本町の教育基本目標である「志を持ち生きる

力を身につけ、たくましく生きる子どもを育てる学校教育」の充実を図るため、小学校、中

学校が連携し、新学習指導要領に沿った教育活動を推進し、児童・生徒の学力向上、体力向

上を図ります。また、幼児期から絵本に親しむ環境づくりを推進するため、家庭における親
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子の読書習慣の育成を図り、読書の意義、重要性を再認識する事業を展開します。 

 学校教育施設の充実につきましては、公共施設等総合管理計画に基づき、学校施設長寿命

化計画を策定し、中・長期的な施設の機能、性能の確保を図ります。また、ＩＣＴ教育の充

実のため、国が推奨するＧＩＧＡスクール構想に向け、高速大容量のネットワーク環境の整

備を図ります。 

 生涯学習の推進につきましては、地方創生の取組として、町内企業への職場見学、近隣の

大学での特色ある体験学習、模擬授業等を通じ、地域の魅力やすばらしさを伝え、ふるさと

に誇りを持つ子供の育成に引き続き取り組みます。また、地域に密着した社会教育活動を展

開するため、公民館活動の拠点となる公民館の施設補助を拡充し、幼児から高齢者まで幅広

く町民が参加する生涯学習プログラムを実施します。 

 基本施策の４つ目は「人が集まり、働き、賑わうまち」であります。 

 農林業の振興につきましては、認定農業者の育成と組織の強化を目指し、ＪＡ就農支援セ

ンターと連携し、新規就農者の指導、育成を図るとともに、農産物の「ひろかわブランド」

確立に向けた販路拡大や農産物ＰＲに取り組みます。また、林業につきましては、持続的な

林業経営を図るため、地域産木材の利用促進と福岡県荒廃森林整備事業などの森林保全・育

成事業の推進を図り、森林の持つ多面的機能の持続的発揮に向けた森づくりを進めてまいり

ます。 

 農業生産基盤の充実として、県営事業前川原井堰整備事業の推進と農村環境整備事業を活

用した施設整備を進めます。 

 工業・地場産業の振興につきましては、新規創業者の支援とともに、商工業者の第２創業、

新事業展開などの経営支援に取り組み、地域の経済活性化と雇用の確保を目指します。さら

に、将来の雇用拡大の取組として、産業団地整備構想づくりを目指します。 

 地方創生事業の取組として、久留米絣の主産地である強みを最大限に活用し、繊維産業に

関心を持つ人材の確保と、大学と連携し、久留米絣が抱える問題解決に向けた取組を進め、

繊維産地としての強化を図ります。 

 観光戦略の展開につきましては、観光拠点施設「まち子のおやつ」を中心に、町内の観光

所、施設をつなぎ、魅力ある観光地としての情報発信に努め、関係人口拡大に向けた取組を

実施します。 

 基本施策の５つ目は「安全・安心でやすらぐまち」であります。 

 消防・防災対策の充実につきましては、大規模な自然災害に備えるため、事前防災・減災

と迅速な復旧・復興施策及びまちづくり政策も含めた総合的な取組を推進するための国土強

靱化地域計画を策定するとともに、自主防災組織における訓練等の充実、防災情報発信の強

化、消防車両等の機能向上に取り組みつつ、消防団員の確保、団員の消防技術の向上に努め

ます。 

 また、防災重点ため池については、ため池耐震調査を行い、堤体の安全性の照査を実施し

ます。また、ハザードマップを作成し、非常時の避難行動につなげる対策の周知を行います。 

 交通安全・防犯対策の充実につきましては、道路の危険箇所の改善や歩行空間の確保など

整備を行うとともに、災害時の緊急車両への対応、バリアフリー化、環境、景観に配慮した

安全で快適な道づくりを目指します。道路インフラの老朽対策として、橋梁の再点検を進め、

橋梁の安全性の確保を図り、舗装点検を行い、計画的な舗装修繕を実施するなど、道路の計
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画的な安全管理に努め、安全・安心な道づくりを推進します。 

 市街地・居住環境の整備につきましては、空家対策特別措置法に基づき、空き家等の実態

把握を進めるとともに、特定空家所有者への指導、助言、勧告等により空き家の適正管理に

努めます。また、住宅の耐震化、危険な老朽家屋除去等により安全・安心の確保と住環境の

改善を図ります。 

 道路・交通網の整備では、町の最重点課題として国への要望活動を進めてきた国道３号広

川～八女整備計画については、本年３月末には国の整備方針が示される予定と聞いておりま

す。当該事業につきましては、八女市とも連携し、本町が目指す国道３号バイパス構想の早

期実現を目指します。また、主要地方道の歩道設置及び交差点改良についても関係機関へ積

極的に要請し、早期の完成を目指すほか、未着手区間の事業化への要望を進めます。 

 地方創生の取組として、本町と都市部とのアクセス向上を高めるため、高速バスの利便性

向上を図る施策を研究し、公共交通機関の充実を進めます。 

 基本施策の６つ目は「自然と共生する快適なまち」であります。 

 下水道事業につきましては、第３次認可区域となる吉常、長延、太原、吉里の面整備を完

成させるとともに、供用開始済みの処理区域及び地区については、未接続の世帯、事業所へ

働きかけを強化し、水洗化の普及を図ります。事業計画については、令和３年度からの第４

次事業計画区域を決定します。 

 上水道事業につきましては、安全な水を安定して供給するために、配水管の更新工事、

ループ化等、水道施設の整備を計画的に行い、水道水の水質と水量の確保、水圧の安定を図

ります。 

 循環型社会の形成及び環境保全につきましては、ごみ問題に対する積極的な広報啓発活動

はもとより、生ごみ堆肥化の取組、下水道への接続、合併浄化槽設置を推進するとともに、

河川の水質監視に努め、水質汚染の防止を図ります。さらに、八女中部衛生センターの竣工

に伴い、学校給食残渣処理体制を確立します。 

 公園の整備につきましては、住民のより身近な場所で子供から高齢者までが利用する地域

公園整備の支援を継続し、地方創生の取組として、新設する「まち子のおにわ」を拠点にボ

ランティア団体とも連携し、安心して子供を遊ばせることができる遊び場を創出します。 

 最後に、行政サービスの向上と効率的行財政運営につきましては、経営感覚の視点に立っ

た簡素で効率的な行政運営の確立を目指すため、職員一人一人の全体的な資質の底上げを積

極的に行い、職員の能力開発を進めるための研修の充実を図るとともに、法令遵守と服務規

律の確保に努め、町民に信頼される人材の育成を図ります。 

 将来にも持続可能な行財政運営に資するため、事業の再検証と財政計画の見直しを行いま

す。また、公正かつ適正な課税と収納を実現するため、課税客体把握の強化と収納率の向上

に努め、町財政の健全な運営を図ります。 

 新庁舎建設につきましては、事業費、財源等の検証を十分に行い、調査設計業務及び既存

施設の解体を進め、本年中の工事着工を目指します。 

 なお、最終年度となる広川町第４次総合計画については、基本構想を踏襲した広川町第４

次総合計画（改訂版）として、令和３年度からの３か年の期間を延長した計画として策定作

業を進めます。 

 予算編成につきましては、後ほど提案内容を述べさせていただきますが、一般会計は令和
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２年度当初予算及び令和元年度繰越事業を合わせ約95億円の予算規模となりました。今後も

国、県の補助金の確保など、より一層の財源の確保に努めてまいります。 

 以上が令和２年度の私のまちづくりに対する基本姿勢と重点施策であります。今後、第４

次総合計画に掲げる基本理念の実現及び人口ビジョンの実現に向け、全力で取り組んでまい

ります。私たちが広川町民であることに誇りを持ち、住み続けたいと思える「人と笑顔とふ

れあいのまち広川」を目指してまいりますので、議会をはじめとする町民の皆様方の一層の

御理解と御支援、御協力を重ねてお願い申し上げ、私の所信といたします。 

 なお、本定例会には議案37件を提案申し上げております。議案等の提案理由につきまして

は後ほど御説明申し上げますが、慎重審議の上、全議案とも御決定いただきますようお願い

申し上げます。 

 これにて施政方針を兼ねましての挨拶といたします。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、３番竹下英治君、９番池尻浩一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２月25日、議会運営委員会に諮ったところ、３月３日から３月19日

までの17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３月３日から３月19日までの17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。 

 ９番池尻浩一君の登壇を求めます。 

○９番（池尻浩一） 

 皆様おはようございます。９番池尻です。質問の前に、昨今のコロナウイルス対策につい

て、本当に行政、特に教育委員会事務局、学校担当では大変な思いで取り組んでおられると

思います。一日も早い鎮静を願いたいと思います。 

 では、質問事項に沿って質問いたします。 

 まずは町の道路整備について、国道３号バイパスの進捗状況についてです。 
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 これについては、町民、議会議員全てが興味深く、意識を高く持って取り組んでいるとこ

ろです。今回の一般質問にも４名の議員が取り上げることになっておりますので、私も要点

のみ伺いたいと思います。 

 住民アンケートが広川町、八女市等で行われております。住民直接の声からも、予算面や

ルートの問題、バイパスを活用した今後のまちづくり、上広川校区の開発はどうなるか、そ

のような声が挙がっているところです。国の事業といえども、住民の血税を使うことには変

わりありません。現況の進捗状況はどのようか、次の住民説明の予定はされるのか、住民理

解はどのようになっているのかを含め、質問させていただきます。 

 また、県道についてですが、先ほど町長の施政方針の中にも主要地方道の整備という点に

おいて出てきておりますが、久留米立花線においては、広川に係る分は順調に進んでいると

目に見えて実感できますが、三潴上陽線においては、久留米立花線の車中心の利用に対し、

小学生、中学生の通学路としての利用が多く、それに伴う危険性も感じられ、早急の事業の

必要性があることを長らく求めているにもかかわらず、なかなか進んでいないということを

感じてしまいます。事業を進めるに当たり、予算、住民協力、県の事業計画等の問題がある

と思いますが、なかなかこれが進んでいない理由、そういうものをどう捉えているのか、現

在の進捗状況とともに、県との交渉、話合いがどのように行われているか、伺いたいと思い

ます。 

 そして、町道についてです。４メートル道路としております。これは特に狭あい道路整備

等促進事業として進められていますが、今回は建築条件にも関わる４メートル道路という点

において特に質問したいと思っております。 

 狭隘道路整備においては、側溝整備、建築物の建て替え時のセットバックなどにより拡幅

を行ったり、また、アスファルト舗装を行ったりしております。また、農道３メートルと

いった基準もありましたが、今後も道路の利用環境においては、拡幅、のり面整備、そう

いったものは欠かせません。４メートル幅の確保が難しいとされる旧住宅地での道路、いわ

ゆる２項道路の整備を含め、今後の町の取組等について考えを伺いたいと思います。 

 次に、質問事項の２つ目、公園整備についてです。 

 これも先ほどの施政方針で少し触れていただいておりますが、まちづくりアンケート等に

おいても、子育て世代からお年寄りまで、公園環境の整備、改善については常に入っており

ます。その反面、全国各地で遊具の事故や利用に係る問題が起きており、小学校においても

遊具の撤去が進んでおります。広川チルドレンズパーク、先ほどの施政方針の中には「まち

子のおにわ」等の事業も銘打って進められておりますし、運動公園の設置も望まれておりま

す。町では今後どのような公園整備を進めていくか、お尋ねしたいと思います。 

 以上、あとは質問席にて答弁を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） 

 池尻議員の質問のうちの町の道路整備についてのお答えでございます。 

 国道３号のバイパス化につきましては、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
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員会では、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。 

 初めに、問題把握のため、７月から８月の期間で住民アンケート調査や企業・団体ヒアリ

ングが実施されたほか、直接住民の意見を聴くオープンハウス等がなされ、地域住民等から

の意見聴取がなされております。この結果は第２回の九州地方小委員会において報告されて

おり、渋滞や事故に対する課題や災害時の交通麻痺の問題、産業や観光、医療に与える旨の

回答が多数出されています。特に、渋滞に対しては８割以上の方が問題であるという回答が

出されております。 

 次に、県道整備につきましては、現在、久留米立花線の吉常地区、三潴上陽線の当条地区

及び中広川小学校前の歩道設置が進められており、久留米立花線については来年度で完成予

定、また、三潴上陽線の中広川小学校前の改修は今年度末の完成予定であることを伺ってお

ります。このため、県に対しては三潴上陽線の未整備区間のうち新規区間の来年度着手を強

く要望しております。 

 また、町道における４メートル未満の道路改修においては、地元要望を基に改修計画を進

めております。集落内の道路が狭いことで緊急車両が住宅地へ入れないなどの問題も発生し

ており、こうした狭隘道路の整備は安全・安心な生活環境の確保の視点からも早急な整備が

望まれています。国のほうでもこうした事態解消のため、狭あい道路整備等促進事業の補助

制度を設け、４メートル未満の狭隘道路の改修を支援しております。町としては、こうした

補助制度を活用して計画的に拡幅改良を進めてまいります。 

 次に、公園整備についてでございます。 

 今年度、町が総合計画の見直しのため実施したまちづくりアンケートでは、子育て環境の

施策を重視している住民が非常に多くなっており、特に、40歳代以下では最も重視された施

策となっています。また、子育て環境を充実するために今後力を入れるべきことについては、

「子どもの遊び場など公園の整備」と答えた方が一番多くなっており、公園整備のニーズが

高くなっています。このため、町では地方創生の総合戦略に公園整備の目標を掲げ、住民参

加の下で子供の遊び場について協議を進めてきました。今年度末には産業展示会館の「まち

子のおやつ」の横に新たな子供の遊び場「まち子のおにわ」が完成予定であります。この

「まち子のおにわ」の名称は一般公募で応募された76件の中から選定したもので、「まち子

のおやつ」同様、住民に愛される施設となることを祈念いたします。 

 ここには幼児から小学校低学年までを対象とした遊具を設置する計画で工事を進めており

ます。また、コンテナハウスに移動遊具を備え、ボランティアの支援の下で遊びの提供を行

うこととしております。「まち子のおにわ」で子供たちが元気に笑顔で遊んでくれることを

期待しています。 

 一方で、議員御指摘のとおり、近隣でも遊具での事故発生事例が報告されており、十分な

管理運営が必要不可欠となっております。町では国が定める都市公園の維持及び管理に関す

る技術基準に基づき、遊具の年１回の法定点検を実施し、安全管理に努めております。 

 今後の公園整備方針については、住民参加の下でワークショップを実施し、検討した経緯

があり、この中では公園は子供の遊び場だけでなく、高齢者の憩いの場や健康増進の場とし

て考えられるなどの意見が出されており、今後も様々な住民ニーズを捉えながら検討してい

く予定でございます。 
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 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） 

 ９番池尻浩一君。 

○９番（池尻浩一） 

 ３号バイパスについては、今後進めるに当たり、簡単なルートということが話されました

けど、正直、久留米からのルートも欲しいところですが、久留米との話合いは実際進んでい

るんでしょうか。こちらとしても、自分たちも普通の感覚で、この話が立ち消えるというの

が一番怖いところでもあります。そういうことも含めた中で、住民説明というのもまた行わ

れているのか、簡単で結構ですので、その辺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） 

 久留米との関係については、当初、国道３号改良促進期成会の中で久留米市と当然話合い

をずっと行ってきました。ところが、なかなか久留米市はその話が進まなかった。このまま

久留米市を含めた協議を進めていくということになると、これは時間が10年、20年先になる

という判断の下、国のほうからまずは八女－広川間からやって、引き続き久留米との交渉を

やっていくという提案で今進んでおります。 

○議長（野村泰也） 

 ９番池尻浩一君。 

○９番（池尻浩一） 

 自分も町の議会議員でありますし、住民の代表でもありますので、やはり一番優先して考

えるのは、今後の町がどうなるか、今回の３号バイパスが町の活性化のためにどう役立つか

をやはり一番に考えたいと思う点で、早急な対応、取組をやっていただきたいと思っており

ます。その点に関してだけはまず賛成という形でどんどん進めたいと思っていますので、そ

れでも、やはり税金を使うに当たっては内容のいいものにしていただきたいというのは欠か

せないところでもありますので、今後の進め方についても十分注目していきたいと思ってお

ります。（「ちょっと１つだけいいですか」と呼ぶ者あり） 

○議長（野村泰也） 

 町長。 

○町長（渡邉元喜） 

 私たちも道の駅構想を持っております。一番のお客は久留米市の市民だと思っています。

ですから、なるべく早い時期に久留米からの接続を望んでいますということで話は進めてお

ります。 

○議長（野村泰也） 

 ９番池尻浩一君。 

○９番（池尻浩一） 

 これに関しては町長を含めた町の皆さんが本当に注目をして、真剣な思いで、今後の町の

未来を担う一大事業でありますので、それについては本当に自分たちも期待し、取り組んで

いきたいと思っております。 

 ３号線についてはまだ３名の議員が質問を残しておりますので、自分はほかのところに進
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めたいと思います。 

 県道の状況ですけれども、先ほどの答弁の中にも歩道の整備等が言われていますけれども、

やはりまだまだかなり時間がかかる内容だと思っております。まずは応急措置として、今ま

でカラー舗装とかを行われてきましたけれども、そのような応急措置的なものはしばらくな

いのでしょうか。考えはあるのかをお尋ねしたいと思います。 

○議長（野村泰也） 

 建設課長。 

○建設課長（樋口信吾） 

 歩道がない区間に対して応急的にやる簡易歩道的な感じで、グリーンベルトの整備等があ

ります。これにつきましては、県道の三潴上陽線区間については、ある一定の区間、整備は

進め、終わっているところです。うちの町として一番要望しているのは、正式な歩道がない

と安全性を確保できないと考えておりますので、県に対しては、そこの実情を踏まえて、今

のところまた強く要望しておりますので、次年度以降の対応を期待しているところです。 

○議長（野村泰也） 

 ９番池尻浩一君。 

○９番（池尻浩一） 

 一時期、やはりドライバーの意識的な面についてはある程度の効果はあったと思いますけ

れども、交通量の多さからか、その塗装も大分剥げている部分も多いし、だんだん意識的に

も薄れてくるのではないかなと思っています。やはり早い整備をお願いしたいところでもあ

ります。 

 要望は出しておりますというお答えでしたけれども、具体的に県との交渉がどのように行

われているか、なかなかお願いしているだけでは、要望だけでは進まないと。議会からも議

会要望としても出しておりますし、これが進んでいないと。特に、進まない問題点というの

がどこなのか。住民協力なのか、予算なのか、やはり県の事業として持ち上がってこないの

か、その辺をお尋ねしたいと思います。 

○議長（野村泰也） 

 建設課長。 

○建設課長（樋口信吾） 

 この要望に対してどういうふうに進めているかなんですけれども、八女県土整備事務所が

事業主体となってきますので、そちらの担当のほうと協議をしまして、問題点の洗い出しを

させてもらっております。そのときの一番の問題点として挙がってきたのが境界問題である

と。それが現道の実際の境界との差があったために、なかなかそこを理解してもらえないと。

今までに官民境界を数か所やったんですけれども、そこでの違いが発覚して、なかなか地権

者の同意が取れなかったという話があっております。 

 また、広川町においても、吉里牟礼線の町道整備、リックまるやまの辺をやっているんで

すけれども、そこでもやっぱりこの境界問題、県道との境の問題で事業が１年間遅れたこと

があります。そういった部分がありますので、ここの対応ができないとなかなか進めないと

いうことを県のほうは話しておりました。 

 今後どういうふうにやっていくかの考え方なんですけれども、地元の区長さんとも協議を

して、この調整を図る形を考えようとしております。ここについては県のほうに要望をして
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いますので、その問題点整理のための境界確認の作業等をやってもらう予定であります。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 ９番池尻浩一君。 

○９番（池尻浩一） 

 地元区長さんのお話も出ましたけれども、やはり地元区長さんもある程度期限付で交代さ

れるところもあります。そのたびそのたび区長さんも取り組んでいらっしゃるのも間違いな

いです。住民の皆さん、この道が拡幅されるときは御協力くださいとか、そういうことも

常々各区長さんも話しております。一條、智徳、牟礼、そういったところも本当に毎回毎回、

議員との交流の中でも各地域において住民協力のほうを常々お話しくださいということもお

願いしております。結局それが長期にわたると、入替え、入替えで地権者の方も気持ちが薄

れているとか、そういうことがずっと続いております。これを町自体に町単独で早く予算を

つけてから進めてくれと、そういうのも厳しい話でもあるのは自分たちも十分分かっており

ますけれども、何とかタイミングよく早急な対策をお願いしたいところであります。 

 県道についても以上で終わります。 

 さらに、道路の４メートル幅、狭隘道路の整備についてですけれども、これを建築基準法

の面で見ると、今後、建築基準法において家を建てる場合、道路幅４メートル以上で、これ

に接する長さが２メートル、間口が約２メートルないと建築許可は下りないというのが基本

的になされています。そういう場合、町がそれで開発できるのかと。人口を増やすことにつ

いて一生懸命、それを維持するのも大事な点だと思っております。道路を車とか人が通るに

当たってももちろんですけれども、基準法から見てもそういうところが大事かと思っており

ますので、それに当たるところの把握というのは大体できておりますかね。狭隘道路の４

メートル幅で、建築基準法に当たりますよと。第４条第２項に関しては、またそれが外れて

くるところもありますので、それを含めたところで問題になっているところ、要望が多いと

ころというのは大体把握はできているんでしょうか。 

○議長（野村泰也） 

 建設課長。 

○建設課長（樋口信吾） 

 正直な話でいくと、全体的な把握というのはまだ不確定なところもあります。ただ、２項

道路等の整備をやっていますので、その中で集落が形成されているようなところ、そこに関

しましてはしっかり把握はしていますので、そこに関しましては地元の要望等が上がってき

たものから順番にですね、どうしても整備を進めるとなってくると隣接者の同意が必要にな

ります。また、用地とかの協力がなければ先に進みませんので、そういった同意を得たとこ

ろから順次進めるような計画を立てているところです。 

○議長（野村泰也） 

 ９番池尻浩一君。 

○９番（池尻浩一） 

 そうですね、なかなか要望が出せないところもありますけど、町の基準としても要望が上

がったところから取り組むしかないのかなと。これは建築基準法においてだけの話ですけれ

ども、やはり防災面を考えた上での理由といたしましては、１つは消防活動についてですけ
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ど、化学消防車等も小型化が進められていますけれども、それでも2.2メートルとか2.5メー

トルの幅の中で、４メートル道路がない。また、４メートル道路というのも側溝を含めた幅

だと伺っています。実質、側溝蓋がないところにおいては、舗装された道路が約３メートル

ちょっとと、３メートル50センチと。そしたら、２メートル50センチの消防車が入ったとき、

結局、両方から下りた場合、片方50センチ程度になりますね。そういうときにもスムーズな

活動ができないと。そういうことを含めた中で進めなければいけない。 

 だから、先ほど町長の答弁にもありましたけど、防災面を考えた上でも早急な対応が必要

かと思われます。だから、その辺に関しては要望外でも町が率先して進めていかなければい

けない部分とも思われます。そういうところもある程度把握はできているんでしょうか。 

○議長（野村泰也） 

 建設課長。 

○建設課長（樋口信吾） 

 集落内で側溝蓋がないがために４メートル取れていない箇所、それは古い時期に開発がな

されたところで、そういった分については町のほうで把握しております。 

 今、地元との調整等もやって、地元のほうから要望を出してもらうような形を取らせても

らっています。分かりやすく言うと、緑ケ丘団地、あそこは結構古い時期に整備されたとこ

ろなんですけれども、単年度で一気に全部やるということは予算的に難しいので、そこも年

次計画を立ててやっているところです。来年度以降考えられているところは、太田の中にも

そういう集落がありますので、そういったものを年次計画でやっていこうというような計画

を立てておりますので、そこで区長との協議が調った分野については、そういった形で年次

計画で進めていこうという考えではおります。 

○議長（野村泰也） 

 ９番池尻浩一君。 

○９番（池尻浩一） 

 先ほど緑ケ丘団地を出していただきましたけれども、緑ケ丘団地においても、また、藤田

の団地、牟礼の丸山団地、太田にしても、これが町有団地として昭和40年代に進められてき

た地域かと思います。これに関しては、それこそ２項道路に係る部分が多く、さらに、道幅、

さっきの緑ケ丘団地でも特に北新代区のほうを下のほうから順序よく進められて、段階的に

と言われましたけど、そういうところがあるんじゃないかと思っております。やはり奥のほ

うはできていませんし、太田、藤田、牟礼の丸山団地──丸山団地に関しては、県道を挟ん

だ反対側にカガヤキダイ団地というものがあります。あそこはもちろん民で進められたとこ

ろでもありますし、そこは道幅が５メートル50センチ、６メートル近く取ってあります。や

はりそれを見たときに、これだけ整備してほしかったなと昔から住んでいらっしゃる住民の

方はどうしても思われるわけですよね。さらに、４メートル道路を確保するためにも、藤田

でも、牟礼の丸山団地でも、側溝蓋さえできれば、ほぼ現実的な４メートル道路になってい

くわけです。それを早めにするべきではないかと思っております。 

 先ほども言いましたとおり、町有団地として販売されるときに、住民の方が集められると

きには、ここはすばらしいところですよと、町有団地ですからちゃんと管理も行き届きます

よ、整備も進みますと、そういう触れ込みでやってありました。昭和40年代なので、もう50

年近く前のことですから、ほぼ関わった方がいない時代の話ですけれども、やはり住んでい
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る購入された住民の方にとっては、そういう思いで住み始めたところです。今後ここには住

めないのかなと、新しく建て替えも大変かなと、そういう声が聞かれるときに、今後のまち

づくりのために、新しい人を呼び込むということも大事ですけれども、まずはやっぱり住み

続けていただくということも非常に大事なことかと思います。やはり安心・安全の整備の面

でも、住宅環境、道路環境の中でも、ある程度早めに進めていただきたい部分かと思います

けれども、その辺の考えはいかがでしょうか。 

○議長（野村泰也） 

 建設課長。 

○建設課長（樋口信吾） 

 町長の最初の所信にもありましたとおり、狭隘道路の整備については重要視していく部分

でありますので、当然そこの側溝の蓋がけ等も含めまして、狭あい道路整備等促進事業の対

象になってくると思いますので、そこをうまく組み入れたところで前進していくように今後

も進めていきたいと思っております。 

○議長（野村泰也） 

 ９番池尻浩一君。 

○９番（池尻浩一） 

 人口減少下においても、本当に車社会に慣れた環境下では、やはり車を使った生活水準の

維持、また、文化資源の保全とか活用、町ではふれあいタクシーなどを利用するといった形

が本当に必要になってきます。生活サービスが必要になってきています。やはり道路環境と

いうのは正しくスピーディーに維持していただきたいものでもありますし、また、国全体で

見れば、運輸部門から見る環境問題対応についても、ＣＯ２排出を少しでも抑えるために渋

滞道路をなくすための効率化というのが求められております。また、何より狭い道路につい

ては、広川町も高齢ドライバーが増えております。やはりある程度スムーズな環境づくりを

していただかないと、高齢者の車の事故、損傷にも響いてまいりますので、今後とも道路環

境整備についてはよろしくお願いしたいと思います。 

 では、公園整備についてに質問を移らせていただきます。 

 公園の歴史として、今さらうんちくを垂れても仕方がないのですが、文明開化の進む明治

６年、政府が地方自治体に対し、人々が皆楽しめる場として、公園にふさわしい土地があれ

ば申し出るように、ここから公園整備が始まっているとされています。それから、昭和31年

に都市公園法が制定され、都市公園の設置と管理の方針が明確化されて、それから、都市公

園法制定時に児童公園、今の街区公園に当たりますけれども、公園三種の神器と呼ばれるブ

ランコ、砂場、滑り台を設置することが義務づけられたということで、現在もその光景は強

く残っています。そして、昭和35年、約4,500か所だった都市公園は、令和を迎える頃には

約10万7,000か所へと増えています。ただ、これだけでも海外の主要都市と比較するとまだ

まだ少ないために整備が進められています。国としても、うちの町はやはりまだ少ないとい

うことで、町の取組を積極的にやっていただいておりますけれども、また、近年では公園の

全体的整備、遊具等も高機能なものが求められている反面、バリエーションに富んだ複合遊

具、災害時に使えるベンチや防災トイレ、高齢者やウオーキングを楽しむ方々向けの健康遊

具、安心・安全の場として遊具の安全性や防犯対策等のニーズが求められているところと思

います。 



- 15 - 

 今後、町における公園の必要性ですね、昨年も公園計画として運動公園、総合公園、地区

公園、近隣公園、街区公園の整備をどうしていくか、今後、進め方、きっぱりとした制定等

も説明が行われましたけれども、具体的に町における公園の必要性というものを、先ほど広

川チルドレンズパークと「まち子のおにわ」として進めることと、また、大規模な運動公園

も住民からの要望により、少しですけれども、話が進められています。まだ町には公園が少

ないとされている以上、今後の町における公園の必要性、今後の計画というのは具体的にど

のようにされているんでしょうか。 

○議長（野村泰也） 

 建設課長。 

○建設課長（樋口信吾） 

 まず、必要性の点からですけれども、公園整備の関係については、国が示していますガイ

ドラインで、人口１人当たり10平方メートルが必要だというふうに出ております。町のほう

の都市公園条例の中でも、その10平米という目標を掲げて公園整備を進めておりますが、本

町における現在の面積規模を人口ではじくと、人口１人当たり8.5平方メートル、また、そ

の分野に関していえば不足しているということで、もともと計画を立てている10平米、国が

示している10平米には足りていないということで、必要性は感じておるところです。 

 ただ、やっぱり公園整備には多額の予算を必要とされます。そのために財源等を検討する

必要がありますので、即座にこれが動けるかと言われると、今の段階では財源をいまだ検討

中であります。その応急対策なんですけれども、地域が持っている、行政区が持っている公

園等があります。その分をうまく活用できないかということで、町のほうでは３年前に地域

公園の補助制度を設けさせてもらいました。そこを整備することによって公園としての機能

を高め、公園の面積不足分を当座カバーできないかと考えているところです。 

○議長（野村泰也） 

 ９番池尻浩一君。 

○９番（池尻浩一） 

 まだまだ住宅の近場に公園が欲しいという声が一番多いかと。さらに、子育て世代が集

まって、とにかく広々と安心・安全に遊ばせたいと、そういうことが本当に多い中、まだま

だ公園の要望というのは尽きないと思います。 

 答弁にもありましたとおり、広川チルドレンズパーク、また、移動遊具、「まち子のおに

わ」への遊具設置という話を答弁の中でいただきましたけれども、この遊具について、本当

に意欲的な遊びというものは子供が成長するために絶対必要なものであり、生きる力をつけ

ることに対しての学びの材料になると。遊具の使い方に関しては、プログラミング授業じゃ

ないですけど、どうして楽しむか、そういうことに関しても非常に子供の成長に役立てるも

のでもあります。ただ、遊具の扱いについては自己責任を十分に理解してほしいですし、子

供に関しては、やはり進められているとおり、今後も保護者同伴、服装にも注意していただ

き、遊び、運動するときの服装としては、今叫ばれているのが３つのなし、ひもなし、バッ

クルなし、服のゆとりなしですね。 

 これも今後つけていただきたいと思いますけれども、やはり遊具の撤去、竜光寺公園にも

老朽化の遊具が多数見られます。今後、撤去か整備か、その決断も必要になってくると思い

ますけれども、近場でいえば県営の筑後広域公園等にあります健康遊具ができればというこ
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とで、福岡市のほうでもかなりそういう設置が増えております。町でもこの遊具について、

今後どの程度維持管理、整備をしていくのか、撤去していくのか、造り替えを、あるいは健

康遊具というものを今後の目的に合わせた公園の在り方として進めていくのか、その辺の考

えを伺いたいと思います。 

○議長（野村泰也） 

 建設課長。 

○建設課長（樋口信吾） 

 公園の古くなった遊具等の対応の問題なんですけれども、都市公園につきましては、都市

公園の長寿命化計画を策定しております。当初の計画では、その遊具のところまでの補助対

象にはのれなかったぐらいの規模だったんですけれども、今、あそこが木造の遊具なために

老朽化がさらに進んできているのが実情であります。 

 今後、この長寿命化計画を見直そうと思っております。そして、さらに更新計画を考えて

いこうと思っていますので、この長寿命化計画の中で検討させてもらい、廃止なのか、新た

なリニューアルなのか、そこら辺はしっかり考えていきたいと思っております。 

 県内でも大規模な遊具を設置しています大牟田のほうの公園、あそこは大々的にリニュー

アルをやっています。これも長寿命化計画の一つで進められたものです。同じような形で町

のほうも検討できないか。特に、竜光寺公園もかなり古くなってきていますので、遊具だけ

に限らず、いろんな面で改修が必要になってきている分が出てきます。そこはじっくり考え

ていきたいと思っています。 

 それから、御提案があった健康遊具の話ですけれども、これにつきましては本町で２年前

にワークショップをさせてもらっております。それは天津池周辺の公園整備についての意見

交換を地域住民の方とさせてもらったんですけれども、そのときに出されたのも、健康志向

が非常にあって、遊具だからといって子供たちだけが扱うんじゃなくて、健康を考えた遊具

等も考えてもらえないかというような意見も出されておりましたので、今後はそういった意

見も参考にさせてもらいながら、更新時はいろいろ検討は進めていきたいと思っています。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 ９番池尻浩一君。 

○９番（池尻浩一） 

 正直、大規模な複合遊具があったら楽しいだろうなというのは気持ち的には思います。た

だ、どっちみちある程度、住民の方も５分、10分移動するなら近場にあるほかの地域を利用

してもという気持ちもあります。どうしても金額が、いろんな複合、大規模なのを見たら、

これはと思うところも本当にあります。それなら、やはりコンパクトな町でということも考

えたときに、ある程度コンパクトなのを、ウオーキングされるようなことを目的とした公園

というのも多いですし、子供たちに対しては絶対的にそういう複合的な大きいものが必要か。

コンパクトなものが幾つあっても、子供たちは考えて遊ぶものでもあります。やはり安全面

というものを考えても、ジャングルジムの撤去とか、回転遊具、箱型ブランコ、そういうも

のはとにかく撤去の方向で進んでおる中で、本当にどういうものが必要かというのは、単純

に子育て世代の要望だけに沿っていいものか、これは本当に行政側の説明というのも大事な

ことかと思っていますので、慎重に進めていただきたいものと思っています。 
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 また、都市公園の役割の一つとして、緑地化というのも必ず出ております。地球温暖化防

止とか、ヒートアイランド現象の緩和、生物の多様性の保全もありますけれども、広川にお

いてはそこまで緑地化といいますか、これだけ緑に囲まれたところで考える必要があるのか

とも思います。逆に高木の管理のほうが問題と思いますけど、そういうものも含めた中で、

今後の公園整備の中で、前も聞いたことがあるんですけれども、樹木の整備というものをど

う考えていらっしゃるんでしょうか。そこまでは出ているでしょうか。 

○議長（野村泰也） 

 建設課長。 

○建設課長（樋口信吾） 

 公園の樹木管理については、今のところ公園については、大きな委託先としてシルバー人

材センターが指定管理で受けております。そこが中心になってやっている部分が主であって、

そのほかの小さいところについては、そういった樹木管理のところまでは計画は持っていな

いところです。 

○議長（野村泰也） 

 ９番池尻浩一君。 

○９番（池尻浩一） 

 高木の管理は本当に大変なことであります。本当に必要と住民側から要望が出ない限りは、

できれば控えていただきたいかなという気持ちも本当にあります。 

 先ほど答弁の中にもありましたけれども、今後も住民の憩いの場、娯楽の場、子供たちの

安心・安全な遊び場、さらに、健康づくりの場としての公園整備に取り組んでいただきたい

と思います。 

 以上で質問を終わらせていただきます。 

○議長（野村泰也） 

 暫時休憩いたします。10分間休憩を取ります。 

午前10時38分 休憩 

午前10時48分 再開 

○議長（野村泰也） 

 それでは、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。 

 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） 

 皆さんおはようございます。５番江藤です。よろしくお願いいたします。 

 先ほど池尻議員のほうからもございましたけれども、初めに、質問ではございませんが、

新型コロナウイルス対策について要望いたします。町民の不安への対応、もしも感染者が出

た場合への対応など、県と協力して万全の対策を取るように要望いたします。 

 また、国の唐突な要請により、準備の時間もなく、小・中学校は春休みまでの臨時休校と

なりました。子供たちはもちろん、先生方、学童保育所の指導員の方々、保護者の方、また、

給食食材の納入業者や生産者の方、幅広い人に大変な混乱、不安が起こっています。丁寧な

支援をお願いいたします。 

 では、質問に入らせていただきます。 

 まず、子育て支援のさらなる充実について質問いたします。 



- 18 - 

 ３歳児以上の幼児教育・保育の無償化に伴って、町の歳出は幾ら削減されましたか。財源

ができれば、今後その財源でさらに子育て支援の充実ができると思います。新年度の予算に

も関わりますが、何かお考えがあるか、お尋ねいたします。 

 次に、鶴寿奨学会基金についてです。 

 現在の基金の活用状況はどうなっておりますでしょうか。 

 ３点目、学校給食のパンの安全性についてお尋ねいたします。 

 パンの納入業者が作っているパンの原料、小麦ですが、小麦は国産の小麦でしょうか、輸

入小麦でしょうか。輸入であればどこの国の小麦でしょうか、お答えください。 

 次に、町の防災対策について質問いたします。 

 昨年も大雨によって町内河川の付近で被害が出ました。長延川流域で全壊と認定された家

屋付近の護岸改修が進んでいるでしょうか、進捗状況をお尋ねいたします。 

 また、下広川地区の広川では相当な時間をかけて大規模な工事が行われていますが、どの

ような工事でしょうか。何のための工事なのか、お尋ねいたします。 

 また、この工事が今後上流部の工事に関係してくるのか、お尋ねいたします。 

 予想される災害に対して求められているのは、被害が起こった後の対策も重要ですが、何

よりも被害を防ぐための対策が必要ではないでしょうか。特に、河川の改修は急がれます。

町の河川改修に対する施策をお尋ねいたします。 

 また、災害が予想されるときの広川ダムの放流の基本的な方針をお尋ねいたします。 

 ３点目、国民健康保険制度についてお尋ねいたします。 

 国民健康保険は平成30年度より町と県で運営するようになりました。市町村は県に納付金

として支出し、県は市町村に交付金として支出する仕組みになりました。この制度の変更に

よって町独自の対応が制限されて、国保税の引上げの可能性があるのではないかと懸念され

ていました。財政の運営が県になったことによって町住民の国保税の負担がどのようになる

と予想をされるのか、お答えください。 

 県内では税率の計算に資産割があるところとないところがありますが、町としては今後ど

のような方針で臨まれますか。 

 また、子育て支援と関連して、18歳以下の子供の均等割の減額は考えられないでしょうか、

お尋ねいたします。 

 以上です。あとは質問席にて答弁を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） 

 江藤議員の質問の中の子育て支援の充実についてでございます。 

 子育て支援の充実につきましては、令和２年度の新たな事業としまして、子育て世代包括

支援センターの設置を予定しています。妊産婦及び乳幼児並びにその保護者を対象に、妊娠

期から子育て期にわたり、母子保健施策と子育て支援施策を切れ目なく提供するものです。

また、新生児聴覚検査助成事業や産婦健康診査助成事業も新たに開始する予定です。いずれ

も10月開始を目指し、取り組みたいと思っております。 

 昨年10月からの幼児教育・保育の無償化に伴い、ゼロ歳から２歳までの現在の保育料をさ

らに軽減することで保護者の負担軽減を行い、子育てしやすい環境づくりに努めたいと思っ



- 19 - 

ております。 

 次に、防災でございますけれども、昨年８月末の豪雨により、本町においては床上・床下

浸水と家屋の全壊判定の住宅被害がありました。今回被害に遭われました関係者にはお見舞

いを申し上げるとともに、復旧までの時間を要していることで御迷惑をおかけしております。 

 また、今回の災害は農産物の被害のほか、道路・河川施設の損壊等、多数の災害が発生し、

平成24年以来の大きな災害となっております。 

 議員御指摘の富安橋下流域の護岸の復旧作業につきましては、長延川の河川災害ですので、

河川管理者である福岡県の八女県土整備事務所が当たっております。本事業の進捗につきま

しては、県に確認したところ１月上旬に工事発注がなされており、６月までに復旧予定であ

ると伺っております。 

 また、下広川校区で実施されております１級河川広川の工事は、こうした災害防止のため、

県が進めている河川改修工事であります。この河川改修工事は、下流域の久留米市側の河川

改修見通しが立ったことから、平成30年度に工事の本格着手をしており、智徳橋までを今回

の改修区間として河川工事を進めております。 

 町が管理する普通河川は町内10河川がありますが、平成28年度の作川の改修で町が進める

河川改修工事は終わっております。今後は河川内に堆積する土砂のしゅんせつなど、維持管

理に重点を置いて適正管理に努めてまいります。 

 また、県営広川防災ダムの放流方針につきましては、福岡県と協定等を締結しています。

管理委託協定書、広川ダム管理方法書、広川防災ダム操作規程等を基本方針とし、状況に応

じた対応を実施しております。 

 次に、国民健康保険制度についての質問でございますが、平成30年度から都道府県が市町

村と共に国民健康保険の運営を担い、財政運営の責任主体として、安定的な財政運営や効率

的な事業の確保などの事業運営において中心的な役割を担うことで、制度の安定化を図るこ

ととされました。 

 本年度で２年目を迎えていますが、国民健康保険財政の現状としましては、被保険者の高

齢化や医療技術の高度化、高額医薬品の認可、普及、また、昨今の経済雇用状況の影響など

を受け、厳しい状況が続く見込みです。県も１人当たりの医療費は一貫して増加傾向にある

と推計しています。 

 平成30年度から県が市町村から国保事業費納付金を徴収し、県内市町村が医療費等の支払

いに必要とする額を県が市町村へ交付することとなりました。この納付金については、市町

村によっては負担が増えることから、制度施行３年間は激変緩和措置として増加分を抑えて

いましたが、さきに申しました医療費の増加に加え、国から県への交付金等も減少したこと

などにより、県は１年前倒しして令和２年度納付金算定から激変緩和策を縮小しました。結

果、広川町が県に納める来年度納付金も大幅に増額しております。そのために、納付金が増

額となれば、その財源確保のために、市町村はそれに見合った保険税の設定の検討をせざる

を得ないのではないかと思われます。 

 次に、国保税資産割の今後の方針についてですが、平成29年12月に示された福岡県国保運

営方針に沿って、賦課方式を所得割、均等割、平等割の３方式とするように、広川町国保会

計の収支状況を勘案しながら資産割をなくしていく方針であります。ただし、税率の改正は

被保険者の皆様の理解を得るために、国保運営協議会等での協議、検討を重ね、加えて周知
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の期間を設けるなどしまして慎重に進めていきたいと考えております。 

 また、均等割についても、国保税の増額を考えたとき、その在り方も含めて今後協議して

いく必要があるかと考えております。 

 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） 

 教育長。 

○教育長（吉住政子） 

 皆様おはようございます。答弁の前に皆様にお礼を申し上げます。 

 このたびは唐突な休校を小・中学校で行いまして、大変御心配をおかけいたしました。今、

教育委員会のほうでは毎朝、指導主事を含め、事務局員が複数で学校を訪問しまして状況を

いろいろ見まして、できる支援はしているところでございます。 

 昨日は休校１日目でございましたけれども、登校した１・２年生は上広川小学校が22名、

中広川小学校が66名、そして、下広川小学校が27名、広川中につきましては登校はしており

ませんので、何名かの子が荷物を取りに来たということだそうでございまして、学校もでき

る限り部屋を開いて密集しないように工夫をして見ているところでございます。 

 ただ、思わぬ状況が出ることも予想されますので、これからしばらくの間、教育委員会の

ほうは毎朝、複数名で４小・中学校を訪問いたしまして、できる支援はしたいと考えており

ます。 

 議員さん方におかれましても、また緊急なお願いをするかもしれませんが、よろしくお願

いいたしまして、お礼といたします。ありがとうございます。 

 それでは、江藤議員の御質問にお答えしたいと思います。 

 子育て支援の充実についての中のまず鶴寿奨学会基金のことでございます。 

 鶴寿奨学会基金につきましては、平成21年度まで高校の授業料分として給付してまいりま

した。平成22年度から高校の授業料が無償化となりまして、平成23年12月に行われました広

川町鶴寿奨学会基金運営委員会におきまして基金の運用について協議を行いました。その中

で、元金20,000千円については取り崩さないこと、そして、基金の利息につきましては小・

中学校の図書購入費に充てることが決定されまして、鶴寿奨学会基金図書として学校図書館

で子供たちの読書教育に役立てられております。 

 現在のところ新たな奨学金に充てるという考えはございません。 

 次に、学校給食用パンの安全性についてでございます。 

 町内の学校給食につきましては、週５日の給食のうち、週１回をパン、週４日を米飯給食

で行っております。 

 学校給食パンの安全性につきましての御質問でございますが、広川町の小・中学校の給食

パンにつきましては福岡県学校給食会から購入しています。パンの原材料の小麦は北米から

の輸入ですが、農薬基準を超えて残留することのないよう、農林水産省が農薬取締法により

基準を設定しているとともに、輸入時には検疫所において残留農薬の検査を行っています。

さらに、福岡県学校給食会におきましては、学校給食用強力粉の検査を420項目にわたり実

施し、安全な食材の提供に努めております。 

 以上でございます。 

○議長（野村泰也） 
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 ５番江藤美代子君。 

○５番（江藤美代子） 

 子育て支援の件に関して、３歳児以上の幼児教育・保育の無償化に伴って町の歳出は幾ら

削減されましたかというのをお答えいただきたいと思います。 

 またもう一つ、無償化に伴って副食費や主食費を園が徴収するようになりましたけれども、

以前よりも負担が増えた世帯はございませんでしょうか。 

○議長（野村泰也） 

 福祉課長。 

○福祉課長（郷田貴啓） 

 大まかではございますけど、子育て支援策で10月からの無償化によって一般財源としては

38,000千円程度を減額されたと思っております。 

 今回の無償化に伴いまして新たな負担が増えたという家庭は今のところございません。 

 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） 

 その38,000千円という予算で新生児の聴覚検査や産婦健診、それから、ゼロ歳、１歳、２

歳の保育料軽減、さらには昨年から行われております中学卒業までの医療費無料化という新

たな子育て支援策を打ち出していただいていますけれども、これで大体38,000千円は消化す

るというか、そういう予定でしょうか。 

○議長（野村泰也） 

 福祉課長。 

○福祉課長（郷田貴啓） 

 そうですね、具体的には、保育料の軽減につきましては、ゼロ歳から２歳児でおおむね３

割程度の軽減を今のところ見込んでおりまして、全体で大体15,000千円程度の軽減を予定し

ております。今、議員が言われたように、医療費の無償化なり、その他新規事業を含めて同

額程度の予算を今のところ考えております。 

 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） 

 さらなる子育て支援充実のために、まずは学校給食費の助成を求めたいと思います。小学

校、中学校の給食費は現在幾らでしょうか。学校給食費の小中無料化を実施すると幾らの予

算が要りますか。学校給食費助成についての町の考えもお尋ねいたします。 

○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） 

 学校給食費についての御質問ですけれども、現在、町のほうで負担しておる金額につきま

しては、学校給食を作る人件費、消耗品、備品、光熱水費、施設費等を負担しておりまして、

合わせて76,445千円でございます。それと、個人負担分としまして、小学校が一月当たり
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4,200円です。中学校においては4,900円、合わせますと１年分で81,380千円を負担していた

だいております。それで、学校給食に係る町の負担金と個人の負担分を合わせますと157,825

千円ということで、これは令和元年度の予算ベースで計算をしております。 

 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） 

 令和元年11月に町が行ったアンケート調査では、平成21年度と令和元年の今回の調査では

子育て環境の満足度が「満足」「やや満足」を合わせると12.9％もアップしています。町の

きめ細かな施策がこの結果をもたらしていると思います。特に、昨年11月から実施された中

学卒業までの医療費の完全無料化は本当に多くの保護者の方から大変喜ばれています。 

 さらに、新年度、新たな子育て支援の施策が実施されるということですので、これにより

さらなる満足度アップが期待できるのではないかと考えますが、町が行ったアンケートの幾

つかの項目を見ますと、今後の広川町をどのような特色のある町にすべきだと考えますかと

いう問いに、20代39.2％、30代54.2％、40代32.3％が「子育て環境や子どもの保育・教育環

境が充実した子育て・教育のまち」と答えています。また、今後町が最も力を入れるべき行

政施策はという問いには、20代、30代、40代は「子育て環境」をトップに上げています。20

代では38％、30代では49.5％、40代では29.9％です。さらに、子供を健やかに育てるために

広川町に期待することはという問いでは、就学前の保護者では82.4％が、小学生の保護者で

は65.6％が保育料や教育費など子育てに係る経費の軽減を求めています。さらに、50歳未満

を対象とした町のアンケートでは、46％の人が子供は３人が理想としながらも、現実には

42.1％の人が２人の子供です。子供を持ちたいと思いながら、その妨げになっているのは何

ですかという問いには、「子育てや教育にお金がかかりすぎるから」というのが全体では

54.3％、20代以下では69.2％、30代では何と71.4％になっています。 

 このことから考えても、子育てに係る経済的な支援の充実は町の大きな責務だと考えます。

この点については町はどうお考えでしょうか。 

○議長（野村泰也） 

 副町長。 

○副町長（飯田潤一郎） 

 御指摘の子育て支援に係る子育てに係る親の負担の問題ですけれども、公教育に係るＧＤＰ

の割合というのは、御承知かと思いますけれども、先進国の中で我が国はかなり低いという

現状がございます。ですから、子育て支援、子育てのための親の経済的負担の軽減というの

は、私は第一義的には国にあると言ってもいいかも分かりません。国がまずベース制度とし

てあって、それを補完する立場で私たち自治体というのは臨むというのがまず基本の考え方

だろうと思います。 

 それで、子育てに係る福祉ということを考えた場合に、子供全員に、あるいは子供を持つ

親全員に行き渡る福祉と、例えば、子供が病気したとき、あるいは病気がちの子供を持つ家

庭、つまり病気というリスクに遭ったときにいかに救うのかという２つの大きな視点があろ

うかと思います。そういったところで、先ほど言った子供全員に係る福祉と病気のケアとか

いったようなリスクを背負ったときにどう救済するかという２つの方向性があろうかと思い
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ます。そういった意味で、一方では保育料、もう一方では医療費という２つの大きな視点か

ら導き出される制度をいかにバランスよくやっていくのかということでこれまで協議を進め

てきましたし、10月からの幼保無償化によって生み出された財源につきましても、医療費の

無料化と、あるいは保育料の軽減、さらには町長のほうから答弁がありましたような子育て

世代包括支援センターと同時に、妊産婦及び乳幼児の健康という面についての新たな施策も

用意しておりますので、これまでそういうふうにバランスということで考えてきましたし、

今後もそのような考え方で、財源を見ながら進めていきたいというふうに考えています。 

○議長（野村泰也） 

 ５番江藤美代子君。 

○５番（江藤美代子） 

 当然、財源を伴うことですので、副町長のおっしゃる意味は分かります。給食費の助成を

求めているわけですけれども、学校給食法では、施設、設備に要する経費並びに運営に関す

る経費のうち政令に定めるものは設置者負担、それ以外は保護者負担と明記されていますが、

これは給食費の助成を否定するものではないと捉えます。全国的に見ても多くの自治体が給

食費無償化、助成を行っていますし、この方向は広がってきています。 

 給食の無償化、助成には様々な理由があると思いますが、その一つに私は給食の持つ意義

というものがあると考えます。平成17年、食育基本法が制定され、平成18年には食育推進基

本計画が制定されました。子供たちの食生活を見ますと、偏食、朝食の欠食、食生活の乱れ、

肥満・痩身傾向など、本当に様々な問題が取り巻いています。その問題の解消、または食を

通して地域を理解する食文化の継承、それから、自然の恵みや勤労の大切さを学ぶ食育とい

うものが重視されています。その食育のための生きた教材であると学校給食を捉えます。 

 学校給食は栄養士さんが子供たちの発達や栄養のバランスを考えて献立を作成していただ

き、調理員さんたちは時には熱中症になるほどの過酷な状況にありながらも日々おいしい給

食を提供していただきます。さらに、先生たちは、忙しい勤務状態の中ですが、子供たちと

共に給食をいただき、時には食べることの大切さ、この給食がここに提供されるまでのたく

さんの方々の勤労、それから、時にはみんなで食べる楽しさを感じさせることもあるでしょ

う。孤食が進んでいる中で、とっても大事なことです。また、その食べながらのお話の中で、

子供たちの生活背景を知ることもできます。それは子供たちとの信頼関係を深め、今後の指

導に大いに生かされていきます。この学校給食の持つ意義を踏まえ、まずは学校給食費の助

成を求めたいと思います。これは憲法第26条、義務教育は無償とするという理念でもありま

すが、この点についてはいかがでしょうか。 

○議長（野村泰也） 

 町長。 

○町長（渡邉元喜） 

 確かに学校給食法というものがあります。しかし、教育基本法とは別です。 

 今、全国の中で給食を継続していけない自治体も出ております。学校給食法では、給食が

実施されるよう努めなければならないということになっています。それを考えると、そうい

う自治体は弁当にしようかなという話も出ております。ですから、必ず給食をやらなければ

いけないということじゃございません。 

 広川町は総合的な予算の中で原材料費だけはいただきたいということで、原材料費だけを
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今いただいているわけですが、これはやっぱり我々が今後計画を組んでおります第２期工業

団地とか、そういったものが出来上がり、そして、町の収入が大きくなれば、当然、給食費

等の無償化にもやっぱり手をつけなければいけない時期が来ると思います。しかし、今の広

川町の予算を考えると、先ほどから一般質問にもいっぱいありましたが、まだまだやらなけ

ればいけないことがいっぱいあるということ。それともう一つは、町民の皆さんの御理解を

いただかなければなりません。7,400戸、児童・生徒の家庭が1,300戸ですね。ですから、こ

れは巡り巡ってきます。うちはもう義務教育はおりませんから、今度はよそのお子さん方の

ために出すという形になりますけれども、1,300戸の方はその7,400戸から1,300戸を引いた

方々からも給食費をいただくと、形ではそうなります。ですから、そういうことを考えると、

町民の理解を十分得ながら、そして、町の財政が豊かになるように努力をして、今、議員

おっしゃるように、給食の無償化につないでいきたいというふうに思いますので、今やれと

言われても私は無理だというふうにしか言えません。 

 それともう一つ、これは私の政治理念です。衣食住は親の責任です。ですから、ある面、

うがった考え方かも分かりません。親の権利を奪うことになるかも分かりません。というこ

とを考えております。 

○議長（野村泰也） 

 ５番江藤美代子君。 

○５番（江藤美代子） 

 町の収入が多くなったり、また、住民の理解が得られるようであれば給食費助成、無償化

も考えて検討していきたいという町長の答弁でした。 

 さらにですが、学校給食費の無償化、助成は全国３割の自治体が実施しています。群馬県

では無料が22.8％、一部助成を含めると60％の自治体が無償化、助成を行っています。福島

県は54％の自治体が実施しています。県内でも３割の自治体が実施しております。助成の仕

方も様々で、全児童を対象にして月100円の助成をするとか、150円の助成をするとか、200

円の助成をするとか、多いところでは1,200円の助成という自治体もあります。また、牛乳

代１本につき２円とか、１本につき12円とか、梨ジャム代を助成しますとか、いろいろな自

治体があります。もちろん小・中学生が３人いる世帯では第３子以降の生徒を対象にして全

額無償にするとか、いろいろございますが、中には、食材ではなくて、パンの包装代を補助

しているというところがございました。パンの包装代は幾らですかと県の学校給食会のほう

にお尋ねをいたしました。そしたら、袋代とははっきり言えませんけれども、袋がないもの

と袋があるものでは3.5円の差がありますと言われました。その助成をしている自治体に確

認をすると、パン１個について3.5円の助成をしているということでした。3.5円とか、梨

ジャム代とか、牛乳１本につき２円とか、たったそのくらいかという見方もあるかもしれま

せんけれども、私は、先ほど町長がお答えになったように、本当に厳しい財政の中、本当に

精いっぱいその町が子育てを応援しているんだなと受け取りました。 

 このような額にこだわらず助成をしていくということは、町が子育てを応援しているとい

うメッセージを十分に届けることができると考えます。町の姿勢が子供たちや保護者に届け

ば町の活性化につながると考えます。ぜひとも今後検討を求めます。 

○議長（野村泰也） 

 町長。 
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○町長（渡邉元喜） 

 申し訳ございません。ちょっと勘違いしておりました。無償化というふうに理解しており

ました。 

 今度は補助金、助成金の話です。やはり広川町も米の産出をしております。ですから、一

時期、米に対する補助金を出したらどうかという話もあったんですが、残念ながら広川産米

が広川で消費されていないような状況なんです、今の農協、ＪＡを考えますと。 

 ですから、そういったことを考えていけば、米飯給食に対する補助金とか、そういうこと

は町の産物の消費ということを考えますとできるかなというふうに思いますが、現在のとこ

ろはそれがなされていないという状況です。 

○議長（野村泰也） 

 ５番江藤美代子君。 

○５番（江藤美代子） 

 広川産の米が広川で消費されていないというのは、すみません、どういうことでしょうか。 

○議長（野村泰也） 

 町長。 

○町長（渡邉元喜） 

 これは後で教えますので。 

○議長（野村泰也） 

 ５番江藤美代子君。 

○５番（江藤美代子） 

 それでは、町長のほうから前向きの答弁があったというふうに私は受け取ります。米飯給

食、まずはできるところからですね、食材は保護者負担ということでありましたら、先ほど

申しましたように、パンの包装代とか、月にしても本当に安いものではございますが、子育

てを応援しているよ、ぎりぎりのところで子育て頑張れと応援しているんだよ、広川町は頑

張っているよというメッセージにもなりますので、ぜひとも今後検討をしていただきたいと

思います。 

 またもう一つ、保育園の副食・主食費の補助ですが、八女市は４月から保育園での主食費

や設備の補助として園児１人当たり1,500円を園に支給するというふうに聞いておりますが、

広川町は現在、主食費、副食費は5,500円ですが、この助成についてはいかがでしょうか。 

○議長（野村泰也） 

 福祉課長。 

○福祉課長（郷田貴啓） 

 副食費の考え方としましては、国の方針では、これまで保護者が保育料の一部として負担

してきた経緯もありますし、在宅で子育てをする場合でも生じる費用であることと、また、

先ほど言われています授業料が無償化されている義務教育の学校給食や他の社会保障分野の

食事も自己負担であるというようなことを踏まえて、主食費、副食費とも保護者から徴収す

るという位置づけで国のほうはしておりますので、広川におきましても、国の方針に応じた

保護者負担ということで、今現在、副食費は4,500円と主食費は１千円という形で町内は負

担してあると思います。 

 以上です。 
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○議長（野村泰也） 

 ５番江藤美代子君。 

○５番（江藤美代子） 

 今後の検討をお願いいたします。 

 次に、鶴寿奨学会基金について、利子を図書購入に充てて基金を減額させないようにして

いるという現在の活用の仕方について御報告いただきましたけれども、なぜ20,000千円を崩

さないというふうにお考えなのかを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） 

 これにつきましては、先ほど教育長の答弁にもございましたように、平成23年12月21日に

開かれました鶴寿奨学会基金運営委員会におきましての決定事項でございます。元金20,000

千円は取り崩さないこと、それと、基金利息を各小・中学校の図書購入に充てること、そし

て、高校の授業料の無償化がもし廃止になった場合は基金運営委員会を開いて審議すること

ということで最終的に決定をされておりますので、その決定事項に基づきまして現在のよう

な形にしております。 

 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） 

 町に功績、功労があった人を顕彰するということだと思いますけれども、顕彰するという

のは、個人の著名でない功績、善行などをたたえて広く世間に知らしめることというふうに

理解しています。その20,000千円を取り崩さないでいるということがどうなのか。このよう

な奨学会基金があるということをどのくらいの町民の方が知っていらっしゃるでしょうか。

今の活用状態では広く世間に知らしめることにはならないのかなと思いますが、いかがです

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） 

 その当時の議事録を見ますと、鶴寿奨学会基金をいただいておりますのは、太田区の鶴真

吾さんという方から寄附金をいただいた資金をもとにしております。そちらの子孫でありま

すツルモトさんから、自分は幼少時代に初めて本を手にしたときの喜びを今でも覚えており、

今の子供たちに本を読む喜びを教えてほしいのでという意見を出されておりますので、それ

について図書の購入に充てておるところですけれども、現在、それの継続ということでして

おりますので、特に住民の方への周知というのは行っていない状況でございます。 

 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） 

 広川町鶴寿奨学会基金条例第６条では「事業計画及びこれに伴う収支の状況は、毎年度の
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始めに町議会に報告しなければならない。」となっていますが、本年度はどのような報告が

なされましたでしょうか。 

○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） 

 すみません、こちらについては今年度はまだ報告しておりません。 

○議長（野村泰也） 

 ５番江藤美代子君。 

○５番（江藤美代子） 

 じゃ、事業計画については、平成23年12月の運営委員会で奨学会基金の活用の仕方につい

て話し合われて以降、その話合いとか報告があっていないということですか。 

○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） 

 この話合いというのは行われておりません。 

 それと、すみません、先ほどの報告につきましては、特に予算上の報告は決算報告という

ことで翌年度に行っておりますので、それに兼ね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） 

 予算については報告がなされているけれども、事業計画については検討もあっていないと

いうことですね。 

 あと、教育基本法第４条では「国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済

的理由によって修学が困難な者に対して、奨学の措置を講じなければならない。」と規定し

ています。公立高校の授業料は無償化になりましたけれども、どのくらい実費がかかってい

るのかというのを福島高校のほうにお尋ねに参りました。授業料は免除になっている子供さ

んでも、修学旅行の積立てとかアルバムとか、１年生から２年生の９月までは８千円、それ

以降も５千円とか２千円とかの負担がございます。私立の高校、八女学院に尋ねました。授

業料25千円、うち県からの補助金が500円出ているようです。施設費、教育充実費、保護者

後援会費、振興会費などあって毎月36,450円、ただし、４月から２月までの間には課外費と

か模試代など10千円が上乗せされますので、46,450円、さらに、６月の納入には12,750円も

の負担があります。 

 また、経済的な今の状況を見てみますと、１月の様々な調査結果を見ても、総務省の家庭

調査では、消費支出は前年5.1％減、景気動向支出が４か月連続悪化、あと、短観は６年９

か月ぶりの低水準、日本チェーンストア協会の発表でも、スーパーの売上高は前年比1.8％

減、４年連続のマイナスです。また、先日、内閣府の発表によると国内総生産は年率6.3％

減となりました。さらに、新型コロナウイルスによる経済の落ち込みも心配されています。

このような中で、入学時にはさらに制服、体操服、かばん、靴など多額の出費があります。

また、そのほかにも実習費などが上乗せされたりもします。ぜひとも今の時期、まずは検討

をお願いしたいというふうに思います。 
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 先ほど次長のほうからも御返答がありましたが、鶴寿奨学会基金の出資者である鶴真吾さ

んは太田区の方です。御親戚の方にその方の生い立ちや功績などをお伺いに行きました。憩

いの家の建設にも多大な寄附をしていただいています。憩いの家は取り壊されて、はなやぎ

の里になっていますが、はなやぎの里の駐車場の奥に鶴寿園として庭園が築かれています。

町に対する功労に対して敬意を表し、造られているのだと理解しました。 

 鶴真吾さんの御子孫は今も東京にお住まいですが、太田の御親戚の方との交流は薄れてい

るということでしたので、本人はもちろん、その方の末裔の方に御意見を直接お聞きするこ

とはできませんでしたが、現在の活用の仕方は奨学金として使ってほしいという寄附をして

いただいた方の意思に反しているのではないかと思いますが、いかがですか。 

○議長（野村泰也） 

 副町長。 

○副町長（飯田潤一郎） 

 先ほど教育次長が議事録で説明申し上げましたけれども、そもそも基金を取り崩して奨学

金にするということは、最後はお金がなくなるということなんですね。ですから、その段階

での議論というのは、低金利になりまして、ほとんど利息活用というのができなくなって、

基金を取り崩すのか、そうしないのかという議論があった中での多分議事録だと思います。 

 ですから、20,000千円を取り崩さないということは残しておくということですから、将来、

金利が上がるということはほとんど予想できませんけれども、やっぱり寄附した方の思いと

いうものを少なくとも現金として残しておくと。そして、将来、仮に何か経済的な変動があ

れば、またかつてのように復活できると。ただし、それまでの間は奨学金にはできないけれ

ども、少なくとも子育て支援、学校図書を購入することによって子育てを応援するんだとい

う寄附者の意向を少しでも生かそうというのが議論された末の現在のやり方です。 

 それから、報告しなかったというのは、審議会そのものを開く必要がなくなったと。奨学

金制度のときは、どういう子供たちが申し込んで、その中で何人の子供たちに、あるいはど

この学校に行く子供たちに奨学金を渡すんだという方針が出て、その結果どうだったんだと

いうふうなことは常に会議を開いて計画書と報告をしておったもんですから、それを町議会

に説明していたと。それを利息を運用して、その利息の中から少額で図書を購入するという

ことですから、計画づくりとか実績報告、特に委員さんみんなで集まってする必要がなく

なったという判断の下に決算報告という形で議会には報告していたということですから、

怠ったとか失念したということではございませんので、そのように御理解いただきたいと思

います。 

○議長（野村泰也） 

 ５番江藤美代子君。 

○５番（江藤美代子） 

 先ほども紹介しました町が行ったアンケートでも、若い世代が広川町で暮らすために必要

なことはという問いに、38.9％の人が「子どもたちの夢を応援する奨学金」と答えています。

20,000千円を取り崩してはいけないというお考えですが、確かにゼロになるかもしれません

けれども、20,000千円ということであれば、今までの交付の仕方でも何年かは続けられます

し、奨学金の出し方にも、毎月幾らという出し方もあれば、先ほども言いましたように、年

度当初は多額のお金が要りますので、そこで出すとかいうやり方もあると思いますけれども、
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とにかく本当に厳しい、生活が厳しくなっている今、確かに高校授業料の無償化というのは

公立学校では実現していますけれども、まず、奨学金を復活するかどうかという話合い、あ

るいは町独自の奨学金の創設など、ぜひとも検討をしていただきたいと思います。 

 次に、学校給食のパンの材料は北米産だと言われましたけれども、アメリカとかカナダか

ら輸入される小麦粉に発がん性物質グリホサートが含まれているということが問題になって

います。グリホサートというのは除草剤の成分です。外国産小麦は収穫直前に除草剤を散布

します。そうすると、小麦の乾燥を高めてカビの発生を防ぐとか、あと、収穫の効率が上が

るということのために直前の除草剤散布を行っているそうです。このため輸入小麦には残留

農薬が検出されています。 

 農水省の検査結果では、アメリカ産の小麦には97％、カナダ産小麦は100％にグリホサー

トというのが含まれています。2015年、ＷＨＯの外部組織の国際がん研究機構というのは、

小麦粉に含まれるグリホサートは毒性や発がん性があるというふうに発表しています。また、

脳への悪影響や、特に子供への影響も指摘されています。 

 アメリカでは発がん性を問う裁判で320億円もの賠償命令が下り、現在ではフランス、

オーストリアなどで４万2,000件もの訴訟が起こされているそうです。それを受けて、オラ

ンダやフランス、オーストリア、チェコなどでもグリホサートの使用禁止、ドイツ、イタリ

アは二、三年のうちには禁止をするというふうに検討している。ベトナムでは輸入を禁止す

るなど、世界では規制の動きが広がっています。この点についてはどのようにお考えでしょ

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） 

 このグリホサートにつきましては、私も調べましたけれども、詳しいところがまだ分から

ない状況で、この食材につきましては、先ほど教育長答弁にありましたように、残留基準に

基づいて国のほうが輸入をする段階で検査をされております。基準についても30ｐｐｍ以下

ということで規定をされているようです。それで何ら問題ないとは思っておりますけれども、

インターネット等を見ますと、先ほど議員が言われましたように、安全性がついた記事等も

あるようでございます。 

 学校給食会のほうへもお尋ねしましたけれども、これについてはまだはっきりしない、分

からない部分等もあるようですので、今後については学校給食会のほうとまた話をしながら

調査をしたいと考えているところです。 

 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） 

 確かに日本の基準は満たしております。でも、その基準は2017年12月に厚生労働省が大変

な緩和をしております。小麦粉については６倍の緩和です。５ｐｐｍから30ｐｐｍ、そばと

か全てのものについて緩和をしていますので、国の基準を満たしているから安全だというふ

うにはならないのは世界の動きを見てもはっきりしているのではないかと思いますので、ぜ

ひそこは考えてほしいなと思います。特に、毎日子供が食べる給食のパンですので、考慮が
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求められていると思います。 

 日本の小麦は収穫直前の除草剤散布は認められておりませんので、グリホサートは検出さ

れていません。福岡県の学校給食会のほうにお尋ねをしましたが、福岡県の学校給食会では

国産小麦のパンは作っていないというふうに言われました。県産小麦50％、輸入小麦50％の

パンか米粉パン、パンはそんなふうで言われました。福岡県の学校給食会のパンを農民連と

いうところの食品分析センターに依頼して検査してもらった結果がございます。コッペパン、

全粒粉パンなどはグリホサートを検出しております。先ほど言いましたけど、米粉パンから

は検出されていません。 

 国産小麦を材料に使ったパンを出すこと、あるいは米粉パンとか米飯の回数を増やすなど

の方針で町として対応してほしいなと思いますが、いかがでしょうか。 

○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） 

 現在、先ほど教育長答弁がありましたように、パンの給食が週１回、米飯についてが週４

回行っております。それと、先ほど議員言われましたように、米粉パンを使ったパンにつき

ましては年３回実施をしております。 

 それで、金額が米粉パンのほうが割高になるところがありますので、こちらについては今

後また検討して、調査をしていきたいと思います。 

 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） 

 パン食は週１回ということでしたので、確かにおっしゃるように、米粉パンのほうが10円

ぐらい高いかなと思いますが、米粉パンの提供をお願いしたいと思います。 

 それと、先ほどから申しておりますように、グリホサートというのは除草剤の成分です。

学校や公園など、子供たちが接する場所でグリホサートが含まれている農薬の除草剤散布が

行われていないでしょうか。グリホサートというのは、最初はラウンドアップというモンサ

ントという会社のものでしたけど、特許期限が切れていますので、国内では94種類ものグリ

ホサートを含む除草剤が販売されているそうです。宇美町では道路や公園での除草剤の使用

は中止しているということでした。町で特に学校や公園など、子供たちが接する場所での使

用はございませんでしょうか。また、使っているのであれば中止を要請したいと思います。

いかがでしょうか。 

○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） 

 学校内での運動場につきましては、除草剤は使用しておりません。ですけれども、児童・

生徒が立ち寄らない場所につきましては部分的に使用しているという情報は受けております

けれども、その中で、グリホサートというものが入っているかどうかというのはちょっと確

認はしておりませんけれども、そういうふうな状況でございます。 

 以上です。 
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○議長（野村泰也） 

 ５番江藤美代子君。 

○５番（江藤美代子） 

 グリホサートが含まれている農薬94種類はネットで調べるとばっと出てきますので、ぜひ

調べて対応していただきたいなと思います。 

 次に、防災についてですけれども、富安橋付近の復旧工事は６月完成ということでしたけ

れども、本当に壊れていない部屋を仕切って生活するとか、大変厳しい寒さの中でも不便で

不安だろうかと思います。ぜひとも早急に完成するように要請してください。 

 また、河川改修の件についても、ぜひともお願いしたいと思います。人的被害が出なけれ

ば対策を講じないのか、今度被害が出たときには自然災害ではなく人災だという声さえあり

ます。３号バイパスも必要でしょうが、それよりも先に住民の命と暮らしに直接関わる川の

改修にこそ予算が必要ではないでしょうか。あと、県に対してぜひとも河川改修の予算を大

幅に増額するよう強く要請してほしいと思います。 

 国は2020年度、しゅんせつの予算として900億円を組んでいます。この900億円というのは、

上限ではありますが、それを超えても対応するというふうに言っているそうですので、県と

共にぜひともそういう川のしゅんせつを進めていただきたいと思います。 

 あと、広川ダムについても、事前放流を考えていらっしゃると思います。気象予報は本当

に以前に比べると大変正確になっています。二、三日前には確実な大雨予報が出されます。

台風についてはもっと早いです。ダムの事前放流をすることで少しでも被害を抑えることが

できるのではないかと思いますので、ぜひともよろしくお願いいたします。 

 また、ダムの容量を増やすという点の検討もお願いしたいなと思います。また、ため池に

ついても事前放流について検討をしていただきたいなと思います。 

 あと、防災無線が聞こえにくいという声がありますけど、そういう地域とか家庭、危険な

地域には無線受信機の対応というのはどうでしょうか。 

○議長（野村泰也） 

 協働推進課長。 

○協働推進課長（藤島達也） 

 聞こえにくいという地域がございます。今、地域では梯、小椎尾、逆瀬谷には戸別受信機

を配備しておりますが、それ以外のところでは、現在、町での情報配信システムでのメール

での配信とか、あと電話、ファクスでの配信等を考えております。 

 戸別受信機も高額になりますので、もう少し安価でできる方法が何かないか、今検討中で

ございます。 

 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） 

 河川改修については、八女県土整備事務所のほうに問い合わせましたら、しゅんせつにつ

いては、５月までには町内２か所のしゅんせつを行う予定だというふうに言われました。本

当にスピード感を持って河川改修を進めてほしいなということで、県に強く強く要請してほ

しいと思います。 
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 あと、国保については激変緩和の措置が３年ということだったけれども、２年で終わって

しまったということですけれども、負担の増にならないように、一般会計や基金からの繰入

れをお願いします。 

 同じように、資産割はなくしていくという方向であるというふうに答弁していただきまし

たが、この点についても負担増にならないように検討していっていただきたいなと思います。 

 あと、18歳未満の子供の均等割をなくすというので、幾ら予算がかかるかというのを2019

年度の筑後地区社保協の自治体キャラバンで回答していただいています。子供さんの均等割

の免除を求めたいと思います。 

 平等割とか均等割というのは全国で徴収されている…… 

○議長（野村泰也） 

 江藤議員、もう時間ですので、終了をお願いします。 

○５番（江藤美代子）続 

 ぜひとも検討をお願いいたします。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） 

 まずは、コロナウイルス対策、時間がない中で御対応いただいた執行部の皆様、本当にあ

りがとうございました。御苦労さまでございました。 

 さて、学校を休むことを依頼された安倍総理の言葉として、現在、我が国には大きく２つ

の国難がありますという言葉があったことは皆様御記憶にあられると思います。１つは、特

に極東地域における安全保障の問題、もう一つは、国内問題としての人口減少、なかんずく

少子化の問題であります。その後者の少子化というのは、当然、国が全面的に対応されるべ

き、先ほどから言葉も若干あったと思いますけれども、優先して対応されるべきことではあ

りますけれども、地方行政に携わる我々としても、本当に身近な国難として緊迫感を持って

対応しなければならないというふうに私は考えています。だから、従来の例えば価値観であ

るとか政治理念、これを超えた判断も必要な行政のやり方が求められている状況にあると私

は考えています。 

 加えて、広川町におきましても、昨年、甚大な災害がありました。これは地球温暖化によ

る災害が徐々に増えてきていると言われていますけれども、これも本当は甚大なことなんで

すよね。だから、多分、漠然と地球温暖化というような押さえ方の中で災害が大きくなって

いるというような考えは持っていると思うんですが、本当に真面目に対応しないと大変なこ

とになるというような問題であるとも考えています。 

 それで、これはめでたいことでもあるんですけれども、今後、高齢者の方がますます増え

ていかれるという状況にあります。特に、団塊の世代の方が後期高齢に今後入っていかれる

状況においては、その行政の施策についても、質だけではなくて、感覚的にですが、量のこ

とも考えながら施策を重ねていかなければならない問題ではないかというふうに考えていま

す。 

 以上、今回、私は町議にならせていただいて地方行政に何らかの形で携わっていくという

立場においては、この少子化の問題、当然、教育の問題が絡むと思いますけれども、これが

１つ、それと、地球温暖化に伴うであろう災害の防災ですね、これが２つ、最後に、やっぱ
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り高齢者対応、この３つが多分３本柱になるんではないかというふうに考えているところで

あります。 

 さて、これらの行政を進めていく中で、それでも─聴取不能─があると思います。我が国は３

回ほど消費税増税をやりました。昨年も消費税増税をやったんですけれども、こういうこと

も影響して、私はなかなかデフレの脱却というのは簡単にいかないだろうと考えています。

さらには、これはるるメディアでも言われていますけれども、国家財政ですよね、これは１

兆円を超える借金があるというふうに言われていますけれども、この財政の健全化も私はな

かなかうまくいかないだろうというふうに考えています。 

 我々地方行政に携わる者としては、それぞれの地域の発展に重い責任を持っているわけで

ございますけれども、やはりこれを進めていく上においても、交付税とか助成金をなるべく

活用したいという考えはあるんですけれども、国家財政の状況に思いをいたした行政のやり

方というのが私はやっぱりそれぞれ大切ではないかというふうに考えているところでありま

す。 

 さて、この財政の効率的な使い方、どうやっていくのかというようなこと、いろんな手法

が必要とされると思いますが、今、第２期の総合戦略が検討されている中でもＰＤＣＡサイ

クルという言葉がるる出てくるんですよね。私はこのＰＤＣＡサイクルの実効的な運用の努

力というのが一つの手法としては非常に大切だというふうに思っています。すなわち計画と

いうのは、町民の皆様の理解を得て明確に計画をつくると。それと、政治倫理を含めて誠実

に実行すると。私は特に次が大切だと思うんですが、チェック、評価をいかにするか、これ

が結構肝になる部分だというふうに考えています。 

 本当に役場の皆さん、執行部の皆さんは忙しい中で、自分らが行っている行政がどういう

状況にあるのかというのを自分で評価するというのは、なかなか真剣にやられても何か盲点

がどうしても出てくるようなことになるのではないかと私は思うんですね。だから、この評

価という部分については、それなりの創意工夫というのが必要かなというふうに思っていま

す。 

 るる述べてきましたけれども、先ほど申しましたように、初めて町議とならせていただい

て、それこそ私の政治理念とは言いませんけれども、私が行政に携わる方針的な事項、考え

方、こういうことを今述べさせていただきました。今回、一般質問の機会を得て、約15項目

ほど事前通告させていただいた項目を一個一個報告しているとまさに時間がなくなってしま

いますので、それに沿った質問をさせていただいています。ひょっとしたら時間がなくてこ

の３月定例会では終わらないかもしれませんが、それらについては次の定例会に回させてい

ただくこともあるかもしれません。それと、今日は質問の効率化を図るために資料を配付さ

せていただいています。 

 そういうことで、いろいろまだまだ勉強不足のところがあって、不足しているところがあ

ると思いますが、一般質問を一生懸命やらせていただきますので、どうぞ大きな懐で御対応

賜りますようよろしくお願いをいたします。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 教育長。 

○教育長（吉住政子） 
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 竹下議員の御質問のうち、小・中学校教育の充実にお答えしたいと思います。 

 小・中学校教育の充実につきましては、まず、少人数指導につきましては、国で進めてお

ります少人数指導工夫改善加配教員というのがおりまして、この配置に加えまして、さらに、

町では平成28年度より地方創生事業の一つである少人数学級によるさらにきめ細やかな教育

環境の整備ということで、町費用の少人数教員を配置しております。 

 また、小学校の通学区域につきましては、上広川小学校におきまして小規模特認校制度を

令和２年４月から実施いたしまして、上広川小学校区の振興と活性化に努めております。現

在２名の方の申請があっております。 

 児童・生徒の不登校の数につきましては、現在、小学校２名、中学校５名の７名でござい

まして、昨年度に比べて減少しております。不登校を減らす対策としましては、担任による

きめ細やかな指導、家庭訪問、電話連絡等に加えまして、スクールカウンセラー、スクール

ソーシャルワーカー等と連携した指導を行っております。教育相談や教職員と保護者をつな

ぐ指導等、不登校解消に向けて努力を続けているところでございます。 

 教員による研究及び発表につきましては、教員の質の向上や学校全体の授業力向上を図る

ために実施しております。 

 文部科学大臣表彰につきましては、昨年12月にコミュニティ・スクールの推進につきまし

て文部科学大臣表彰を広川町が受賞いたしました。これは地域と学校が連携、協働し、地域

全体で未来を担う子供たちの成長を支え、地域を活性化する活動が認められたものと思って

おります。 

 今後も小・中学校のさらなる充実に向けて教育委員会として取り組んでいきたいと考えて

おります。 

 次に、下広川小学校屋内運動場改築工事に係る契約変更の経緯でございます。 

 下広川小学校屋内運動場改築工事に係る契約変更の経緯についてお答えしますが、第１回

の設計変更の内容は、屋根、外壁の防水性の向上や、床下地材の材質を変更することで将来

の維持管理費となるライフサイクルコストの低減を図ること、屋根、床の材質変更により断

熱性、遮音性を高め、災害発生時の避難所としての機能向上を図るものでございます。また、

駐車場をアスファルト舗装することで利用者の利便性の向上を図りました。変更設計に係る

増額は45,210千円で、第１回変更契約額は581,970千円でございます。 

 次に、第２回の設計変更の内容は、解体する既存体育館外壁の塗装膜から基準値を超える

アスベストが検出されたことから、アスベスト除去、処分に係る費用16,830千円を増額いた

しまして、第２回変更契約額は598,800千円となっております。 

 また、今回の増額は、建物を長く維持し、その間のランニングコストを抑制することと、

避難所機能の向上、大気汚染防止法等の法律に基づく処分費の増でございまして、何ら競争

入札制度との関連はございません。 

 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） 

 次に、選挙管理委員会委員長お願いします。 

○選挙管理委員会委員長（末次静憲） 

 一般質問に対する事前通告がございました町長選挙における選挙管理委員会が把握してい

る公職選挙法違反はないかという御質問に対して回答申し上げます。 
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 選挙管理委員会は、政治的に中立な立場で公正かつ適正に選挙を執行するためにその事務

を一括して行う公的機関でございます。 

 御質問いただきました公職選挙法の違反事例につきまして、その判断は警察が行うという

ことになっておりまして、警察はその違反の結果等について公表しておりません。 

 また、町長選挙におきまして、選挙管理委員会に同法違反の疑いのある事例の連絡があっ

たときには、候補者に対してもその旨を伝えるとともに、警察に報告を行うなどの対応を

行っております。 

 したがいまして、選挙管理委員会において同法違反となった事例は把握しておりません。 

 以上でございます。 

○議長（野村泰也） 

 暫時休憩いたします。 

午後０時２分 休憩 

午後０時59分 再開 

○議長（野村泰也） 

 それでは、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。 

 町長。 

○町長（渡邉元喜） 

 竹下議員の質問の中の政治倫理の維持についてでございます。 

 政治倫理の確立のための広川町町長の資産等の公開に関する条例は、町政が町民の厳粛な

信託によるものであることを認識し、その担い手たる町長が町民全体の奉仕者としてその人

格と倫理の向上に努め、町長の資産等の公開に関し必要な事項を定めることを目的としてい

ます。 

 町長の資産等につきましては、資産等報告書や所得等報告書などを作成して公開すること

となっており、昨年10月21日のその旨を報告しております。 

 報告書等は５年間保存することになっておりますので、その期間に請求すれば、閲覧する

ことができます。 

 また、政治倫理につきましては、住民の代表者として公平公正に行動するために政治家が

持たなければならない行動規範と考えられます。広川町において政治倫理は保たれていると

考えております。 

 次に、新庁舎建設の質問でございますが、新庁舎建設事業につきましては、平成22年に庁

舎の耐震性能が不足していることが判明し、それ以降、協議を重ね、現在の庁舎南側駐車場

を建設予定地として令和４年度中の供用開始を目指して事業を進めております。 

 本町におきましては、昨年８月に発生した集中豪雨をはじめとして、近年、水害が多発し

ておりますが、新庁舎建設については、建物建築部分を60センチ程度高くすることで水害対

策を行うこととしております。 

 また、台風、地震などの災害が発生した場合においても、人命の安全と十分な機能確保が

図られるよう、建築基準法の基準を上回る性能を確保する計画としております。 

 町民の運動施設、プール等の整備につきましては、現在のところ具体的な整備方針、計画

は持っておりません。 

 次に、国道３号バイパス事業の推進についてでございます。 
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 これまで国道３号改良促進期成会を中心に３号のバイパス化を要望してきました。国道３

号のバイパス化に取り組むことは、渋滞状況の早期の解消や交通事故防止等安全対策ととも

に、地域経済の振興と町の発展につながるものと判断しております。 

 現在、広川町も人口減少に転じておりますが、特に上広川校区の人口減少は著しいものが

あります。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です

が、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ります。周辺自治体を見ても、

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数多くあります。 

 広川町としては、この３号バイパスを活用し、産業団地、また、道の駅の整備を検討し、

雇用の場や町の発展につなげていく絶好の機会だと捉えています。国道３号バイパス事業に

ついては、本町だけでは達成することができませんので、国土交通省と連携を図りながら、

県や近隣自治体とも密接に連携を取り、３号バイパスの実現を図っていきたいと考えており

ます。 

 また、道路整備は国道３号だけの問題ではなく、県道や町道といった本町全体の道路ネッ

トワークを構築する必要があります。このため、本町の幹線道路である県道三潴上陽線の未

整備区間の整備について県への要望を強めてまいります。さらに、町道においても、環状道

路の整備や生活道路の改善など、必要な道路整備を進めていきたいと考えております。 

 地域の発展のためには道路整備は不可欠な条件となっており、今後も国や県に対し、要望

活動を進めてまいります。 

 次に、町民の移動手段についての質問でございます。 

 町民の移動手段につきましては、自家用車による移動のほか、地域公共交通であるふれあ

いタクシー等の利用があります。しかしながら、高齢者の免許証自主返納による日常生活で

の買物等の困り事が課題となってきております。 

 高齢者の困り事等の生活支援や見守り支援につきましては、平成28年に設置しました広川

町高齢者等生活支援体制整備協議会により今日まで協議を行ってきております。協議会では、

高齢者のアンケート調査や地域座談会によるニーズを把握し、暮らしの困り事についての協

議を進めております。令和元年度は、困り事の一つである買物支援についてどのような支援

策があるのか、先進地の実施状況について情報共有を図っています。 

 買物支援の取組は高齢者の生活に直結する課題でもあり、地域の協働の取組として、町内

各地域のニーズを踏まえ、民間事業者の活用も視野に入れた取組や体制づくりについて協議

していきたいと思っております。 

 次に、行政の外部評価制度についてでございます。 

 本町の行政評価制度は、主要な事務事業について事業を所管する課などにおいて評価する

事務事業評価と、総合計画の基本計画に掲げる施策について課長等の長が評価を行う施策評

価の構成で実施してまいりました。 

 事務事業評価は、評価の客観性、信頼性、透明性を確保し、職員の意識改革、事業の改

善・改革・質の向上、住民と行政のパートナーシップの３点を目的として、外部評価を平成

25年度から３年間実施しました。 

 成果としては、外部の目線での評価による新たな気づき、成果重視の考え方などの職員の

意識改革や、公開したことによる住民参加などが挙げられます。 

 また、課題として、事務事業評価と予算の連動や評価の方法などの制度的なものと、専門
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的な分野の外部評価の困難さなどが今後検討すべきことであります。 

 現在、行政評価は施策評価を中心に行っていますが、策定中の第４次総合計画（改訂版）

の中で、審議会の意見を踏まえ、行政評価の再構築と事務事業評価の方向性を検討する予定

でございます。 

 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） 

 ３番竹下英治君。 

○３番（竹下英治） 

 まずは時間が多分足らないかもしれないので、優先順位を変えていろいろやらせていただ

きたいと思います。 

 まず、教育長にお願いしたいんですが、児童・生徒の不登校の話、先ほど数はお伺いした

んですが、不登校の定義ですよね。これが、事前にお伺いしまして、いわゆるトータル30日

間欠席をして、その欠席の原因が不明である者ということだったんですね。先ほどの数とい

うのは多分そこに該当すると。原因が判明している者というのもおられるということでよろ

しゅうございますか。それは大体何名ぐらいか。──分からなかったら後で聞きます。もう

結構です。 

 そしたら、これに係る、いわゆる教育機会確保法というのがあって、僕は今回、教育長に

お考えをちょっとお伺いしたいことがありまして、この教育機会確保法というのは、いわゆ

る学校外でのフリースクールとか、そういうところでの教育の意義というのを認めたという

ことで、よくよく考えると、そもそもの学校教育はどうなっているんだと。根本的な学校教

育、学校における教育の存在意義というか、根本から問われているような側面があると思う

んですね。 

 教育機会確保法は、いわゆる学校外での教育、フリースクールとか学習支援センターとか、

そういうふうなところでの教育の意義を認めているという内容があるんです。そうすると、

教育機会確保法については大体そういうふうな部分があるというのは御認識としてはよろ

しゅうございますかね。 

 そういう中で、よく聞かれることが、それは保護者の方からの話なんですけれども、いわ

ゆる不登校が子供を駄目にするんではなくて、不登校を駄目だと思っている大人が子供を駄

目にすると、こういう言葉が父兄の間に実際あります。ただ、私はそれを聞いたときに、そ

の理は理解しないといけないものの、それ自体の内容が何もなくまかり通るようなことにな

るのは、今の時代はちょっとそこはどうかなというふうに思っているんですよね。 

 そういったことを含めて、今、教育機会確保法についてどういうふうなお考えをお持ちか、

ちょっと教育長、お考えをお伺いしたいと思うんですが。可能な範囲で結構です。 

 それともう一つ、これはできてから数年たつと思うんですけれども、学校の現在の職員の

方にこういう教育機会確保法がどのように理解、浸透しているか。というのが、分かる範囲

で結構でございますから、教育長としてどのように思っておられるか、それをお伺いしたい

というふうに考えます。 

○議長（野村泰也） 

 教育長。 

○教育長（吉住政子） 
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 お答えいたします。 

 不登校につきましては、三、四年前、広川中学校で２桁に上ったことがございます。それ

からもう一つは、文科省の出してくる不登校の概念規定が、今は病気とか、それから、家庭

を要因とするものとかを省いたものを不登校と数えなさいということで次々と規定が変わっ

てくるわけですね。ですから、先ほど申し上げました数は文科省の規定に合った数を申し上

げたわけですけれども、実に様々な事情で不登校の子がおります。また、不登校ぎみの子が

おります。不登校ぎみの子はまだたくさん底辺にいるんですけれども、その中で30日を超え

た児童・生徒たちを不登校として文科省に報告をしております。 

 今は、いわゆるいじめ、友達関係のトラブルとかで不登校になる子はあまりいませんね。

ではなくて、もっと何か根本的な胸の中にあるものとか、家庭の状況とか、それから、人に

会うのがつらいとか、よく分からない原因とか、いろんな原因でなっていますから、本当に

一人一人様々です。 

 そういうことで、申し上げましたように、担任がきめ細やかに家庭訪問したり家に足を運

んだり、それから、貧困によって来れない子も──貧困といいますか、保護者のネグレクト

といいますか、それに近い状況もありますので、担任がおにぎりを作って差し入れして家庭

訪問したりとか様々な形で取り組んでおります。その結果であろうと思いますが、２桁まで

いくことなく、何とかそんな形で今は不登校がおります。本当はゼロにしなきゃいけないん

ですけど、学校はゼロにしたいと思って頑張っているんですが、非常に驚くべきことは、不

登校ぎみの子が復帰する例がございます。これはなかなかないんですよね。一旦不登校ぎみ

になったらなかなか復帰できませんが、広川町は小学校も中学校も１年間に二、三名復帰し

ております。ということは、やはり相当先生たちが頑張っているんじゃないかなということ

を感じております。 

 それから、フリースクール等につきましては十数年前から文科省が認めておりますので、

もしフリースクールだったら通える子がいたら、きちんと責任者の校長と合い議してもらっ

て、そして、私が校長時代にもおりましたので、フリースクールの校長に来ていただいて、

どんな教育をしてあるかをよくお聞かせいただいて、そして、きちんと確認しながら認定し

ていきました。そういうことで、現場の校長がきちんと相当する教育をしていただける機関

なのかということを確認して判定すればいいと思っています。 

 ただ、今フリースクールに行っている子は広川中学校にはいないと認識しております。 

 あとは何でございましょうか。 

○議長（野村泰也） 

 ３番竹下英治君。 

○３番（竹下英治） 

 分かりました。大体いろいろお考えも含めてお伺いしました。ありがとうございます。 

 ただ、教育機会確保法によると、学校でやっぱりそういうふうなフリースクールがどこに

あるんだとかいう話とか、そういうふうな親の会があったら、そういう会も学校の先生が紹

介することになっているというふうに思います。 

 あと、今回、実は町の教育委員会にも次年度の協賛をいただいたんですけど、八女市では

親御さんを主体としたまちづくり提案事業に１年間助成をして、そういうふうな親御さんの

活動を支援するというような具体的な活動もされているやに聞いています。広川町において
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は、そういうふうな──親御さんになると教育委員会だけではないかもしれませんけれども、

何かそういうふうな御予定がもしあるのであれば、お考えも含めてちょっと教えていただき

たいと思います。 

○議長（野村泰也） 

 教育長。 

○教育長（吉住政子） 

 当面、広川町ではございませんが、学校内で相当頑張ってくれておりまして、先ほど申し

上げました数以外に不登校ぎみの子がいるんですね。学校には来れても教室に入れない子供

とか、そういう子につきましては、授業がちょうど空いている教師とか、または加配の教師

あたりが入りまして、別の部屋で一人一人に応じた指導をしております。そういう状況でご

ざいます。 

○議長（野村泰也） 

 ３番竹下英治君。 

○３番（竹下英治） 

 分かりました。 

 この不登校の問題は、数の多寡にかかわらず、非常に大事なことであるし、扱い方も若干

機微なところもあるというふうに考えていますので、今後ともどうぞよろしくお願いしたい

と思います。町議としても何か協力できることがあったら当然やらせていただきたいと考え

ています。 

 続きまして、ちょっと飛びますけれども、教員による研究についてお伺いしたいんです。 

 ちょっと失礼な内容になるかもしれませんけれども、私は中広川小学校の体育館で教員研

究発表をやられているのを一回お伺いしたことが実はあるんです。今回の一般質問の事前の

教育委員会との調整においても、過去どういうことがやられたかというような話もお伺いし

ています。あと、県から指定される分と町で行う分もあるということなんですが、ちょっと

失礼な言い方になるかもしれませんが、ここにもありますように、言語活動を生かした自ら

学び、考える力の育成とか、深く学ぶ児童・生徒の育成とか、本当は示されるときにもっと

説明文があるんだろうとは思うんですけれども、重ねてちょっと失礼な言い方になるかもし

れませんが、本当にこれがお忙しい教員の方が時間を費やして──先ほどもあったように、

不登校の対応も家庭訪問等もしていただいて対応しないといけない中で、それ自体の意義は

あるかもしれんけど、優先順位が高いのかと私は思っているんです。 

 だから、県から指定される分についてはなかなか断りにくい部分もひょっとしたらあるか

もしれませんけれども、やはり町で必要性等をどう感じるかですよね。応じて、県にも断る

ときは断ると。町においても、やるのは本当に必要性のあることに限定するとか、そのよう

にしたほうがですね、全般的な学校教育の充実という観点からいうと私はどうかなと。だか

ら、先生による研究は、項目だけからいうと、まさに先生の日頃の授業におけるＰＤＣＡサ

イクルの中でそれぞれ伝わることだろうし、それぞれ教員の間で学校ごとに共有されても、

研究をなされなくても相当カバーできるかなと思っています。今後のこの研究に係るお考え

をお伺いしたいと思います。 

○議長（野村泰也） 

 教育長。 
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○教育長（吉住政子） 

 県の重点課題は、県が毎年、県の小・中学生の課題を見据えて３つほど重点課題を設定し

て募集してまいります。場合によっては、どうぞということでお薦めいただいたりするわけ

ですね。 

 私が教育長を拝命いたします前は、学力アップ事業というのを受けておられました。実は

これはちょっと屈辱的な指定でございまして、学力の明らかに低いところに県がさりげなく

渡す事業でございまして、私も教育長を拝命しましてかちんときたんですけど、確かにその

頃は広川町の学校はかなり荒れていまして、子供たちが抜け出したり大変な状況でございま

した。そういう中で、少し落ち着き始めた頃でございましたので、やはり学力を上げなきゃ

いけないなということで、そして、縛りはありますが、一番予算もいただける、人もいただ

ける。その予算ももらえますから、教育大とか有名な先生も来ていただける。そのような研

究を一斉にしていただこうということで、３年間していただきました。今おっしゃった言語

活動の何とかという指定でございますよね。その結果、やっぱりいろんな考え方をされます

が、もともと各学校はテーマを決めて研究しているんですね。教師の仕事というのは、子供

を預かっていますから、授業で子供を引き継がなきゃいけないんですよね。でも、なかなか

個人差がありますので、学校で一斉にテーマを決めて研究しているんですが、重点課題等を

受けますと、やはりかなり緊張感が漂うんですね。そしてまた、最終的にはいろんな方が見

に来られます。もちろん雑事も大変増えてまいります。そういうことで、負担が増えること

は分かっていますので、その３年間の指定では、教育委員会事務局が全て雑事を請け負いま

した。様々な案内状も、それから発表資料も全て、対外的な交渉も全てしまして、学校は研

究だけしてくださいと。校長を中心に、研究主任を中心に、しっかりこのテーマで研究をし

て、子供たちがどうしたらよくなるかということで研究してくださいと３年間していただき

まして、ちょっとばかり効果が見えました。 

 その後、今度は町長にお願いしまして、町指定をつくりたいということで、町指定をつく

ることによって町からお金をいただけますよね。それから、いろんな非常勤講師を雇うこと

ができます。または職員が先進校視察に行くこともできます。大事な書籍を買うこともでき

ますということで、２年間町指定をしていただきまして、その５年間で随分変わりました。

現在では広川町は南筑後の中でずば抜けて学力が高いです。小学校は自慢していいほど高い

です。ただ、残念ながら中学校がまだまだ全国平均かちょっと下ぐらいで、もう一歩なんで

すね。そういうことで、今は中広川小学校と広川中学校で小中連携をしっかりしていただこ

うということで、また指定をしております。 

 そういうことで、できる限り雑用は教育委員会事務局で指導主事等が行いまして、先生方

には本来の研究と─聴取不能─をしていただきたい。子供たちは教師を見ております。どんな授

業をしてくれるか、そして、どんな人間かを見ています。教師は子供たちが社会で出会う最

初の大人なんですよね。ですから、立派であってもらわなきゃいけないわけです。だから、

常に研究してもらわなきゃいけません。きついかもしれません。指導案も書かなきゃいけな

いんですね。指導案というのは、言わば建築の設計図ですからね、誰が見ても分かる、こん

な授業をしますよという設計図を描かなきゃいけません。だから、研究指定によってそのよ

うなことが多くなりますから、つらいなと思われている方もおられるかもしれませんけど、

私はやっぱりそうやって教師がしっかり力をつけて子供たちにいい教育をしていただきたい
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と思っています。そして、そのことが、やっぱり広川町はすばらしいと、広川町に住んだら

学校のレベルが高いげなと、広川に住もうかという方に来ていただきたいと思っています。 

 それから、今思っていますのは、小中だけじゃなくて、幼小中連携しないといけないと

思っているんですね。小学校に入る時点から問題があります。だから、現在、幼児期の子供

たちには本を渡しています。市町村によっては入学祝い金を渡されるところもあるそうです

けど、広川町はそれだけの予算はありませんので、町長にお願いしまして、生まれたばかり

の子には福祉課のほうがブックスタートで本を渡しますよね。３歳の健診のときに広川町は

図書館のほうが中心になりまして保護者に読み聞かせの方法を教えて、本を渡しています。

これは100％保護者から評判がいいです。ぜひ続けていただきたい、とてもよかったという

ことで、ああ、本ってこんなにいいんですねと言われます。それから、今度は６歳の入学前

の子にも渡したいと思っています。そういうことで、私は幼児期に本のある環境を家庭につ

くる。そして、本の大事さをしっかり親子ともに認識していただく。それが小学校に入って

からの一人読みにつながっていって、読書をする子供に育っていく。読書によって様々な学

力が伸びますよね。ということで、そのようなことをしたいということで町長にお願いしま

して、予算をつけていただいて取り組んでおります。 

 そういうことで、私はやはりしっかり生きる力をつけた子供、たくましい子供、未来を展

望する子供を育成したいと思って頑張っ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） 

 ３番竹下英治君。 

○３番（竹下英治） 

 教育長のお考えもほぼほぼ分かりました。ありがとうございます。 

 ただ、研究の重要性というのも分かったんですけれども、教員の能力を伸ばす方法として

は、メンター制度とか、ほかにもあると思いますから、私としては本当に重要な研究に絞り

込んで、なさるのであれば本当に実のある研究、そういうことに御配意を賜ればというふう

に考えます。 

 また、本の話は全く共鳴する話でありまして、国語力を伸ばすと外国語能力も伸びますし、

数学も伸びるというのは私も過去いろいろ子供と触れ合う中で実感しておりますので、全く

同じ考えでありますので、またその方向でやっていっていただければというふうに思います。 

 続きまして、教育長のほうに引き続きいろいろお伺いしたいことがあって、すみません、

固めてやらせていただきたいんですが、学校給食の無料化を私としてはやっぱり──先ほど

からるる町長のお考え等々も町の情勢等々も御説明いただいて、その説明自体については理

解をしたつもりなんですが、それでも、先ほど質問台で言わせていただいたように、少子化

というのはやっぱり国難なんですよね。これが全てで今後は日本の国、また地域もそうです

けれども、今までの過去の価値観にとらわれず優先して取り組まないといけない課題ではな

いかというふうに考えています。 

 まずは教育長のお考えをお伺いする前に、今日配付した資料をもって御説明をさせていた

だきたいと思うんですが、資料１というのを配らせていただいています。 

 この前、行われた町のアンケート結果も先ほど江藤議員がるるおっしゃったので、重複す

ることは避けますけれども、やっぱり３人子供を持ちたいけど、現実的には経済的な理由で



- 42 - 

２人なんだというような事実。あれは実は、ここに書いています首都大学東京の山下教授が

少子化に係る思考実験を実際にやっていて、私としては、これは非常に政策をやる上では参

考になる事例だなと思ったので、若干説明をさせていただきます。 

 使う資料というのは、現行の合計特殊出生率が全国で大体1.4ぐらいですよね。うちの町

も、ここまでは悪くないかもしれんけど、さほど変わらないかなと。それと、平成27年度の

30歳前後の婚姻率が約７割だと。それと、平成27年度の完結出生児数、これもどういうこと

かというと、結婚された御夫婦で持っている子供さんの数、おおむね２名なんですよね。ア

ンケート結果にも大体共通する部分があるかと思います。それと、現状の国の調査で、いず

れ結婚したいという人が、適齢期という言い方はあれですが、未婚の８割以上の人がいずれ

結婚したいと思っておられること。また、夫婦の希望子供数というのが2.3人、２人じゃな

いよと。先ほど町の調査では３人という答えが多かったということで、ここでも共通してい

ると思うんです。 

 なかなか子供の負担どうこうと定性的な話をしても分かりづらいので、この教授はこうい

う思考実験をやっています。男性10人、女性10人の集団なんですね。今さっきの資料を使う

と、７組が結婚するとして、２人子供を持ったら14人だと。だから、１世代後は子供は減る

んですよね。だから、ここでどうするかというと、結婚する人を１組でも増やそうという施

策がまず重要だと。そうすると、同じ考えでいくと１世代後に16名になると。それでもまだ

人口減少なんですよね。 

 ここで、当然、行政でもやっておられますけれども、この前、商工会の女性部が婚活を

やっておられますよね。僕はこの前、たまたま女性部長から役場がセットされた会合で発表

されて、皆さん笑って和やかに言われたけど、僕は施策としては、非常に少子化には的を射

た事業をやられているんだなと思って、本当にありがたいなと思ったんです。 

 じゃ、どうやって人口を維持するかということをここで考えたときに、そしたら次に、８

組の結婚があったら16人なんだと。そしたら、結婚した８組の半分の４組が３人子供を持つ

と、これで１世代後に20人になると、こういう計算なんですよね。だから、３人子供を持っ

ていただく方、これはなかなか言及するのは難しいですよね。子供が欲しくてもいろんな理

由で持てない方、それと、やっぱり経済的にそれほど数を望まれない方もおられるし、それ

を否定するものではないんですが、今後、人口を維持するという観点からは、子供さんを持

ちたいと考えておられる方がなるべく３人以上の子供さんを持っていただくという部分に人

口の維持を期待するというのは、いろんな差別の話ではなくて、こういうふうな思考をする

上においては非常に重要だということだと思うんです。 

 私個人の価値観としても、子供の食事は親が面倒を見るという価値観は当然持っているん

ですけれども、３人以上の子育て家庭にやっぱり給食費の無償化というのは、先ほど１人当

たりの金額もおっしゃっていましたけれども、１年間で約50千円強ほどかかる。そしたら、

３人いたら150千円ですよね。４人いたら200千円ということなので、やっぱりこういうふう

に特に多くの子供さんを持っていただく家庭にはやっぱり無償化というのは非常に魅力的だ

と。かつこの少子化というのは本当に国難、そういうふうな捉え方をすると、いろんな状況

があっても、比較的優先度をつけて、やっぱり無償化をやられたらいかがかなというふうに

思いますので、開陳します。 

 その上で、教育長、教育長は教育には長年携わっておられますが、町の三役としての責任
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も持っておられますよね。今つくられている第２期の総合戦略の中で、やっぱりいろいろ言

われる人口ビジョンをどう目指すかと。国立社会保障・人口問題研究所のあの推測が本当に

妥当かどうかというのは、それは本当は誰も分からないけれども、基準、目安が必要だとい

うことで、町も2060年ですかね、その人口ビジョンの目標を達成するために、かかる子供の

観点から、三役の責任としてどういう具体的な施策、御見識があられるか、ちょっと開陳を

お願いしたいというふうに思います。 

○議長（野村泰也） 

 教育長。 

○教育長（吉住政子） 

 各市町が工夫されまして、人口を増やす取組をしていることは存じておりますし、いろい

ろ私も関心を持って見ております。 

 先日、ちょっと市町村名は忘れたんですけれども、非常に驚異的に人口が増えたと。しか

し、その後、数年たって減ったまちがあるということを聞いたんですね。なぜ減ったのかと

いうと、町がどっと若年者向けのアパートを建てたと。それで、若い夫婦が入ったと。とこ

ろが、子供が少し大きくなったら手狭になって、家を建てたいんだけど建てることができな

くて町外に出ていってしまったということで、また減ったという形を聞きました。 

 そういうことで、私はやっぱり思いましたのは、末永く魅力ある町じゃないといけないな

と思うんですね。ですから、幼児期の頃に魅力があっても先の魅力がなければ出ていかれま

すよね。そういうことで、やはりきちんと家を建てて広川町に住みたいという町にしなきゃ

いけないと思っています。ですから、そういう意味で、私は教育に魅力がないと住まれない

かなと。小学生、中学生、高校生になって通うときに、ああ、広川にいてよかったと、しっ

かり鍛えていただいたという教育に魅力がないと、学校に魅力がないと定住されないだろう

と思っています。 

 そういう意味で、私は三役の一人として、そして、教育に関わる者として、しっかりすば

らしい教育をしたいと、この近隣に響くような教育をしたいと思っています。そういうこと

で町長にお願いしまして、ちょこちょこといろんな施策をお願いしています。他の市町村で

していないこともたくさんしております。例えば、小学校は来年度から英語の教科が入って

くるんですね。３年前から英語の堪能な先生を雇いまして、ずっと小学校３校を回って指導

していただいています。小学校の先生は英語の免許というのは持ちませんから、突然英語を

しろと言われても大変困りますよね。そういうことで、ＡＬＴは前から雇っていますから、

外国人のネーティブスピーカーのＡＬＴがおりますから、ＡＬＴと担任と英語の先生と一緒

にずっと英語の授業をつくって、こんなことをしたらいいということで、ほぼつくり上げて

まいりました。そういうことで、ほかの市町村はこんなことはしておりません。今年から小

学校の新採で中学校の免許を持った方を１名入れたというような状態ですね。だから、非常

に県は遅れております。広川町は町長が了承いただきまして入れることができました。 

 それからほかには、例えば、小学校の体育の授業、これは専科制でありませんから、若い

男性の体育の得意な方はいいんですけれども、年配の女性であったり妊娠された先生であっ

たりという方は実技ができないことがあるんですよね。そういうときにやはり非常に困って

あると。だから、授業を交換されることがあったりして工夫してありますが、これはいかん

ということで、私はこれも数年前から町長にお願いしまして、体育の専門家のＮＰＯ団体に
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お願いしています。安い費用で約800時間、３つの小学校に入っていただいています。そし

て、鉄棒とか跳び箱とか危険を伴うような種目の模範等を中心に指導いただいています。そ

ういうことで、体力も伸びてきております。もちろんスポーツ推進委員等も頑張っていただ

いていますけれども、専門的に各学校の授業に入っていただいている。そういうことで、

様々な教育を充実する施策を取ってきたつもりです。 

 特別支援学級についても、今年、肢体不自由児が入ると。だけど、県は１名では学級を認

めないんですね。ですから、困るというときには町のほうにその子につく支援員さんをお願

いして、学校の勉強ができるように支援しております。そういうことで、広川町は小規模だ

からこそ非常にきめ細やかな教育ができていると私は自負しております。 

 そういうことで、教育によって末永く町に住みたいと。できれば図書館をもっと充実して、

広川町の図書館はすばらしいなというふうな図書館のほうにお金を使っていただきたいなと

思っていますが、ちょっとそこは町長と十分合い議できておりませんけれども、そのように

周辺の方が魅力を感じられるような教育、読書活動等の町にしたいなということを考えてお

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。 

 ただ、きめ細やかな教育という観点で、現在、小学校の少人数制、これが実際は中広川小

学校と下広川小学校では未達成と。これは例規にありますよね。しかし、絶対やるじゃなく

て、できたらやるみたいな条文だったとは記憶しているんですけれども、決めたからには

やっぱりやったほうがいいだろうと。今の御説明等は、この切り口だけからは若干落ちてい

るかなというふうに思います。 

 それと、英語教育の重要性は国が決めたことでもありますけれども、個人的には、まずは

国語をしっかりやって、実は国語の文法等を全てマスターした上で外国語を習得したほうが

事後の伸び率は高いという専門家の意見もあるからですね。決まったからにはやるんでしょ

うけれども、小学校での英語教育については本当に実効性のある部分でやらないと、時間だ

け使って、実は英語能力の向上には直結しない場合があるということを御配意いただいて実

施いただければと思います。 

 それと、小学校の学区で、来年度から上広川小学校に行政区にかかわらず通えるようにな

るということなんですけれども、まさに先ほどから町長の施政方針の中でも一部あったかに

記憶しているんですけれども、小学校で実際本当にそういうふうな教育ができるのかと。

ちょっとこれも失礼な言い方なんですが、魅力ある、外国語に絡んだ。それと、結果的に小

学校はよくしても、中学校は１つで、先ほどおっしゃったように、小学校の学力・学習状況

調査の結果をおっしゃっているかと思うんですが、小学校は高くても中学校は悪いんだとい

う状況においては、全般的な雰囲気でですね、この上広川小学校を増やすという施策が意味

が本当にあるのかと。じゃ、やるからには何名程度、来年度──たしか今２名ぐらい希望さ

れているんだったですかね。何名程度ぐらいを目標にするという腹積もりがあるのであれば、

タンセツに御回答いただきたいと。教育長にお願いします。 
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○議長（野村泰也） 

 教育長。 

○教育長（吉住政子） 

 上広川小学校はほとんど１学級なんですね。そうしますと、幼稚園から中学校に入るまで

同じ集団で生活をします。非常にいいこともありますが、息苦しさもあるわけですね。そう

いうことで、規模としては２学級、２掛け６の学校ができたらいいなと思っています。下広

川小学校も新設校舎を建てる場合には大体その規模で考えて造っております。 

 ですから、やはり子供たちがいろんな方と交わって、失敗をまたリカバリーして出直せる

ような、集団の変化ができるような規模を考えております。よろしいでしょうか。 

 それから、国語につきましてはもちろん重要だと思っております。 

○議長（野村泰也） 

 ３番竹下英治君。 

○３番（竹下英治） 

 町長といろんな調整をされて教育の充実に努めておられるということだったんですが、給

食費の無料化についても教育長のほうから町長にお願いしていただければというふうに思い

ます。私は給食も、まさに知育、体育、徳育を下支えするのが食育だというふうに食育基本

法の前文にありますよね。だから、ぜひ無償化を実施していただけるように私からもお願い

しますけれども、教育長からもお願いしていただければというふうに思います。 

 教育長、いろんなお考えをお伺いさせていただいて、ありがとうございました。私は厚生

文教常任委員会に入って、教育を一丁目一番地の私の行政の─聴取不能─と考えていますが、力

不足でありますが、御指導いただきながら、広川町の教育がさらに充実するように、微力で

すが、携わらせていただきたいと思いますので、今後ともどうぞよろしくお願いします。 

 さて、なかなか時間が少なくなった中で、新庁舎建設についてお伺いをしたいというふう

に思います。 

 その前に、今日はちょっと時間もあれなので、せっかく配った資料をまず御説明させてい

ただきたいと思いますが、資料２というものです。 

 地球の温暖化で雨、洪水量が増えているというのは、現実的にそうなっていますよね。だ

けど、じゃ、地球温暖化というのがどういうことなんだということをある程度イメージした

上で、やっぱり地方行政の中でも可能な範囲で現実的なバーチャルなイメージアップをしな

がら行政に反映していかないといけない時代になっていると私は思っています。 

 それで、地球の温暖化、これだけ騒がれていますけれども、どういう状況にあるかという

のを環境省が簡単にまとめた資料を今日は配付をさせていただいています。これはもともと

ＩＰＣＣといって国連の下部組織、いわゆる京都議定書であるとか、今回のパリ協定、これ

を主催している下部組織です。インターガバメンタル・パネル・オン・クライミット・チェ

ンジというところが、いつも年次報告じゃなくて定期的に報告を出しています。これが既に

第５回の報告ができて、今、第６回目の報告に向かっている資料の結果を環境省がまとめた

ものなんですよね。 

 この別紙の世界の平均気温というところを御覧いただきたいんですけれども、温暖化、温

暖化という内容はどういうことかというと、産業革命が1750年から始まって、いわゆるＣＯ２

を主体とする温室効果ガスを──ほかにもいろいろあるんですよ。これは自然でも火山とか、
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そういうところから発生するんですけれども、やっぱり人為的なものが産業革命以降、間違

いなく多くなっていて、係り結び、人為的な温室効果ガスの蓄積が地球の温暖化をもたらし

ているというのはほぼ間違いないということで世界に認められている状況です。 

 今、その温暖化という内容をＩＰＣＣがまとめた結果がこうなっているんですよね。実は

1880年から2012年、おおむね100年強の間に気温が0.85度上がったというんですよね。わず

か平均気温0.85度上がったことによって、これだけ雨量が増えているという状況です。これ

は一回一回の進捗状況とかはいろいろカーブが違います。よく調べると分かる。だけど、結

果としてそうだと。なぜ1880年からかというと、温度を測った記録が残っているのが実はこ

こなんですよね。だから、2012年の間で0.85度上がった、今これで騒いでいるんです。0.65

度から1.06度というのは緯度によって、あと、地域特性によって違うから、地球の平均が

0.85度、こういうことを言っています。 

 次の横書きのペーパーなんですが、これが今後、じゃ、2100年まで温度がどうなっていく

かを出したものがこのペーパーなんです。るる説明しよると全て時間がなくなるんですけれ

ども、ここにグラフが４つあるんです。これは代表的濃度経路といって、リプリゼンタティ

ブ・コンセントレーション・パスウエーといって、そういう温室効果ガス、パリ協定とかい

ろいろあって、みんなが守った場合と、今みたいに中国とアメリカがほぼ40％を排出してい

るんですが、アメリカは入らないと言ったですよね。中国は入ったんだけど、何もやってい

ないんですよ。そういう中で、全然縛りをかけなかった場合を上と下のグラフで表したもの

なんです。そうすると、今から万全の対処をしても、1.8度──1.8度というのは1880年から

比べて1.8度、これが一番いい状況なんです。最悪の場合は4.5度上がるというんですよ。こ

れは科学的根拠があります。 

 これを今度は表のペーパーに行きますが、環境省が日本の場合に当てはめてまとめたペー

パーが縦つづりの３枚ペーパーなんですよね。先ほどのＩＰＣＣが出したのは、いわゆる

1880年から2100年の話をしているんですが、ここに下線を引いていますが、環境省は1984年、

2000年ぐらいから2100年を見据えたデータにつくり替えています。２ページ目なんですね。

それからいうと、ここに書いてあるように、日本は年平均1.1度上がるというんですよ。先

ほどのＩＰＣＣの話は1880年からの話なんですが、環境省は今からこれだけ上がるというん

ですよね。 

 だから、こういうふうな温度の変化を見据えると、今、庁舎建設で僕が言っているのは、

先ほどかさ上げが60センチあると言ったんだけれども、周りの町道はかさ上げできないわけ

ですよね。そうすると、何かこの前、庁舎建設委員会を傍聴させていただいたときに、北か

らの搬入道路でカバーするか何か、そういうことをおっしゃっていたんですが、僕はそんな

もんでは多分対応できなくて、所要のときに役場の方が登庁できない、もしくは肝心なとき

には逆に外にも行けない可能性が私は高いと。だから、もう遅いんですけれども──遅いと

いうか、遅くないかもしれないし、八ッ場ダムの件もあり、私としては建設場所というのを

やっぱり見直したほうが、50年、60年、今後の町発展の核施設として防災拠点施設を造るな

ら、やっぱりここじゃないのではないかなというふうに考えているので、今日は意見は求め

ませんけれども、この意見を開陳させていただきたいと思います。 

 できたらもう一回見直しをしていただければというふうに考えています。僕は後悔する時

期が本当に来ると真剣に思っています。そのぐらいこれは緊迫した問題だということなんで
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す。 

 あと５分ということなので、もう到底間に合わないので、最後に２つお伺いしたいんです

けれども、買物難民、これは僕は上広川で後援会の勧誘で結構回ったんですよ。五千何件ぐ

らい回ったんですが、上広川でも買物ができない、下広川でもできないと聞きました。実は

中広川でもそうなんですよ。川瀬北、緑ケ丘のほうで一部車を貸し出して買物という話とか

は聞いていますけれども、川瀬北、緑ケ丘でも聞く。実はＡコープがなくなって、ここら辺

でも聞くんですよね。そういう状況でよくよく聞いていたら、日常生活の買物自体をできな

いというのと、じゃ、移動販売車が来ればいいかじゃなくて、やっぱり店に行きたいらしい

んですよ。というと、これはやっぱり移動の問題かなと。 

 そうすると、僕みたいな素人議員でもタクシー業界の兼ね合いでそんな簡単にはできない

よとか、そういうことは分かっています。だから、買物という観点からいろんな施策、移動

販売であるとか、来るかどうか分からないけど店を誘致するとか、そういういろんな施策で

対応されていくと思います。いろんな方法的に難しい問題があるかもしれないけれども、

やっぱり移動手段をどうするのかということを重点的に検討していただかないと、先ほど申

し上げたように、今後は高齢者が団塊の世代の方等を含めてますます増えていかれる状況に

おいては必要かなというふうに思います。 

 それと、外部評価の話なんです。これは先ほどあったように、過去やったやつですね。僕

は施策評価にも外部評価を使うべきだというふうに考えているんですよね。事前の調整をし

たら、なかなか施策評価をできる外部の人がいないんだと。それはそうかもしれないけれど

も、プロはその辺の学校の教授とかはいるとして、やっぱり真剣に町政を考えている町民の

方、それは町民目線だけで僕はいいと思うんですけれども、施策評価についてもぜひ外部評

価という制度をやっぱりもう一回導入していただいて──大変かもしれません。僕は外部評

価をやっているところを見に行ったら、セッティング自体もまた役場の方も執行部の人数が

少ない中で大変かもしれないけれども、ＰＤＣＡサイクルを実効性のある形で回すためには、

やっぱり評価、特に行政の場合は、ただ単に評価ではなくて、反省という若干厳しい目で見

ないといけないんだろうと考えていますので、ぜひ積極的な考えをしていただければという

ふうに考えています。 

 取り残した分は６月の定例会等々に、また皆さんお忙しい中においてはなかなか行けない

んですよ。皆さん忙しくされているから話しましょうとなかなか行けないんですけれども、

そういうことでやらせていただきたいと思って、質問を終わらせていただきます。真摯な御

対応、非常にありがとうございました。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 暫時休憩いたします。10分間の休憩を取ります。 

午後１時46分 休憩 

午後１時55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、１番山下茂君の登壇を求めます。 

○１番（山下 茂） 
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 皆さんこんにちは。山下です。よろしくお願いいたします。 

 まずは、先ほどから言われているコロナ対策、今後またどのような状況になるかは分かり

ませんが、町のほうでも対応のほうをよろしくお願いしておきます。 

 それでは、質問通告に従いまして大きく２点質問いたします。 

 基本施策３の「人が育つ、人を育てるまち」について、主に小・中学校児童・生徒の体力

の現状につきまして、来年度導入されるプログラミング授業につきまして、それから、きめ

細やかな教育環境整備事業、先ほどから言われている上広川小学校の30人学級、中広川小学

校、下広川小学校の35人学級について、それから、生涯学習・生涯スポーツについて、大き

く次がＩＣＴを活用した住民サービスについてを質問させていただきます。 

 あとは質問席のほうでお伺いいたします。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） 

 山下議員の質問にお答えする前に、本日の休校の中で何名の児童・生徒が登校したかをお

伝えしたいと思います。 

 上広川小学校につきましては18名、それから、中広川小学校は55名、下広川小学校は28名

ということでちょっと減っております。昨日はいろいろ問合せがあったり苦情があったりし

たそうですが、本日は何もなくて落ち着いて子供たちは学校内で活動しておりますというこ

とでございましたので、お伝えしておきます。 

 では、山下茂議員の御質問のうち、まず、小・中学校児童・生徒の体力低下問題について

お答えしたいと思います。 

 毎年、全国体力・運動能力調査が行われておりますが、今年度の広川町小学校の５年生と

中学校２年生の体力テストの結果につきましては、まず、小学校では全種目、全国平均より

も高い結果となっております。そして、年々体力は向上しております。中学校におきまして

は、以前よりも体力が向上しております。種目によって差がございます。 

 次に、ＩＣＴ・プログラミング教育についてお答えしたいと思います。 

 来年度から小学校の新学習指導要領が全面実施になりまして、プログラミング教育が必要

となります。低学年はプログラミング的思考の育成を図るような学習を行うようになってい

ます。高学年では算数や理科において、これまでの学習内容にパソコンを使った授業内容が

入ってまいります。また、これらの指導内容と方法は教師用の指導書にも細かく明記されて

おりますので、どの教員も指導できるものと思っています。中学校でも、これまでの技術科

の学習の内容をさらに増やした形で指導するようになっております。 

 ３点目に、きめ細やかな教育環境の整備についてお答えいたします。 

 少人数指導体制につきましては、先ほどの竹下議員の回答にも申し上げましたとおり、国

が進めております少人数指導工夫改善加配教員の配置がされておりますが、これに加えて町

のほうでは平成28年度より地方創生事業の一つである少人数学級により、さらにきめ細やか

な教育環境の整備を行っております。 

 最後に、生涯学習・生涯スポーツについての御質問にお答えいたします。 

 広川町には多くのスポーツ団体が存在し、活発な活動が行われておりますけれども、生涯

スポーツ関係の指導者を対象にした研修等は実施しておりません。しかし、町のスポーツ推
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進委員は県主催の地域スポーツ指導者研修会等の研修に積極的に参加していただいておりま

す。推進委員の中には、少年野球、バドミントン、相撲、バレー等のスポーツクラブに所属、

指導されている方もおられ、それぞれの活動の中で研修内容は有意義に活用されていると考

えております。 

 今後は体育協会やスポーツ推進委員の会の組織と連携し、スポーツ指導者の指導力がより

充実していくように支援を行っ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） 

 町長。 

○町長（渡邉元喜） 

 山下議員の質問の中で、ＩＣＴを活用した住民サービスについてのお答えでございます。 

 ＩＣＴについては、急速な発展を続けており、情報通信網の高速化やスマートフォンの普

及などによって、私たちの生活や経済活動に広く浸透し、ライフスタイルや社会経済に大き

な変革をもたらし続けております。 

 このような中で、現在、町で活用しているＩＣＴとしましては、台風接近時などに配信す

る避難所開設等の防災メールやフェイスブックを活用した情報発信、昨年４月から導入した

母子手帳アプリなどがあります。 

 今後、先ほど説明したような住民サービスについては、もっと多くの方に利用してもらえ

るように周知を図るとともに、他の自治体のＩＣＴの活用状況等の情報収集を行い、費用対

効果を考慮しながら、幅広い分野においてＩＣＴの新たな活用を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） 

 １番山下茂君。 

○１番（山下 茂） 

 先ほどから言われているとおり、教育のほうに関しては、小学生の学力のほうもよくなっ

ておりますし、体力のほうも、３小学校の合同陸上会を行っていただき、そこに専門家を呼

んで体育の指導をしていただいております。下広オリンピックやサスケ・サーキット、いろ

んなことに取り組んでもらっていますので、体力向上もしておるということでお伺いしてお

ります。また、学習のほうも、先ほどから言われているとおり、校内研修を数多くしていた

だいております。また、挨拶運動とか、知・徳・体、バランスの取れた学習活動をしていた

だいております。非常によくなっておると感じております。また、ハード面でも、上広川小

学校の耐震工事や中広川小学校の児童の増加に伴った新築工事や、現在行われている下広川

小学校の校舎、体育館の建築、また、先ほどから出ているような「いこっと」を造っていた

だいたことによりまして図書館のほうも大分充実してきまして、本当に子供たちの学力とか

体力面に関しては向上していると感じております。 

 そんな中、平成28年度より行われておりますきめ細やかな教育環境整備事業ということな

んですけど、上広川小学校のほうを30人で複数クラスということと、中広川小学校、下広川

小学校の35人学級を目指されているということで、やっぱりこれには教師と児童のコミュニ

ケーションの向上ということがうたわれていますけど、先ほども言われたとおり、いろんな
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家庭状況だったり、あるいは保護者のニーズ、いろいろございますので、非常に大切なこと

だと思っております。ぜひ実現をするように努力をしていただきたいと思います。 

 それで、質問に入りますが、現状を聞きますと、令和元年度、５名の配置予定をしており

ましたが、結果的に１名も配置できずに、途中採用をされて、副担任ということで１人採用

されたと聞いております。令和２年度の採用予定と、また、少人数クラスの配置ができたか

どうかをお聞きします。 

○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） 

 今、山下議員からおっしゃるとおり、少人数学級の取組につきましては、令和元年度が常

勤講師の確保が難しかったということで、本当に議会の議員には申し訳なかったと思ってお

ります。 

 それで、令和２年度につきましては、この少人数学級の対象学年が、今回、中広川小学校

が４学年、下広川小学校が１学年ということで、４つの学年が35人学級の少人数学級の対象

ということで予定をしております。それで、今まで常勤講師だけという枠で考えておりまし

たけれども、なかなか常勤講師が見つからないということで、今回は非常勤講師、もしくは

教員の免許を持たない学校教育支援員というものを配置しまして、柔軟な雇用形態によりま

して人的な配置を行うようにしております。 

 その内容としましては、まず１つ目が担任できる少人数学級の講師ですね、今までと同じ

ような常勤講師。２つ目が副担任を行う少人数学級の常勤講師です。それと３つ目に、短時

間勤務の非常勤講師。それと４つ目に、教師の補助的業務を行う教師の資格を持たない学校

教育支援員ということで、そういった資格を持たない方については、先生の補助ということ

で、宿題の点検ですとかテストの丸つけとか、そういったところの支援を行っていくように

考えております。 

 それで、現在の配置の見込みということですけれども、現在、２つ目の副担任の方が１人、

それと、３つ目の非常勤の方が１人、それと、４番目の担任の補助をする資格を持たない方

が２人ということで、今４人の確保をしている状況でございます。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 １番山下茂君。 

○１番（山下 茂） 

 ありがとうございます。 

 今、教師不足ということは非常にどこでも言われておりまして、現在、第２次ベビーブー

ムの頃に大量採用された方が大量退職されておりますし、また、若手の成り手不足が叫ばれ

ております。平成29年度の福岡県の採用倍率も1.3倍ということで、望む人も少ないですし、

特にこれは町独自でやっている事業ですので、例えば、南筑後教育事務所や県とかの協力等

もなかなか得にくい状況であると思うんですよ。他の市町村とかを見ますと、例えば、ＰＴＡ

を通じて免許取得者の情報を聞いてみたり、メディアや広報紙等を使って採用の情報を呼び

かけていたりと、いろいろ努力をしてあるそうですが、広川町ではどのような施策というか、

どのような形の活動をされているでしょうか、お願いいたします。 
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○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） 

 この講師の確保につきましては、基本的には南筑後教育事務所のほうに講師の登録があり

ますので、そちらのほうにお願いするわけですけれども、令和元年度で教育事務所のほうに

講師の紹介をということでお願いしましたけれども、現状を聞きますと、小学校の枠で常勤

講師のまだ決まっていないという学校が南筑後教育事務所管内で30校あるそうです。そのう

ち常勤講師じゃなくて非常勤講師を充てた学校が23校、それで、全然講師が見つからないと

いう学校が７校あるそうです。中学校においても、同じように未配置校が10校あって、うち

３校が非常勤講師で補って、未配置校が７校ということで、広川町においては県からの講師

は幸い全員配置していただいておりますけれども、こういった状況の中、常勤講師を確保す

るのはなかなか難しいということで、現在は学校の校長をはじめ、教師のほうにお願いして、

知り合いにいないかという話を口コミで募集をしておるところでございます。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 １番山下茂君。 

○１番（山下 茂） 

 ありがとうございます。大変採用するのは難しいことだと思っています。僕も仕事柄、い

ろいろ小学校とかに行くので聞いているんですけど、やっぱり定年されても親の介護があっ

たりとか、なかなかそういう状況にないということを聞きます。例えば、手当を県より

ちょっと高くするとか、複数契約するとか、いろいろ手段を使っていただいて頑張って実現

できるようにお願いしたいと思っております。 

 それから、教師と児童のコミュニケーションを図るということですが、少人数体制が実際

非常に難しいと思われるんですよね。それ以外もいろんなことができないかと思っておりま

す。例えば、八女市なんかで行われている２学期制ですね。教師の時間をつくるというと変

ですけど、２学期制にすることで４つの評価文書、もちろん分かってあると思いますけど、

総合所見、道徳、総合学習の時間、外国語など、担任の先生が30人から40人分の評価文書を

一人一人書いていくというような作業とかが１学期分だけでも減ることによって時間が生ま

れ、新しい取組やコミュニケーションの向上等を図られるのではないかと思っております。 

 また、中広川小学校みたいな大規模校では、秘書的な補助の方、先ほど丸つけとか話が出

ましたけど、そういう方を雇ってもらうことで、教務主任とか教諭、この方たちの雑用とか

事務処理の軽減をしてもらうことによりまして、本来行うべき若い教師への指導とか、その

辺ができると思いますし、また、スクールカウンセラーや専門家へ上手につなぐということ

で個々に応じた指導もできるようになってくると思います。そういうこととかも踏まえなが

ら、いろいろな施策を取りながら、ぜひコミュニケーションの向上、そういうことをやって

いただきたいと思います。よろしくお願いしておきます。 

 それから、続きましてＩＣＴを活用した住民サービスのほうで質問させていただきます。 

 先日、少し説明もしておりましたが、５Ｇが今後導入されたりすることで社会環境は大き

く変わると言われています。第４次産業革命とか、先ほどから言ってあるSociety5.0など、

いろいろ変わってくるとは思います。何か遠い話のように感じられますが、最近ではペイペ
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イとかスマホ決済を使ったり、テレビよりネットを見る子供たちも増えてきているような状

況で、意外と思ったよりは早くこのことが進むんではないかなと思います。 

 そういう中で、広川町では庁舎建設が行われる予定になっております。これを機にＩＣＴ

を活用した住民サービスのほうを図っていただきたいと思いますが、今後、御予定は何かご

ざいますか、よろしくお願いいたします。 

○議長（野村泰也） 

 総務課長。 

○総務課長（丸山英明） 

 ＩＴＣ（54ページで訂正）を活用した住民サービスという点に関しましては、あらゆる近

隣の市町村とか、大きな福岡市あたりでしたら独自でアプリの開発等を行われて、こういう

情報通信網を活用した住民の方との相互のやり取りでありますとか、町のほうの情報発信、

それから、住民の方からの情報提供という形で活用されているものと考えております。 

 今後の新たなＩＴＣ（54ページで訂正）を活用した住民サービスということについて具体

的な整備計画は持っておりませんけれども、山下議員が言われました庁舎建設に伴いまして、

まず、新庁舎の中でのそういう通信網の整備等、それから、住民への情報提供という面では、

デジタルサイネージ等を使いました映像、画面での町の行事等の周知でありますとか、それ

から、これは庁舎建設には直接関わらないと思いますけれども、今、フェイスブック、LINE

等、そういう様々な通信アプリを活用した住民への情報提供なりという面では、今後、様々

な分野において民間での開発が進んでくるものと考えております。そういう民間の開発され

たものの内容等を検討いたしまして、町で導入等を考えていく、各分野においてそういうこ

とが必要になってくるかと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（野村泰也） 

 １番山下茂君。 

○１番（山下 茂） 

 ありがとうございます。 

 今ちょうど福岡市の話をされましたけど、ちょっと話したときも、福岡市のほうではLINE

アプリを使った住民情報サービスを行っております。多分スマホを持ってある方はほとんど

LINEのほうをしてあって、例えば、保護者というか、一般の方でも子ども会なんかでもグ

ループLINEを使ったりと、結構使ってあります。 

 このLINEアプリはどういうものかというと、いわゆるセグメント方式ということで、簡

単・多機能配信メールとか抽出配信メールと言われているもので、スマホのLINEアプリをダ

ウンロードしてもらって福岡市と友達になってもらうだけです。普通にお友達とLINEで友達

になっているのと同じような形で、福岡市と友達になっていただければ福岡市のほうから情

報が来るというような形になっています。これは先ほど言ったように、抽出メールというこ

とで登録をすれば、欲しい情報だけが入ってくるような形になっております。 

 少し説明させていただきますと、最近だと、先ほど言われたようにコロナウイルスの話が

ありまして、コロナウイルスの情報がLINEアプリのほうで入ってきます。そうすると、例え

ば、お子さんがいらっしゃる方は、学校の情報が聞きたいと、例えば、１・２年生は来ても

らっていいとか、何時までどげんなっているとか、そういう学校の情報が入りますし、例え
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ば、年配の方で病院だったり保健所が必要な方はそういうものが入ってきます。これがどう

して便利かというと、先ほどから出ていますけど、アプリをいっぱい入れるということじゃ

なくて、この１つのアプリを入れることによって、先ほど言った防災、また、ごみの日、子

育て、交通安全、市政だより等、大体全ての行政情報が入ってくるようになっています。こ

のことによって、先ほどからあっているようなコロナウイルスなんかもそうですし、広川町

では、先ほど防災メールの話、もしくは広川ダムの話も出ましたが、広川町のダムの放流の

現状というものも流れることになります。これはただ情報が流れるというだけではなくて、

正確な情報を町民の方に知っていただくことで、無駄な不安とか、うわさ話等がなくなり、

スムーズな行政運営ができると思います。この中には子育ての分野なんかもいろいろありま

すけど、福祉のほうに聞いたところでは、そういうホームページというか、アプリを使って

窓口対応が少なくなったということで、行政の事務作業といいますか、窓口業務なんかも

減ってくると思います。こういうことをやることによって、住民へのサービスとともに、先

ほどのコロナウイルスなんかでも、その後のツイッターなんかを見ると、対応が早いと言わ

れるんです。ツイッターなんかで福岡市に住んでよかったと。定住の問題ですね。これは多

分ほかのところも対応してあるんですけど、ただホームページに載せただけじゃなくて、そ

のアプリを登録してある方には対応した瞬間に流れていく。素早いスムーズな情報発信がで

きるということで、非常に便利、また、住民の方も安心して生活できるというようなこと等、

いろんなことが含まれてまいります。また、広川町のブランド力発信とか、いろんな方向に

使えると思いますので、もしよろしければこういうのを、３年後になるか、いつかは分かり

ませんが、少しずつ入れてもらいたいと思います。 

 ちなみに、LINE Fukuokaのほうに電話を入れまして、SmartCity戦略室というところに問

合せをしますと、LINEのほうで対応するんじゃなくて、LINEと提携しているというか、富士

通とか、そういう会社さんがあって、そういうところにアプリを頼んでもらうとこういうの

はできますよということでした。このアプリも福岡市みたいなベースのものですると月約

100千円ぐらい。セットの決まっているものがあるそうなので、サーバー料込みで年間1,000

千円から1,500千円程度でできるということで、金額的にもそこまで高くないですし、煩雑

な業務を少しでも改善したり、窓口業務が減ったりする等、非常に役に立つと思います。 

 先日も西日本新聞のほうで、八女市のほうでワンストップ窓口ということで窓口を一括化

されたと思います。これもＩＣＴに入るかどうかは分かりませんが、中のパソコンというか、

業務自体がきれいになったということでできる事業でもあると思いますので、今後とも御検

討のほうをよろしくお願いしておきます。 

○議長（野村泰也） 

 総務課長。 

○総務課長（丸山英明） 

 今、山下議員から御紹介いただきましたように、こういうＩＴＣ（54ページで訂正）を活

用した行政サービスというのは多岐にわたって、今、開発、向上が進んでおるものと思って

おります。そういう情報を収集しながら、先ほど町長回答にありました費用対効果の高いも

のを厳選しまして、町への導入のほうを検討させていただきたいと考えております。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（野村泰也） 



- 54 - 

 １番山下茂君。 

○１番（山下 茂） 

 質問をこれにて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） 

 総務課長。 

○総務課長（丸山英明） 

 すみません、私の答弁でＩＣＴをＩＴＣと間違えて答弁しておりました。ＩＣＴの間違い

でございます。訂正させていただきます。 

○議長（野村泰也） 

 次に、８番光益良洋君の登壇を求めます。 

○８番（光益良洋） 

 ８番光益良洋でございます。今回の質問に入ります前に、皆様方、前の質問された議員が

言われておりますけれども、コロナウイルス対策については、見えない敵との闘いというこ

とで、いろんな意味で言われております。本当に悩ましい部分があるかと思いますけれども、

対策についてはしっかり行っていきたいと思っているところで、執行部側においても、いろ

いろ判断をやりにくい部分はあるかと思いますけれども、協議した中でしっかり対応してい

ただきたいというふうに思うところであります。 

 質問に移りますけれども、今回、私は２項目について質問をさせていただきます。２つの

項目とも前の議員の中で質問等がありましたけれども、なるべく重複しないように質問させ

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。 

 １つ目の質問ですけれども、１つ目は、国・県・町道の現状と今後の計画についてでござ

います。 

 現在、日本は車社会において道路整備は欠かせないものだと思いますし、町の発展におい

ても重要な事業の一つでもあるというふうに思っております。道路整備がなされ、利便性が

高まれば、先ほど町長もおっしゃっておられましたけれども、そこに道の駅構想等々で人が

寄る施設や、または民間による開発が行われ、住居が建ち、いろんな意味で雇用が生まれ、

活力が見いだせる部分で少子高齢化対策にもなると思うところです。 

 国道においては、３号バイパスの計画を現在進めておりますけれども、重複する部分であ

りますが、今後の計画はどのようになるか、お尋ねをいたします。 

 また、県道三潴上陽線ほか、各県道整備の推進と安全対策は今後どのように進めていかれ

るのか、お聞きいたします。 

 そのほか、町道整備の進捗と今後の計画はどのように行っていくのかも、ちょっと重複す

る部分があるかと思いますが、お聞きし、答弁を願いたいと思います。 

 ２つ目の質問に移りますけれども、高齢者支援対策についてですけれども、これも先ほど

議員のほうからの質問の中でもありましたが、これには答弁があっておりませんでしたので、

その辺のところは少しお聞きしたいというふうに思っております。 

 今現在、高齢ドライバーや歩行者による交通事故がメディア等々でよく報道されているこ

とは皆さん御承知のとおりだと思っております。ちなみに、70歳以上のドライバーの方の事

故率が２倍になるという発表が総務省のほうからなされており、本当に対策としていろいろ

考えていくべきではないかというふうに思っております。 
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 また、町内におきましては、公共交通機関において民間のタクシー会社が１社ございます

けれども、ほかは南北、国道、県道については路線バスが通っておりますが、広川町におい

ては東西がどちらかというと長い町になりますけれども、東西には民間の公共交通機関等々

は走っていない。その中で、町において、現在ふれあいタクシーを運行しておられるわけで

すけれども、そこでいろんな高齢者支援の中の一つの対策として、交通及び買物弱者に対す

る、この言葉が適切かどうかはちょっと分かりませんけれども、そういった方々に対する支

援策として、ふれあいタクシーを活用する計画がないかということでお尋ねをさせていただ

きます。 

 あとは質問席にて行います。よろしくお願いいたします。 

○議長（野村泰也） 

 町長。 

○町長（渡邉元喜） 

 光益議員の質問の中の国道３号バイパスについてでございます。 

 国道３号バイパスにつきましては、さきの池尻議員及び竹下議員の質問でもお答えしたと

おり、現在、九州地方小委員会での計画段階評価が実施されており、今月中には対応方針が

決定されると伺っております。この決定を受け、事業化が決定した場合、ようやくルート決

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。 

 県道整備につきましては、現在、久留米立花線の吉常地区及び三潴上陽線の中広川小学校

前と下広川小学校東側付近の歩道設置工事が進められており、このうち三潴上陽線の中広川

小学校前の工事は今年度で、久留米立花線についても来年度には完成予定であります。 

 この中広川小学校前の交差点の信号機には何か右折信号がついている。今日、気がつきま

した。ありがたいことでございます。 

 このため、今後は三潴上陽線の未整備区間となっている牟礼地区の整備や下広川小学校前

の智徳交差点改修など、新たな箇所の事業化を要望してまいります。 

 町道につきましては、久泉日吉線が来年度には完成予定でございますが、道路舗装等が完

成し、通行可能な状態となれば早々に開通を予定しております。また、上広川保育園や舞風

台の八女市アクセス道路となる福田線につきましても来年度の完成を目指しております。 

 このように、町の主要な道路につきましても、時間を要しましたが、ようやくめどが立っ

てきました。今度は、くだもの村方面から広川町運動公園方面へ接続する吉常古賀線につい

ても、補助の採択を受けて事業化を進めていく予定としております。また、住民の生活に最

も重要な生活道路についても、４メートル未満の狭隘道路の改修を進め、安全・安心な道づ

くりを進めてまいります。 

 次に、高齢者支援対策についての質問でございますが、高齢者支援対策につきましては、

単身世帯や高齢者のみの世帯が増加する中、高齢者等生活支援体制整備協議会を設置し、高

齢者の見守り支援、生活支援について協議を行っております。協議会は、町内の各種団体や

医療機関、福祉施設、商工会、ＪＡ、ボランティア団体等の代表者により組織し、高齢者の

アンケート調査や座談会による地域のニーズを把握し、暮らしの困り事についての協議を進

めております。令和元年度は困り事の一つである買物支援についてどのような支援策がある

のか、先進地の実施状況について情報共有を図っています。 
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 買物支援の取組には様々な支援の方法があると思われますが、地域公共交通のふれあいタ

クシーの高齢者利用に係る助成は現在のところ予定しておりません。しかしながら、高齢者

の生活に直結する課題でもあり、地域の協働の取組として、町内各地域のニーズを踏まえ、

民間事業者の活用も視野に入れた取組や体制づくりについて協議していきたいと思っており

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） 

 ８番光益良洋君。 

○８番（光益良洋） 

 まず、国道３号のバイパスについてお聞きいたします。 

 議員が前に聞かれたとおりで、まだそんなにいろんな計画等々がなされていない中で、予

定としてどういうふうに進むという答弁がありましたけれども、ちょっと趣旨を変えた中で、

これは要望という形で捉えていただければというふうに思っておりますけれども、そもそも

の３号バイパス計画のきっかけとなったのが、平成23年に、今、八女市の立花町より国道３

号の抜本改革という要望が八女市のほうに送られたのがきっかけだというふうに経過として

お聞きしております。それから、広川町と八女市との協議が平成25年に起きているというこ

とで、本当に長い年月をかけた中でようやくここまで来たということ。やはりそういったと

ころには八女市民も含めた中の市民、町民の意向がそれぞれいろんな意味であったというこ

とで、この３号バイパスの計画がなされているということを肝に銘じて、いろんな賛成があ

れば反対もあるというふうに思いますけれども、こういった流れがあって、突発的に３号バ

イパス計画が起きたんじゃないよということをきちんと明確にさらにしていくべきだという

ふうに思っております。 

 今後、町としては国交省と連携をする、または九州地方整備局との連携をしていくという

形になりますけれども、どのような形で連絡網を形成していくのかというものを、分かる範

囲で結構ですので、お聞きしたいというふうに思っています。 

○議長（野村泰也） 

 建設課長。 

○建設課長（樋口信吾） 

 福岡国道事務所が国道３号の改良関係の担当部署となっております。それで、福国だけで

やるというのもなかなかできないものであって、地元との調整が必要になってきます。その

ために、福岡国道事務所が中心となって、八女市と広川町並びに場合によっては県も集めた

ところで定期的な会議等を開いて、事業をうまく進めるためにどうしたらいいかという対策

会議等を開いて進めているところであります。 

 工程の関係をいろいろ聞かれているので、ここで話をしっかり押さえておくんですけれど

も、まだ計画決定というところまでは来ていません。それで、今年度中には第３回目の小委

員会が開催されて、その中で方向が出せるという話だと伺っています。そこの時点では帯

ルートが決定すると。今後、その帯ルートが決まった後に線形ルートを入れられて、その線

形ルートを入れるときには関係機関との調整となっていますので、当然、文化財があったり、

農業振興地域であったり、河川管理者との協議であったりというのがなされていきます。そ

して最後に、都市計画の決定を受ける作業に入ってくるということですので、そういった段



- 57 - 

取りになろうかと思っています。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 ８番光益良洋君。 

○８番（光益良洋） 

 そういったのも踏まえた中で、連絡を密にする流れは今のうちからもきちんとどういった

形でつくっていくということを明確にしていったほうがいいかなというふうに思いますので、

よろしくお願いしたいと思います。 

 ３号バイパスにおいては、昨年９月議会においても、議会側からも決議案として提出をさ

せていただいておりますし、八女市議会のほうからも同じく決議案として早期着工、早期竣

工ということで要望を上げておりますので、早い段階での着工を目指すことを望んでおりま

す。 

 これで３号バイパスについては終わらせていただきます。 

 次に、町内における各県道においてですけれども、久留米立花線においては、ようやく、

本当に長年の懸案がやっとここにたどり着いたということで本当にうれしく思うところであ

りますし、まだ八女市側の部分が残っておりますけれども、それが開通する、もしくは改良

が行われることによって、またさらにいい道路網が形成されるんじゃないかということで本

当にうれしく思っております。 

 久留米立花線については、そういった形でめどが立ったということで本当にありがたい話

であります。ですけれども、広川の場合は東西に走る三潴上陽線が主な道路だというふうに

思っておりますので、まだまだ改良区間、いろいろ考える部分があるかと思いますし、今現

在では下広川校区の智徳交差点付近、もしくはそれから東側の改良ということで進めておら

れます。どこまでか分かりませんが、今現在のそこの部分ですね、智徳交差点に関してはま

だ着工されていないかと思いますけれども、それから南側でちょっといろいろ凸凹、土地の

買収等々を含めた中で立地的なものはどうしても分からないかと思いますけれども、今、事

業が進まない理由といいますか、予算が絡むものなので、予算と言われたらそれまでかもし

れませんが、そういった事案があれば、よかったら教えていただければと思います。 

○議長（野村泰也） 

 建設課長。 

○建設課長（樋口信吾） 

 池尻議員のときも若干説明させてもらいましたけれども、境界問題がここは発生しており

ます。道路と民地の境界が違っているということで、この境界整理をしなければ、結局は事

業化した場合でも用地買収が進まなくなってしまって、ここで止まってしまうというおそれ

があると。当然、県においては、これだけの大きな事業をやってくるとなれば、国の補助事

業を使ってします。補助事業を使ってやろうとなれば、途中で止まってしまったらば補助金

の見込みがなくなってしまうので、それは避けたいと。そういう段階の中では、事前調整を

まずしっかりしてからここを整理しなければいけないんだということを言われていますので、

この辺については地元の区長さんとも大分協議していますので、さらにここは連携を取って

前に進む方法を検討していきたいと思っています。 

○議長（野村泰也） 
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 ８番光益良洋君。 

○８番（光益良洋） 

 本当に大事な部分でもあるかと思います。そしてまた、子供たちの通学路ということもあ

りますので、ぜひとも一日も早い解決を望むところで、おのおの訴えていきたいというふう

に思うところであります。 

 また、三潴上陽線の中での、今現在、中広川小学校のところまでようやく終わるというと

ころで、それから東については何も今のところ考えていらっしゃらないのか、ちょっとお聞

きします。 

○議長（野村泰也） 

 建設課長。 

○建設課長（樋口信吾） 

 三潴上陽線については、未整備区間については通学路でもあります。それで、ここについ

ては要望はかけているところです。ただ、県から言われているのは、一斉にどこもここもや

れるということにはならないと。当然、優先順位が必要になってくるということを言われて

いますので、ここに至っては、また今後、県のほうと協議しながら進めていきたいと思って

います。 

○議長（野村泰也） 

 ８番光益良洋君。 

○８番（光益良洋） 

 そういうことで、まずは下広川のところを一刻も早く終わって、それからさらに未整備区

間のほうに早急に移っていただきたいというふうに思うところであります。 

 それとまた、同じ三潴上陽線ですけれども、これは安全対策部分でお聞きするわけですが、

行政側、執行部側でできる範囲をして警察にも絡むようなことかと思いますが、ちょっと口

で説明ができるかどうか分かりませんが、今現在、三潴上陽線と国道３号の交差点が川瀬交

差点になっております。その西側に川瀬西交差点がございます。皆さん御承知のように、朝

夕は両方の渋滞がひどい。朝にしても夕方にしても、これは私が危険だなと思った中で感じ

たことですけれども、下広川側から川瀬交差点のほうへ向かっていたところ、渋滞によって

川瀬西信号の手前で私が止まっておりました。後ろにもずらっと車が並んでおったんですけ

れども、皆様方も運転免許をお持ちだと思いますので、渋滞しているときには交差点の中で

は止まらないというのが通例だと、道路交通法等々の問題で普通だと思いますので、私の１

台前の車だったんですけれども、川瀬西交差点の手前で止まっておりました。そしたら、私

の数台後ろの車がいきなり右車線に出てきたわけですね。何をされるのかと思ったら、右車

線から川瀬西交差点を左折されたんです。そして、そこに左側から自転車が来よったんです。

たまたまその自転車が気づいたから止まって大事には至らなかったんですけれども、そう

いった事案を私は実際に目撃しましたし、正式な日時はちょっと忘れましたが、去年11月で

した。去年11月にそういった事案を実際この目で目撃して、何か対応する方法はないのかな

と。それをたまたま友人とお話をしていたら、いや、俺も見たばいと。だから、事例が１件

じゃないということは確かだったんだなと。 

 それも本当に危ないなというふうな形で、何か対応する方法がないのか。いろんな問題が

あって大変かと思いますが、それだけに限らず、私がよく目にするのは、川瀬西交差点の手



- 59 - 

前から川瀬の信号の右折線へ行かれる方はよくおります。右折ラインに行かれる方はよくい

らっしゃるんですけれども、こんなことを言っていいのか分からんけど、直進が向こうから

来るから信号が青になっても簡単に右折されんとばってんなと思いながらも、よく行かれる

のは見ます。これも本来は危険であるかと思いますけれども、さらに危険度が高いような運

転をされる方を目撃したので、そういった対応というのはどういう形かでできるんですか。 

○議長（野村泰也） 

 建設課長。 

○建設課長（樋口信吾） 

 まず、川瀬交差点の三潴上陽線側の渋滞の問題についてはこちらも把握しておりますけれ

ども、ここの主な原因なんですけど、国道３号の渋滞に問題があります。それで、国道３号

が渋滞しているがために、信号配分が、どうしても三潴上陽線側の青時間を短くした対応が

取られています。そのために、そちらの方向も渋滞を起こしてきているというのが現状とし

てあろうかと思います。 

 ここの対策についてですけど、なかなかハード面での対策は難しいかと思っているんです

けど、どうしてもこれは通行者のモラル的な問題でもありますし、違反行為ということでも

ありますので、この辺についてはやっぱり警察のほうと協議して、取締りを強化してもらう

ようにお願いしたいというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 ８番光益良洋君。 

○８番（光益良洋） 

 本当にモラルの問題だというふうに思っておりますので、私も一回交番に行ったんですけ

れども、いらっしゃらなかったので、お話しができなかったんですけど、私もまた行って、

交番の方ときちんと話をさせていただいて、何かやれることはないでしょうかということで

相談もしたいなというふうにも思っておるところでございます。 

 本来であれば、あそこに何かポールみたいなやつが立てば車両がそこに行くことはできま

せんので、右側に出るようなこともないのかなというふうには思いますが、やはりあそこか

ら今度は右折される方もいらっしゃいますので、なかなか厳しい部分があるかと思いますが、

その辺のところは何かいい知恵があれば考えていただければなというふうに思っておるとこ

ろでございます。 

 また、あとは町道整備のほうに移りますが、町道整備のほうに関しては、先ほど答弁にも

ありましたように、久泉日吉線はある程度めどがついたと。本来であれば本年度開通予定で

あったとお聞きをして、予算のほうにも上がっておったんですけれども、そういった形で

ちょっと延びて、確実に今度は来年度には着工、竣工する予定ということで間違いないか、

再度確認をさせていただきます。 

○議長（野村泰也） 

 建設課長。 

○建設課長（樋口信吾） 

 今年度に開通を実を言うと予定しておりました。ただ、補助金が満額つかなかったところ

があったので、町長のほうから再度要望をお願いしまして、追加補正で１月ぐらいに来たの
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で、今回はその分に関しては繰越しをさせてもらっております。 

 当然、舗装が完了すれば通行可能状態になりますので、区画線等が入れば完成状態になり

ますので、その段階で供用開始をやりたいと考えております。 

○議長（野村泰也） 

 ８番光益良洋君。 

○８番（光益良洋） 

 ありがとうございます。予算がついたということで、本当にいいことだというふうに思っ

ておりますし、あと、まだまだ事業があるかと思いますので、その辺のところを踏まえた中

で、なかなか厳しい予算確保になるかと思いますけれども、頑張っていただければというふ

うに思っております。 

 これは吉常古賀線においても多分同様な見解だと思いますけれども、条例等々は路線の認

定は議会のほうでも行わせていただいておりますので、早急に着工していただけることを

願っております。 

 また、狭隘道路等々については、先ほど池尻議員のほうからも質問があっておりましたの

で、その点についてある程度はお聞きしておりますが、狭隘道路等々を含めた中で、現在、

各行政区よりいろんな要望があっておるかと思います。これは予算等々のつくつかない、い

ろいろあるかと思いますが、ここ近年で行政区から要望が上がった分に対してどれだけ着工、

実施できているのかというものを、分かる範囲で結構ですので、お聞かせ願いますでしょう

か。 

○議長（野村泰也） 

 建設課長。 

○建設課長（樋口信吾） 

 すみません、ちょっとうろ覚えになって申し訳ないんですけれども、７割程度はいってい

たんじゃないかと思っています。間違っていたら後で訂正させてもらいます。 

○議長（野村泰也） 

 ８番光益良洋君。 

○８番（光益良洋） 

 数年前だったかと思いますけれども、狭隘道路等々が補助金の対象とかもろもろなる中で、

最初は半分ぐらいやったと思うんですね。それが今現在７割、確実なところはいいとは思う

んですけど、要望に対して確実に５割以上６割ぐらいは超していると。最初は要望に対して

どれぐらいかとお聞きしたときには半分ぐらいいけばいいのかなぐらいだったのが、これも

努力のおかげだと思います。行政区からの要望に対して６割から７割ぐらいの実施率にいっ

ているんだということで……（発言する者あり）半分以上はいっていますね。 

○議長（野村泰也） 

 建設課長。 

○建設課長（樋口信吾） 

 半分以上は確実なんですけど、今後、予算審議もありますので、その中で正式な数字はお

伝えしたいと思います。申し訳ありません。 

○議長（野村泰也） 

 ８番光益良洋君。 
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○８番（光益良洋） 

 分かりました。じゃ、このことは後でお聞きするということで、だけれども、当初聞いた

中では半分いくかなぐらいが、年々要望された分に対して率が上がったということで、それ

は今後もぜひともその率を少しでも上げていっていただいて、各行政区からの要望というも

のがやっぱり町民からの要望と捉えていただいて、一つでも多く事業を進めていただくよう

にお願いしたいというふうに思っております。 

 これで道路関係の質問は終わらせていただきます。 

 次に、高齢者支援対策について質問をさせていただきます。 

 その質問をしますところで、まず、ふれあいタクシーの利用状況及び運行範囲の拡大、今

現在よりも拡大は今後考えておられるのかというものを先にお聞かせ願います。 

○議長（野村泰也） 

 協働推進課長。 

○協働推進課長（藤島達也） 

 ふれあいタクシーの利用状況につきましては、平成25年10月の運行開始以来、順調に利用

者を伸ばしております。平成30年度につきましては、延べ人数１万5,546人ということで

年々伸びておるところでございます。 

 運行範囲及び今後範囲の拡大の予定はということでございますが、道路運送法に基づく一

般乗用旅客自動車運送事業許可により運行しておりますので、その許可において町内区域運

行が要件となっております。 

 区域外運行を行うには、まず、広川町地域公共交通協議会で意思統一がなされた後、乗り

入れ先のバス、タクシーなどの交通機関の了解を得た後、乗り入れ先の地域公共交通協議会

において説明、承認を得ることとなっております。 

 今年度より八女市の八女リハビリ病院、久留米市の献上の湯の温泉施設に乗り入れるよう

にはなりましたが、同時に進めてきましたＪＲ各駅の乗り入れについては了解が得られず、

乗り入れが不可能となっております。 

 今後、範囲拡大の予定としましては、他市町村への大幅な乗り入れは不可能と考えますの

で、八女市、筑後市とか久留米市と町との境に位置する医療、福祉等の施設に乗り入れがで

きないものかと考えておるところでございます。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 ８番光益良洋君。 

○８番（光益良洋） 

 範囲については協議会等々のいろいろなしがらみがあるということはお聞きしております。

その中でも、やっぱり一部の区間は運行ができたということは本当にいいことだというふう

に思っておりますけれども、広川町においても、先ほども申しましたが、公共交通が東西が

ない状況の中で、やはりふれあいタクシーというものが本当に重要なものになってくるとい

うふうに思っておりますので、完全に諦めたとかじゃなくて、何らかの方法を見いだしなが

ら、ぜひとも近隣の電車とか、そういったものの駅に行けるように、そこで駄目だったから

じゃなくて、遠回りしてでもいいから何か方法を見いだしながら引き続き検討をしていただ

きたいというふうに思っております。これは要望でとどめさせていただきます。 
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 そしてまた、いろんな協議会の中でのお話がある中で、やはり料金等々の改正があるかと

思いますけれども、それもいろいろ協議会の中で決まりがあるかと思いますが、改正する考

えというものは現在のところあるのかないのか、ちょっとお尋ねします。 

○議長（野村泰也） 

 協働推進課長。 

○協働推進課長（藤島達也） 

 現在の料金につきましては、路線バスとタクシーの中間的な運行形態となることから、バ

ス運賃、タクシー料金のバランスを考慮しまして現在の利用金額を設定いたしております関

係で、現在のところ改正する考えはございません。 

 以上でございます。 

○議長（野村泰也） 

 ８番光益良洋君。 

○８番（光益良洋） 

 今のところは、いろんなことを踏まえた中で考えはないということで捉えておきます。 

 このことに関してはちょっと後でまたお話をさせていただきますけれども、また現在、町

において運転免許返納に対しての補助を行っておられますけれども、この補助はいつまで続

くのか、お答えいただければと思います。 

○議長（野村泰也） 

 協働推進課長。 

○協働推進課長（藤島達也） 

 現在、福岡県からの補助金等が３年までとなっておりますが、これはやっぱり高齢者の免

許証、高齢者の交通事故防止とか、そういうのに鑑みまして、平成29年から始めまして年間

大体80人程度の自主返納者がおられます。これは高齢者の交通事故防止のためにも効果的な

ものと考えておりますので、できれば続けていきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 ８番光益良洋君。 

○８番（光益良洋） 

 これはぜひとも続けていただきたいという思いはあるんですけれども、その流れも後々の

話の中で併せて質問させていただきたいと思います。 

 そういった中で、ふれあいタクシー券が20千円、町から補助をしておるということでお聞

きしております。そういったのを踏まえた中で、これは福祉関係のほうになるかと思います

が、現在、高齢者への交通に対する支援というものは何らかの形で行われておるのかという

ものをお聞きしたいと思います。 

○議長（野村泰也） 

 福祉課長。 

○福祉課長（郷田貴啓） 

 福祉課におきましては介護予防事業というのがございまして、その中で、ふれあいタク

シーを利用した送迎支援、外出支援サービス事業というのを行っております。この事業の対

象者はおおむね65歳以上の高齢者で、自力で介護予防事業の実施施設まで行くことができな



- 63 - 

い方を対象に、400円のところを300円補助した事業となっております。 

 それともう一点、高齢者や障害者が自宅に閉じ籠もることで生じる課題を避けるための高

齢者等閉じこもり予防活動車両貸出事業というのをやっております。この事業は、地域で自

宅に閉じ籠もることを防ぐ活動として、地域サロン活動までの送迎や地域サロン活動での研

修活動などを実施するようなものです。 

 現在、町内におきましては、北新代区で地域サロンの送迎に月１回利用されておりますし、

川瀬北区におきましては地域サロン活動の一環として買物支援を毎週実施されているところ

です。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 ８番光益良洋君。 

○８番（光益良洋） 

 今、川瀬北区のお話が出ましたけれども、その前に、高齢者への、自立で動けない方への

支援ということで行っていただいておると。本当にこれもありがたい話ではあるかと思いま

すけれども、その自立の定義がなかなか難しいかと思うんですね。だから、近所を歩くこと

は容易に歩かれるかもしれないんですけれども、長距離を歩けない方を自立して移動できな

いと捉えるものなのか、なかなかその辺が難しいかと思うんですけれども、そういったのを

踏まえた中で、本当にいいサポート事業をやっておられる中で、買物交通弱者、もしくは病

院への対応ということでふれあいタクシーが今動いておる中で、町内、片道400円、往復800

円。今、川瀬北行政区のお話がありましたので、それを引用させていただきまして、先日か

らの福祉フォーラムのときにお話をされたわけですけれども、その中で、買物交通弱者支援

運行に取り組んだ理由の一つとして、やはり近くにお店がない、１年間移動販売をしたけれ

ども品数が少なかった、欲を言えば自分の目で見て自由に買物をしたいなどの意見があった

中で、こういった事業を多分考えられたということで、本当にすばらしい事業だというふう

に思っておりますが、やはり片道400円、往復800円になってくると、高齢者の方から直接的

にお話を聞くと、数食分の食料費に値する金額を往復で支払って移動しなきゃならない。こ

れはふれあいタクシーのほうが普通のタクシーを使うよりも安くはあるけれどもというよう

なお話はされたことがあります。 

 先ほども竹下議員のほうが質問の中でおっしゃっておりましたが、広川の中でも商店が本

当に少なくなっている中で、そういった支援策というものが本当に大事かと思いますけれど

も、こういったもろもろを踏まえた中で、執行部側としてふれあいタクシーを利用するに当

たり、ある一定の年齢に達せられた方へのサポート体制というものをやる考えはお持ちでな

いのか。こういった形で質問をやらせていただいているので、今現在ではいろんな形がある

かと思いますが、先を見据えた中で、そういった考えを持って計画を立てていただけるかど

うかというものをお聞きしたいというふうに思います。 

○議長（野村泰也） 

 町長。 

○町長（渡邉元喜） 

 いろいろ御意見、質問等がございます。まず、補助金をという話にすぐなります。私はこ

のふれあいタクシーで考えることは、なぜ多くの人にもっともっと使ってもらえるようなこ
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とができないのかと思うんですね。多くの方々が使ってもらえれば、当然料金は下げていい

んですよ。ですから、そういう意見の方がおありとすれば、どうかその周りの方々も誘って

利用していただくような方法を取ってもらいたいなと。そのことによって値段は下げること

はできます。まず助成金ありきじゃなくて、自分たちもそういう努力をやってもらいたい。 

 それともう一つは、姫野病院の車が無料で走っております。しかし、なかなか乗り手がな

い。まだ病院のほうも細やかに走らせていいというふうな話もされておりますので、やっぱ

りこういったものも利用されたがいいんじゃないかなと。ただ、ふれあいタクシーの場合は

軒先まで来ます。姫野病院の場合は路線になります。そういった違いもあろうかと思います

けれども、やっぱり路線までは歩くぐらいの努力はしていったほうが自分の健康のためにい

いんじゃないかなと。それと、軒先から乗りたいならば、ふれあいタクシーをまだ多くの人

に利用してもらうような方策を何とか取ってもらいたいなというふうに思っております。 

○議長（野村泰也） 

 ８番光益良洋君。 

○８番（光益良洋） 

 それもごもっともな部分かと思いますけれども、やはり金額的なことになってくれば、も

ともとあった公共交通機関を使うに当たれば安くなっているかと思いますが、言われること

が、免許を返納したらふれあいタクシーの券を頂けると。これは知らなかった方も一理ある

かと思いますが、ある方は怖かったから免許返納をしたと。だけれども、その制度を知るの

が遅かったがために制度の期限に間に合わなかったという方もいらっしゃったのも事実で、

なかなかどこをどう捉えていくかということかと思うんですけれども、やはり一人でも多く

の利用者があってこういった政策というものは成り立つと思いますが、やはり現実問題とし

てそういった意見もあるということで、今後、きちんとした流れで検討していただく部分は

検討していただいて、やっぱり高齢者の方々が利用するのが一番、もしくは高齢者じゃなく

ても乗れるわけですから利用していただくのが一番だとは思いますが、これからの町の政策

の中でも健康寿命を延ばす、また、ひきこもりをなくすというのも課題としてあります。 

 全てにおいて運行することに乗車されただけで、そういった助成といいますか、補助をす

るという形だけでいくので、そこまでの費用的なものの負担はかからないかと思いますので、

そういったところの計画をまた研究されて、もし可能であるならば、ぜひとも事業として

行っていただきたいというふうに思いますので、その辺のところをよろしくお願いいたしま

して、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。 

午後３時４分 休憩 

午後３時14分 再開 

○議長（野村泰也） 

 皆さんにお諮りいたします。丸山幸弘議員から退席願が出ておりますので、１人欠員の状

況の中ですが、休憩前に引き続き会議を開きたいと思います。 

 次に、７番丸山修二君の登壇を求めます。 

○７番（丸山修二） 

 ７番丸山修二です。それでは、通告に従いまして２項目について質問をさせていただきま
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す。 

 第１点目は、ごみの減量化についての質問であります。 

 環境省が昨年発表しました平成29年度における我が国の一般廃棄物の総排出量は4,289万

トン、東京ドーム約115杯分にも及ぶものでございます。１人１日当たり920グラムの排出量、

年間にしますと１人当たり320キログラムとなっております。この年間のごみの量は、我が

国が世界第１位となっております。第２位がフランスでございますけれども、日本の半分ぐ

らいということでございます。我が国が世界で最もごみを出しているということになるわけ

でございます。 

 ごみの排出量は平成12年をピークに年々徐々に減少はしているものの、その処理経費は年

間２兆円とも言われております。国民１人当たりに換算すれば、１人15,500円となります。

このような状況の中、各自治体においては、循環型社会の形成に向けて、ごみの減量、資源

化及び適正処理に関する施策を総合的、計画的に推進が図られているところでございます。 

 そこで、本町におけるごみの現状と減量化等の取組状況についてお伺いをいたします。 

 次に、障害者差別解消法に対する取組状況についての質問でございます。 

 障害者差別解消法が平成28年４月に施行されております。この法律は、全ての人が障害の

有無に関係なく、お互いに人格と個性を尊重し合いながら安心して暮らせる社会をつくるこ

とを目的とされております。この法律は、行政機関や自治体、民間事業者に対して障害を理

由に差別することを禁じております。また、障害者から何らかの配慮が求められた場合は、

負担になり過ぎない範囲で社会的障壁を取り除くための合理的配慮が求められております。

しかしながら、この法律の知名度はまだまだ低いような状況でございます。 

 私は平成28年９月定例会で、この法律の施行後、町としてどう取り組むのかということで

質問をいたしております。本法律が施行されて４年経過しておりますが、本町での取組状況

はどのようになっているのか、また、どういった課題があるのか、お伺いをいたします。 

 以上で登壇での質問を終わります。 

 あとは質問席でさせていただきますので、よろしくお願いします。 

○議長（野村泰也） 

 町長。 

○町長（渡邉元喜） 

 丸山修二議員の質問の中のごみの減量化についてでございます。 

 平成30年度の広川町のごみ処理量については、可燃ごみ5,185トン、不燃ごみ41トン、資

源ごみ275トン、合計5,501トンで、前年比の102％となっており、可燃ごみ、不燃ごみにつ

いては増加し、資源物については若干減少しております。 

 今後の指導と取組については、可燃ごみの中に含まれている資源物の分別指導、生ごみの

堆肥化による減量を図るため、生ごみ処理容器の購入補助制度のさらなる周知を行います。

また、現在建設を進めています八女中部衛生センターにおいて、町内の学校給食の生ごみを

収集、処理を行う体制を確立してまいります。 

 環境教育については、児童期における教育が重要であり、今後も学校教育にごみ問題を取

り入れ、啓発活動を進めていきます。 

 次に、障害者差別解消法に対する取組状況についての質問でございますが、障害者差別解

消法が平成28年４月施行され、間もなく４年を迎えようとしています。町ではこの間の取組
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として、平成28年には障害者差別解消法に係る職員研修を実施するとともに、制度の周知と

して、町内全戸及び工業団地事業者へのチラシ配布を実施しています。平成29年には広川町

障がい者差別解消支援地域協議会を設置し、法制度の周知及び共通理解を行うとともに、職

員対応マニュアルを作成し、全職員への周知を行っています。平成30年では八女市、広川町

で障害者差別解消法の講演会開催により制度の周知を図り、第２回障がい者差別解消支援地

域協議会を開催しています。 

 令和元年には障害者の相談に係る環境整備として障害者基幹相談支援センターの町内設置

に向けた取組を進め、来月の開設を予定しているところです。今後はこの障害者基幹相談支

援センターを障害者の相談窓口として活用していきます。 

 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） 

 ７番丸山修二君。 

○７番（丸山修二） 

 それでは、１点目のごみの減量化について質問をいたします。 

 ごみの減量化につきまして啓発等をされておるわけですけれども、今年度の具体的な取組

状況について、どのようにされたのか、お伺いをいたします。 

○議長（野村泰也） 

 環境衛生課長。 

○環境衛生課長（酒井和哉） 

 ごみ減量化の取組につきましては、御承知のとおり、年度当初、ごみ収集カレンダーとい

うのを作成しております。この中で、収集の曜日、その内容等について詳細についたものを

全戸に配付するというような形で行っておりますので、それに基づいたところで出していた

だくような指導を行っていただいているところでございます。 

 それと併せて、今年度については行っておりませんが、必要に応じて広報等により特集を

組みながら住民周知を行っているような状況でございます。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 ７番丸山修二君。 

○７番（丸山修二） 

 ごみ収集カレンダーについては各家庭に配付されておるわけですけれども、毎年、住民へ

の周知ということで広報等で周知をするべきではないかなと思っておりますので、今後よろ

しくお願いしたいと思います。 

 それから、次でございますけれども、廃棄物の発生抑制、再利用、再生利用、いわゆる３

Ｒ運動の推進ですね、これにつきましては環境保全、循環型社会の構築に不可欠でございま

す。ごみの減量化を進める上で重要な運動でございますけれども、この３Ｒ運動を町として

はどのような取組をされているのか、お伺いをいたします。 

○議長（野村泰也） 

 環境衛生課長。 

○環境衛生課長（酒井和哉） 

 ３Ｒというのは、１つは発生抑制、それから再使用、再生利用というような形になるわけ
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ですが、発生の抑制につきましては、ごみを発生させないため、商店あたりでレジ袋をなく

して買物袋を使っていただくというような形がございますので、そういったことについては

商店あたりに働きかけまして、そういったことをやってきた経緯はあるかと思います。 

 それと、繰り返し使うということにつきましては、子ども会等が行ってある資源物回収、

１升瓶とかビール瓶、中学生も行ってくれていますが、そういったことに対する補助金あた

りを出して、これを継続していっていただくというような形の取組を行っております。 

 それから、リサイクルにつきましては、御承知のとおり全戸で行っていまして、八女西部

のほうで回収していますリサイクル品目に分別して出していただくというような推進を行っ

ている状況でございます。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 ７番丸山修二君。 

○７番（丸山修二） 

 この３Ｒ運動というのは、やはり欠かせない運動として全国的な取組がされておりますの

で、積極的な推進をお願いしたいと思います。 

 現在、この３Ｒ運動から、最近、５Ｒ運動ということで、リフューズ、リペアと、２項目

が追加された運動が始まっているような状況を聞くわけですけれども、こういった取組を本

町で行われているのかどうか、お伺いをいたします。 

○議長（野村泰也） 

 環境衛生課長。 

○環境衛生課長（酒井和哉） 

 議員御指摘のとおり、今、５Ｒ運動、７Ｒ運動、いろいろ数多くの活動がなされておりま

して、国においては３Ｒ運動の徹底という形で指示が来ておりますので、３Ｒ運動について

は今言いましたとおり進めておりますが、５Ｒについては今のところ町としての推進等につ

いては行っていないのが現状でございます。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 ７番丸山修二君。 

○７番（丸山修二） 

 今回、リフューズ、これはごみとなるものを断るとか、リペア、修理して使うというふう

な２つが追加されたところで推進が今始まっているような状況でございますので、やはりこ

ういったものも住民に周知することでごみが減ってくると思われますので、今後、検討をよ

ろしくお願いしたいと思います。 

 次でございますけれども、家庭ごみの中で、生ごみの発生量はどのくらいあるのか、また、

生ごみはどのくらいの割合になっているのか、お伺いをいたします。 

○議長（野村泰也） 

 環境衛生課長。 

○環境衛生課長（酒井和哉） 

 可燃ごみにつきましては町のほうで収集を行っていますが、事業系の一般廃棄物と一緒に

なって収集しておりますので、家庭ごみがどれだけあるかという量については出しておりま
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せん。 

 それと併せて、家庭ごみの中で生ごみにつきまして抜き出してどれだけあるかという調査

も行っていませんが、ほかの市町村でやったところでは、半分から７割程度入っているよう

なところがあったということでお聞きしておるところでございます。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 ７番丸山修二君。 

○７番（丸山修二） 

 私もちょっと調べてみますと、やっぱり半分近くが生ごみじゃないかというふうなことで

ございます。いかにして生ごみを減らすかがごみの減量化につながるのではないかと常々考

えているところでございます。 

 それで、この生ごみの減量化対策として、本町においてはコンポスト、それから、ＥＭバ

ケツですね、そういうものの助成等を実施されておるわけですけれども、近年、これがどの

くらい数量が出ているのか、教えていただきたいと思います。 

○議長（野村泰也） 

 環境衛生課長。 

○環境衛生課長（酒井和哉） 

 コラポンの購入につきましては、平成30年度で42基、ＥＭバケツについては11基、さらに、

10年間でいけばコラポンで325基、ＥＭバケツで195基、これは当初始めた頃にはコラポンで

いけば数百の数字の購入をいただいていますが、最近につきましては、やはり長くもてるの

と、取組が一定更新という形が増えてきたのかなと思っております。そういう形で、今現在

はそういう数字になっております。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 ７番丸山修二君。 

○７番（丸山修二） 

 そういったコラポン、それから、ＥＭバケツ等で生ごみを減らすというような対策を講じ

ていただいておるわけでございますけれども、これの減量化対策とその効果ですね、それと、

課題についてはどのようなものがあるのか、お伺いをいたします。 

○議長（野村泰也） 

 環境衛生課長。 

○環境衛生課長（酒井和哉） 

 これの取組によって一定の生ごみの減量はできているかと思っています。コラポンにつき

ましても、今言いましたとおり、10年間でいけば300基あたりの購入があっていますので、

１件に２個あったら150世帯の方が生ごみを処理されているというような形で考えれば、そ

の量は八女西部のほうには来ないということになりますし、ＥＭバケツのほうについても、

取組的にここ10年間で195基が出ていますので、そういうのが減っているとは思いますが、

その量については明確につかんでおりませんので、お答えはできません。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 
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 ７番丸山修二君。 

○７番（丸山修二） 

 私の今の質問の中での生ごみ減量化の課題というのはどのように思っているのか、お伺い

いたします。 

○議長（野村泰也） 

 環境衛生課長。 

○環境衛生課長（酒井和哉） 

 課題というのは、生ごみを出していただかないというのが一番課題でございますので、農

地がある方については、やはりこういうものの周知を図っていきながら、生ごみの堆肥化を

行っていただくような周知をやっていく必要があると思います。取組としては認定農業者連

絡協議会等を通じまして、その中でこういうコラポンあたりの紹介をしながら取組を推進し

ていった経緯がございますが、なかなか普及ができていないのが現状でございますので、さ

らなる周知を図っていきたいということで進めたいと思います。 

○議長（野村泰也） 

 ７番丸山修二君。 

○７番（丸山修二） 

 先ほどの報告では10年間でコンポスト325基が補助事業として出されているということで

すけれども、現在、町内で使用の数量ですね、どのくらいあるものか、なかなか把握がされ

ていないかと思いますけれども、どのように思われているのか、お伺いいたします。 

○議長（野村泰也） 

 環境衛生課長。 

○環境衛生課長（酒井和哉） 

 うちでつかんでいる実績としては、平成３年からの購入ということで、トータル的に3,047

基を購入いただいています。これの耐用年数的に、土の中に埋めるもので、表面に出ている

ので、かなり老朽化してくると思いますが、３分の１あっても1,000ぐらいは残っているん

じゃなかろうかという形で、実態については調査しておりませんので、今のところ不明でご

ざいます。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 ７番丸山修二君。 

○７番（丸山修二） 

 なかなか実態というのは分からないかと思います。 

 私の家では生ごみは昔からコンポストで処理をしておりまして、生ごみは出したことはあ

りません。本町において農地等を所有してある方は1,000世帯以上あると思います。こう

いった世帯が処理するコンポスト等を利用されれば、大幅に生ごみが減少すると思うんです

よね。農地を持っている農家の方でも生ごみを出されるところも結構あります。そういうこ

とで、土地のある方に利用してもらえば本当に少なくなります。コンポストに入れておきま

すと、ごみの量が本当に少なくなって、それをそのまま畑にまくと。まくほどにもないよう

な状況になるわけですね。やはりこういった推進を図ったら本当に減量化になると思ってお

ります。この点についてはいかがでしょうか。 
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○議長（野村泰也） 

 環境衛生課長。 

○環境衛生課長（酒井和哉） 

 議員御指摘のとおりだと思います。コラポンにつきましては、定価が今6,600円、平成28

年度にコラポンの普及という形で、補助金を３千円から５千円に増額しています。その時点

で20基程度だったのが70基まで上がってきています。そういう補助金についても継続して５

千円のままやっていますので、そういうことを生かしながら、農地をお持ちの農家の方たち

には普及していきたいと思いますし、これにつきましては、年１回、全戸回覧等で周知をし

て、コラポンの利用のよさあたりを含んだところのチラシを出しまして、購入を推進してい

るところでございますので、さらなる強化を図っていきたいと考えています。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 ７番丸山修二君。 

○７番（丸山修二） 

 衛生班長さんも各地区におられますので、特に農家が多い行政区については、衛生班長さ

んを通じて、あんたんところはどうしよんのということで聞いていただいて、もし使ってい

ないなら、これで生ごみを処理してくださいとか、そういった方法もいろいろあろうかと思

いますので、その点よろしくお願いしたいと思います。 

 次でございますけれども、本町では下水道の推進が図られておるところでございます。台

所の流し台の下に設置する家庭用のディスポーザーですね、こういった設備がありますけれ

ども、これは水と一緒に生ごみを流し、粉砕して下水道に流すというものでございます。こ

れは生ごみの排出量を減らすということで、この設備を推奨している自治体も数多くあると

いうことで聞いております。 

 そこで、本町におきましては、この家庭用のディスポーザーの推奨というのはどのように

考えてあるのか、お伺いをいたします。 

○議長（野村泰也） 

 環境衛生課長。 

○環境衛生課長（酒井和哉） 

 今言われましたディスポーザーについては、ごみの減量というか、排出抑制になるという

ことは承知しておりますが、これに対する補助については今のところ考えておりません。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 ７番丸山修二君。 

○７番（丸山修二） 

 補助ということじゃなくて推奨ですね。全国の600近くはこの設備の推奨ということで、

補助ではなくて、これを勧めているというようなことでございますので、その点お伺いいた

します。 

○議長（野村泰也） 

 環境衛生課長。 

○環境衛生課長（酒井和哉） 
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 その状況を承知しておりませんので、その状況等を考慮しまして、必要に応じて推進して

いくようなことを考えていきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 ７番丸山修二君。 

○７番（丸山修二） 

 よろしくお願いしたいと思います。 

 それから、県の廃棄物処理計画において、小学校、中学校の義務教育において環境教育の

取組が掲げてあります。また、町の総合計画の中においても、学校教育におけるごみ問題の

学習が掲げてあるわけでございますけれども、本町において、どのようなごみの環境教育、

授業の取組をされているのか、お伺いをいたします。 

○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） 

 町内の小・中学校での環境に対する教育内容につきましてですけれども、小学校の環境教

育につきましては、全学年でいろいろな教科にわたって行っております。その中で、４年生、

５年生の社会科の学習では、環境衛生課の協力や支援を受けながら学習を行っているところ

です。また、ペットボトルキャップを委員会活動で集めるなどしてリサイクル教育を推進し

ております。中学校におきましては、美化常任委員会を中心に、行事や掃除などの日常生活

に対して校内美化活動を推進しております。中学校でも本年度からアルミ缶やペットボトル

の回収等を行っている状況でございます。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 ７番丸山修二君。 

○７番（丸山修二） 

 やはりこのごみ問題については、子供の頃から、今までもやってこられておるかと思いま

すけれども、十分なこういった環境教育が必要だと思っておりますので、今後も積極的な学

習をお願いしたいと思います。 

 続きまして、学校給食でございます。 

 学校給食はどうしても子供たちの食べ残しがあるわけでございますけれども、この食べ残

しの量についてはどのくらいあるのか、また、この食べ残しを減らすための対策を学校とし

てどのようにされているのか、お伺いをいたします。 

○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） 

 残食の量についてじゃなくて、残食率のほうを把握しておりますので、そちらのほうで御

報告いたしたいと思います。 

 小学校については中広川小学校の分を把握しておりますので、そちらのほうで、これは令

和元年度の６月分の状況でございます。中広川小学校においては、パンの残食率が0.5％、

米飯についてが0.5％、牛乳が0.3％、副食、これはおかずになりますけれども、これが
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0.2％です。広川中学校におきましては、パンが0.7％、米飯が4.3％、牛乳が2.2％、副食が

0.9％でございます。 

 また、この残食の減量の取組ですけれども、小学校においては、学級の担任や栄養教諭に

より学級活動で残さず食べようという授業を年２回実施して、食べ残さず食べることの大切

さを指導しております。また、中学校では栄養教諭により給食時間に各クラスを回って、ク

ラスで生徒と一緒に給食を食べて生徒への声かけをしておりますし、また、残食コンクール

というのを実施して、ゼロのクラスへの表彰、また、給食を残した児童・生徒への声かけを

して、食べる意欲を高めるような取組を行っている状況です。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 ７番丸山修二君。 

○７番（丸山修二） 

 世界では食料難ということで、なかなか食べられない子供たちも多くいるわけでございま

す。やはり給食を残すということが、将来的にそういった偏食もあろうかと思いますし、い

ろんな体調の問題もあろうかと思いますけれども、やはり指導して、出されたものについて

は全部いただくというような教育をお願いしたいと思います。 

 私たちが生活をしていく中で、ごみは必ず発生するわけでございます。その結果、環境汚

染等の問題が生じるわけでございまして、現在、世界中でこういった環境保全とか循環型社

会の構築が叫ばれているという状況がありますので、本町においても、ごみの減量化につい

て努力されているかと思いますけれども、さらなる努力をしていただくことをお願いしまし

て、１点目の質問を終わらせていただきます。 

 次に、障害者差別解消法についての質問でございます。 

 障害者差別解消法の推進のため、いろいろな施策に取り組まれておられるわけでございま

すけれども、障がい者差別解消支援地域協議会が設置されておりますが、この協議会の構成

メンバーはどのようになっているのか、また、毎年開催されておるのか、お伺いをいたしま

す。 

○議長（野村泰也） 

 福祉課長。 

○福祉課長（郷田貴啓） 

 障がい者差別解消支援地域協議会につきましては、法第17条に規定されておりまして、広

川町の構成メンバーとしましては、相談支援事業者、保健・医療関係機関、雇用関係機関、

障害者関係団体、障害福祉サービス事業者、福岡県南筑後保健福祉環境事務所、福岡法務局

八女支局、障害者支援団体、行政の福祉課と、その他必要と認めるものとして、商工会、人

権擁護委員協議会、民生児童委員協議会と、あと、町の人権・同和教育係の14名で構成して

おります。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 ７番丸山修二君。 

○７番（丸山修二） 

 それと、協議会は設置されておりますけれども、これが毎年開催されているのかどうか、
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お聞きいたします。 

○議長（野村泰也） 

 福祉課長。 

○福祉課長（郷田貴啓） 

 協議会につきましては、平成29年３月に第１回を開催しております。その後、平成30年６

月に第２回ということで、次の第３回については来月下旬を予定しているところです。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 ７番丸山修二君。 

○７番（丸山修二） 

 やはりこれは毎年ちゃんと開催して、いろいろな施策を協議していただきたいと思ってお

ります。 

 次に、この法律が施行されて４年近くたつわけでございますけれども、国の調査におきま

して、全国的にこの障害者差別解消法を知らないという方が多いようでございますけれども、

７割近くが知らないというような調査結果も出ております。本町におきまして、本年度にお

ける町民への啓発ですね、これをどのようにされているのか、お伺いをいたします。 

○議長（野村泰也） 

 福祉課長。 

○福祉課長（郷田貴啓） 

 今年度の周知につきましては、この障害者差別解消法に限っての具体的な周知はしており

ませんが、毎年実施されていますなるほど人権セミナーの人権教育の中で、障害者差別解消

法についても周知をいただいているところです。 

 また、町が実施します講演会のイベント等で手話通訳とか要約筆記等を通じて、解消法の

周知に準じたところで合理的配慮の啓発ということで努めておるところです。 

 今後、来年４月に開設します、町長も発言しました広川町障害者基幹相談支援センター、

４月にオープンの予定なんですが、こちらのほうの周知広報の中で定期的なテーマを持ち、

その中で障害者差別解消法についても周知を行ってまいりたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 ７番丸山修二君。 

○７番（丸山修二） 

 先ほど申しましたように、調査の結果、７割はこの法律を知らないというふうな状況がご

ざいますので、あらゆるところで──これだけをやるというのはなかなか厳しいかと思いま

すので、機会があれば、こういった問題をちょっと提案するとか、いろいろ行っていただき

たいと思っております。 

 次に、民間事業者に対しても障害を理由とする不当な差別的取扱いの禁止等が求められて

おるわけですけれども、初めの頃は、特に工業団地の企業さん等にそういった周知をされて

おるかと思いますけれども、その後がどんなふうになっているのか、お伺いをいたします。 

○議長（野村泰也） 

 福祉課長。 
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○福祉課長（郷田貴啓） 

 民間事業者への周知につきましては、御指摘のとおり、当初の工業団地への制度説明の周

知等は行っておりますが、その後の具体的な事業者への周知ができておりません。現在、地

域協議会の中に商工会等もございますので、そちらの御協力も仰ぎながら、民間事業者への

制度周知を至急図っていきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 ７番丸山修二君。 

○７番（丸山修二） 

 よろしくお願いしたいと思います。 

 町ではこの法に基づく職員対応要領を作成されまして、職員に対する研修会を実施されて

いるということで以前聞いておったわけですけれども、この研修というのは現在も続けてお

られるのかどうか、お伺いをいたします。 

○議長（野村泰也） 

 福祉課長。 

○福祉課長（郷田貴啓） 

 職員研修につきましては、平成28年11月に実施しております。その後は平成29年４月に職

員対応マニュアルを作成して、職員へ全て周知をしているところです。ただ、この障害者差

別解消法に限ったその後の研修は実施しておりませんので、町が実施する人権学習の中で障

害者差別解消法についても具体的に研修を進めていきたいと、そのあたりは人事のほうと協

議して進めたいと思っております。 

 また、新規採用職員についても、職員対応マニュアルによる研修をお願いするように進め

ていきたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 ７番丸山修二君。 

○７番（丸山修二） 

 やはり町職員、それから、臨時職員等も新規に毎年退職に伴うものとして入っておられま

すので、職員みんながこういった障害者のことを考えていかないと、なかなか対応も難しい

んじゃないかと思っておりますので、ぜひともいろいろな形で職員のほうには対応をお願い

したいと思っております。 

 それから、今までに障害者の方から何らかの配慮、これが求められたことがあるのかどう

か、お伺いをいたします。 

○議長（野村泰也） 

 福祉課長。 

○福祉課長（郷田貴啓） 

 現在、福祉課のほうでは障害者からの差別等の御相談は具体的にはあっておりません。ま

た、役場のほうには各窓口に電子メモパットを置きまして、具体的な障害者をはじめとした

様々な相談対応を行うようにしております。 

 また、先ほど申しました基幹相談支援センターを４月から開設しますので、ここをワンス
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トップ窓口としまして、各関係民生委員さんなどの御協力をお願いして、相談の掘り起こし

等も図ってまいりたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 ７番丸山修二君。 

○７番（丸山修二） 

 ４月から支援センターの開設がされて、障害者の相談の充実が図られるかと思いますので、

よろしくお願いしたいと思います。 

 それと、私の知人で目に障害のある方がおられるわけですが、この方が実は横断歩道を渡

るときに信号がよく見えないということで、信号がいつ赤になるのか分からないので、道を

渡るのが本当に怖いと。音の鳴るような信号機があるわけですけれども、そういうことで、

音をつけてもらえば安心して道が渡られるというようなことを言われました。私は健常者で

あって、信号というのは普通の赤と青で歩道がありますけれども、これが当たり前のように

思っておったわけですけれども、そういった障害者の方から見れば、これは障壁となってい

るということで、本当に自分の考えが浅はかであったというようなことで思っておるわけで

ございます。 

 本町において、音の出る信号機は何か所あるのか、また、こういった音の出る信号機の設

置計画があるのか、お伺いをいたします。また、設置をすればどのくらいの事業費がかかる

のか、お伺いをいたします。 

○議長（野村泰也） 

 建設課長。 

○建設課長（樋口信吾） 

 町内に音の出る信号機は、川瀬の交差点、智徳交差点、役場北交差点の３か所となってお

ります。 

 これの設置計画ですけれども、こちらがまだ正確に把握していなかったので、そういった

分野については今のところありませんけれども、行政区からの要望を受けまして、そういっ

た分野については要望は可能でございます。当然この信号機設置につきましては公安委員会

のほうの業務になってきますので、区からの申請があればそちらのほうに要望したいと思っ

ております。 

 事業費につきましては、音声の歩行者用信号機が１本当たり1,600千円だと聞いておりま

す。４つの交差点になれば、その４倍になりますので、6,400千円ですかね、そういった金

額になろうかと思います。 

○議長（野村泰也） 

 ７番丸山修二君。 

○７番（丸山修二） 

 現在、３か所あるということで、まだ多くの信号機が小さい信号からいろいろあって、か

なりの信号機が町内にはあるわけですけれども、やはり障害者の方から見れば本当に怖いと

いうようなことを言われるわけでございます。事業費も１本当たり1,600千円近くかかると

いうようなことでございますけれども、そういった障害者も町内にもおられるということで、

今後、研究をお願いしたいと思っております。よろしくお願いいたします。 
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 次でございますけれども、障害者や高齢者などの多様な方が困っている様子を見かけたと

きに、周囲の方がさりげなく手助けや声をかけるなど、相手の立場に立って行動する心遣い

を表す言葉として、最近、ユニバーサルマナーという言葉が使われておるわけですけれども、

本町においてこのユニバーサルマナーの推進の考えがあるのかどうか、お伺いをいたします。 

○議長（野村泰也） 

 福祉課長。 

○福祉課長（郷田貴啓） 

 今、議員の御指摘のユニバーサルマナーにつきましては、まだ福祉課のほうでは具体的に

研究しておりませんので、早急に研究して、内容を精査した上で必要に応じて早めに対応し

ていきたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 ７番丸山修二君。 

○７番（丸山修二） 

 それから、このユニバーサルマナーの検定等もされておりますけれども、職員の中でこう

いった検定を受けられている方はいらっしゃいますか。 

○議長（野村泰也） 

 福祉課長。 

○福祉課長（郷田貴啓） 

 現在、私のほうではちょっと把握しておりません。 

○議長（野村泰也） 

 ７番丸山修二君。 

○７番（丸山修二） 

 分かりました。やはり健常者が障害者に親切にするというようなことが大事かと思います

ので、こういったユニバーサルマナーについても今後推進を図っていって、みんながそう

いった気持ちになるということが大切だと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思

います。 

 それから、最後の質問でございますけれども、障害者差別解消法の推進に当たっての課題

等についてどのようなものがあるのか、お伺いをいたします。 

○議長（野村泰也） 

 福祉課長。 

○福祉課長（郷田貴啓） 

 障がい者差別解消支援地域協議会につきましては、あくまで障害者に対しての差別等の事

案が出た場合の協議なり情報共有及び取組についての支援という形になっております。ただ、

ないからといってしないわけではなくて、やはり掘り起こし等を踏まえて情報共有と取組に

ついて協議をしていく協議会だと思っておりますので、毎年度実施して、住民への周知の検

討方法を皆さんで協議したいと思っております。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 ７番丸山修二君。 
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○７番（丸山修二） 

 私はやはり先ほどから申しておりますように、住民への周知が一番大事じゃなかろうかな

と思います。みんながそういった気持ちで思い合うということが必要だと思っております。 

 私たち健常者が障害のある方を支え合うという環境づくりが必要だと私は思っております。

障害のある方が安心して暮らせるまちづくりを推進していただくことを切にお願いいたしま

して、私の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） 

 次に、11番梅本哲君の登壇を求めます。 

○11番（梅本 哲） 

 11番の梅本哲でございます。丸山議員、大変ありがとうございました。極めて微妙な時間

を残していただきまして、大変感謝をいたしております。 

 私は最後の質問者になると思いますので、よろしくお願いいたします。 

 まず、お断りを申し上げたいと思いますけれども、ここで私は広川流域の河川改修計画と

いうふうに表現をしておりましたが、一般的な言葉は河川整備計画だそうですので、河川整

備計画に読み替えて質問をさせていただきます。先ほど江藤議員からも同様の質問が出まし

たが、時間不足で非常に残念がっておられました。しかし、重複しないように質問をさせて

いただきたいと思います。 

 広川流域の河川整備計画についてでございます。この１点でございますが、広川流域では

大雨のたびに大きな被害が発生をしてまいっております。去年８月の災害では結果としては

イチゴ農家が生産を断念されたと、そういうふうなお話も承っております。 

 これまでこうした水害常襲化を許してきた要因は何かということでございますが、これに

つきましては、多くの方が広川流域の河川整備計画の遅延にあるということを言われます。

今日、江藤議員のほうからも人災ではないかという発言も聞きますよというお話がございま

したが、そういう状況にあったわけでございますけれども、昨年度からやっと県は久留米市

の境界から智徳橋までを一応の工事計画区間とする河川改修工事に着手をいたしました。こ

れからが非常に大事だというところでございます。この事業につきましては30年来の懸案事

項でもございますので、流域住民の皆さんの期待は非常に大きなものがあると、そういう背

景で質問をさせていただきます。 

 内容は、広川の河川整備計画の概要及び元年度の進捗状況、これについてどのような状況

にあるかということをお尋ねいたします。 

 あとは質問席にて質問させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（野村泰也） 

 町長。 

○町長（渡邉元喜） 

 梅本議員の質問の広川流域河川整備計画についてお答えいたします。 

 近年、全国的に豪雨災害が多発しており、本町においても昨年は梅雨期後の８月に豪雨災

害に見舞われ、床上・床下浸水や家屋の損壊、農作物の損害など、大きな被害を受けました。 

 広川の河川改修については、圃場整備による河川用地の確保が終わっていますが、下流域

である久留米市側の改修が進んでいなかったため、着手までに時間を要しています。県は平

成22年に久留米市境から智徳橋までの区間約2.4キロの河川改修計画を策定し、平成30年度
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にようやく本格的な工事に入りました。河川改修計画では、河川断面の確保を図るため狭小

部分の拡幅を行うとともに、護岸の保護のためのブロック積み施工、河川の越水防止のため

の堤防かさ上げの工事も実施されます。本年度の工事につきましては、10月に発注されてお

り、藤原橋下流の両岸100メートルについての護岸整備と藤田橋上流の樋門の工事が進めら

れております。 

 河川改修は事業費も工事延長も大がかりな工事であり、上流の整備までにはまだまだ時間

がかかることが予想されます。しかし、近年の豪雨の状況等を考えますと、早期の整備を多

くの町民の方が望んでおりますので、今後も県に対してさらなる要望を進めてまいります。

あわせて、固定井堰の統廃合の検討や転倒ゲートへの改修について、現在策定している第４

次総合計画（改定版）の施策に位置づけ、河川の氾濫防止対策を進めてまいります。 

 以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（野村泰也） 

 11番梅本哲君。 

○11番（梅本 哲） 

 ただいま町長の御答弁の中にありましたように、非常に災害が多発するというような状況、

それから、河川の形状も変わる、環境も悪化する、そういう背景を基に、国は平成９年に河

川法を改正いたしました。筑後川水系につきましては、筑後川水系河川整備基本方針なる基

本になる計画でございますが、筑後川水系は国の所管ですので、国のほうが策定をするとい

うことになりますが、平成15年10月に策定をいたしました。そして、これに基づいたより具

体的な河川整備計画、これについては平成18年に策定、公表をするという作業を終了してお

るわけであります。 

 県におきましては、この国の基本方針、河川整備計画を受けまして、筑後川水系の県営管

理河川を４つに区分をいたしまして、長期の河川管理目標となる整備計画を示すことになっ

ておるようでございますが、既に終了した区もございますけど、本町のその範疇に入りま

す──対象になりますという表現がいいと思いますが、本町の河川が対象になります区であ

ります下流都市圏域という圏域だそうですが、これにつきましては、現在まだ整備計画は策

定途上にあるというふうに伺っております。 

 そこで、お聞きしますが、まず、この整備計画と、今、町長の説明にあった昨年から始

まった藤田地区の改修工事との関係でございますけど、一般的には整備計画が上位計画です

ので、河川工事はその計画に基づいて策定後に進められるというふうに考えるわけでござい

ますけど、最近はそれを待ってはこの対策はなかなか進まないという背景もあるかというふ

うに思うんですけれども、そういう背景かどうかは分かりませんが、河川工事が先に既に実

施されておるわけですね。これについては、法令解釈上、これは許されるものであるのかど

うか。そういうことで、全国的にそういうものは同一の考えで進めてもいいですよという解

釈になっておるのかどうか。もっと言えば、この整備計画と実際の河川工事の計画、これに

ついてはどっちが先でもいいですよと、そういうふうな見解になっておるのかどうか、その

点をちょっと確認させていただきたいと思います。 

○議長（野村泰也） 

 建設課長。 

○建設課長（樋口信吾） 
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 今、議員御指摘の下流域都市圏構想とおっしゃいましたけれども、これは筑後川下流都市

圏域河川整備計画のことだと私のほうは理解しますけれども、この整備計画につきましては、

河川法に基づき、１・２級河川の管理者である国及び県が策定しておくべきものであります。

先ほどお話にあったとおり、法改正があって、平成15年頃に基本方針等につきましては国の

ほうで取りまとめられております。その後、４つの圏域でその整備計画を策定してきておる

わけですけれども、県においても一気につくり上げるというのが不可能ということで、その

４つの圏域のうち下流都市圏域の整備計画については最後になっております。まだ今策定途

中であります。 

 議員御指摘の改修工事と整備計画はどちらを先にやってもいいのかというような話に関し

ましてですが、これにつきましては考え方がそれぞれ違っていて、河川改修工事につきまし

ては、必ずしも整備計画がなくても進めることは可能です。ただ、御指摘のとおり、整備計

画が先にあって改修工事を行うということが通常でありますので、現在、県においては、そ

の点を踏まえて早急に整合性を取りながら作業を進めているというような話を聞いておりま

す。 

 改修工事につきましては国の補助事業で行っておりますので、国のほうの補助の採択を受

ければ工事は進めることができるということであります。 

 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。私も解釈が若干浅かったかなという感じもいたしますが、いずれにしても、

国の改修工事を進めるという立場で、これについては補助事業で先に進めてもよいというこ

とで理解をいたしました。 

 この点についてはそういうふうに理解をいたしまして、次の質問を続けていきたいという

ふうに考えております。 

 まず、まだ整備計画は策定されていないとお聞きしましたが、この基本理念となるものに

ついては全国共通だろうというふうに思うんですけど、これについて少し説明をお願いした

いと思います。 

○議長（野村泰也） 

 建設課長。 

○建設課長（樋口信吾） 

 当然、整備計画ですので、その区域に合った方針が打ち出されます。そして、この点につ

きましても、全国共通ではありませんので、個々における治水、利水、環境の３つの視点で

基本方針が取りまとめられております。 

 まず、治水の整備目標についてですけれども、洪水等に対し被害を最小限に抑えるための

防災体制の充実の推進を基本目標とされております。また、利水の視点でいけば、健全な循

環が維持されるよう適正な水管理に努めること、良好な水質維持に努めることを基本とされ

ております。最後に、今回の法改正で出てきた分野なんですけれども、環境の視点を取り入

れるということで平成15年に改正されて、一気に整備計画を全国的に取りまとめられており

ます。その環境の視点につきましては、生物多様性の保全・再生、河川状況に応じた景観で
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あるとか親水性、そういったものの向上に努めるということを基本理念にされているようで

あります。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 11番梅本哲君。 

○11番（梅本 哲） 

 それでは、本町で今着手をされております藤田地区の基本的な考えなんですけれども、河

川工事ですが、この利水対策がベースにあるというふうに思うんですけど、その目標となる

のはどのような基準に基づいて進められておるのかということを確認させてください。 

○議長（野村泰也） 

 建設課長。 

○建設課長（樋口信吾） 

 目標の基準となることということですけれども、まず、計画目標をどう定めるのかという

話になってきますけれども、河川整備計画の目標につきましては、30年の目標がなされてお

ります。ただ、これは整備の理念であるとか、そういった部分を意味する計画でありまして、

ちょっとごっちゃになるとまずいんですけれども、先ほどの河川改修工事の計画、それとは

別の話であります。改修工事につきましては別途補助計画がなされて、ある計画年次で整備

を進められると思いますけれども、基本方針については30年を目標とした先ほどの理念に

合った整備計画を進めるというふうになっております。 

○議長（野村泰也） 

 11番梅本哲君。 

○11番（梅本 哲） 

 分かりましたが、現在やっておる改修工事につきましては、資料を見ますと、流量の問題

は平成２年が基準になっていると、そういうふうに書いてございましたし、それから、必要

な河積を確保するため、これは藤田橋上流付近がポイントになるというふうに書いてござい

ましたが、必要な河積を確保するための川幅の拡大、それから河道の掘削、そして築堤を行

うと、そういうのが工事内容としてはございますということで伺っておるんですけど、それ

でよろしいですか。 

○議長（野村泰也） 

 建設課長。 

○建設課長（樋口信吾） 

 そのとおりです。 

○議長（野村泰也） 

 11番梅本哲君。 

○11番（梅本 哲） 

 それでは、理念というところを説明されました。整備計画では利水、環境対策がついて回

るというふうに思うんですけど、もちろん改修工事についても、この理念は影響していると

いうふうに考えるわけですね。そういう前提で、前川原井堰の改修、先ほど課長のほうから

説明があったように、井堰の統廃合、そういうものを併せて進めないとまたいかんというこ

とだろうというふうに思いますが、それと、衛生とか景観とか、そういう環境問題を含めて、
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計画自体はよりベターな方向で流域住民の皆さんが満足する形を目標に進められるというふ

うに考えるんですよね。そうしますと、現在は、治水の問題は今説明があったとおりなんで

すが、そうした利水、それから、環境対策の考え方というのはどのような方法で盛り込まれ

ていくのか。これも所管が違って、この改修工事は県土整備事務所でやっていきますが、も

う一つの井堰の改修等については、むしろ農林事務所が対応するという形もあるかというふ

うに思うんですけど、そちら付近の関係をどのように整合性を取っていくのか、そこら付近

をちょっとお伺いいたします。 

○議長（野村泰也） 

 産業振興課長。 

○産業振興課長（井上新五） 

 整備計画案については、まだ案自体の策定が県のほうでなされておりませんので、これに

対しての意見を提出するというのは現在あっておりません。ただ、井堰の統廃合関係とか転

倒ゲートへの改修工事等については随時県のほうには要望をしていきたいと考えております

ので、整備計画案が策定されたときに市町村への意見聴取があったときには、転倒ゲートへ

の改修とか井堰の統廃合、こういったものも含めて意見を出したいというふうには考えてお

ります。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 11番梅本哲君。 

○11番（梅本 哲） 

 午前中に質問のあった件の中で、こういうふうな事業を進めていくについては住民の理解

が大事だということを申されておりまして、その受皿づくりが非常に大事だということです

ね。しっかり流域住民の皆さん方の御意見を反映させる場、そういう受皿づくりが大事だと

いうことで考えていかなければならないというふうに思っておりますけど、そういう方法と

して、関係者の協議会をつくってでも進めたほうがいいんじゃないかというふうな御提案も

あっておったようですが、現状はこの工事進行については、何かそういう手配りをやってい

らっしゃいましょうかね、ちょっとお伺いします。 

○議長（野村泰也） 

 建設課長。 

○建設課長（樋口信吾） 

 今現在、その対象自治体となるのが久留米と広川があるんですけれども、久留米市におき

ましては大体完了の見通しが立ってきております。それで、その協議会をつくってどうのと

いうのじゃなくて、町単独の整備になってきますので、そこについては町が中心になって要

望活動を強めていくような形になろうかと思います。 

○議長（野村泰也） 

 11番梅本哲君。 

○11番（梅本 哲） 

 一応町の範囲にあるということで理解はしておるわけですけれども、町内であっても、い

ろんな地域の方なり、あるいは職業の違った方もおられる。そういうところで流域の方のそ

れぞれの立場を代弁できるような、そういう場をつくって進めることはやぶさかでないと、
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非常に大事なことであるというふうに思いますので、今後、そういう点を配慮して進めてい

ただければ大変ありがたいというふうに思っています。 

 これは県の事業でございますので、これについては町は要望を常々やりながら進めておる

というふうに思います。平成24年の資料は頂いてはおったんですけれども、県南総合開発促

進会議に対しまして、現在の工事着工を早くやってくださいという要望を町のほうはしっか

りやっておられます。なかなか進まないもんですから、農政連の関係では昨年からより早く

完成をできるようにという陳情もやっておりますし、議会でもこの点については発議をいた

しまして請願を出しておるという状況であります。そういうことでございますので、ひとつ

町のほうでもしっかり受皿を準備して、広川町一体となった行動、そういう活動を進めてい

ただきたいというのが一つのお願いでございます。 

 それから、この整備計画の対象になる河川は、今のところ広川に着手しているということ

なんですけれども、県営河川の管理にあるのは、広川以外に高間川と長延川がございます。

この３つが整備計画の河川工事の対象になるというふうに考えるわけでございますけど、こ

れは全部の川でこれから河川工事計画というのが進められるというふうに理解しておってよ

ろしいのかどうか。長い年月がかかるとは思うんですけれども、広川だけというふうなうわ

さも聞くんですけど、そこら付近はどういうふうに理解しておくべきでしょうか。 

○議長（野村泰也） 

 町長。 

○町長（渡邉元喜） 

 消防の出初め式があったときに、防災担当の課長さんが出席をしていただいておりました。

その方に広川町にある長延川、広川、この河川について、特異な川ですね。これだけ井堰の

多い川というのは全国的にも少ないんですね。何十メートルごとに井堰があります。そのこ

とによって、やっぱり近年の大雨で越水が頻繁に起こるようになりました。ですから、広川

町がまずやることは、この井堰の統廃合です。この統廃合をやって、そして、必ず必要とす

る井堰について転倒堰に変えていただきたいという要望をやりました。その結果、早く総合

計画に組んでくれというふうに言われております。ですから、今、第４次総合計画（改定

版）を編集しておりますけれども、この中にこのことを盛り込んで、そして、それを県に要

望する。早い順番だというふうに言われましたので、急いでやってくれというふうに町には

言っております。 

 今、この水害関係の考え方は国も刻々と変わっております。やっぱり急がなければいけな

いということになっております。ですから、意外と早く取り組んでいただけるようにはなる

かと思いますけれども、あまりにも井堰の数が多いために、そんなに簡単にはいかないん

じゃないかというふうに私は思っておりますが、議員おっしゃるとおり、やっぱり何十年か

かかるだろうと思います。しかし、それでも早く取り組んでいかないと大変なことになるん

じゃないかなというふうに考えているところです。 

○議長（野村泰也） 

 11番梅本哲君。 

○11番（梅本 哲） 

 それじゃ、ひとつそのように早急に総合計画の中に、４次総じゃなくて改定版のほうにで

も早速入れていただいて進めていただきたい。その井堰の統廃合の問題は産業振興課の所管
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になるのかな。 

○議長（野村泰也） 

 産業振興課長。 

○産業振興課長（井上新五） 

 産業振興課の所管になります。 

○議長（野村泰也） 

 11番梅本哲君。 

○11番（梅本 哲） 

 それじゃ、原課のほうでしっかり町長の意を酌んで進めていただくように、ひとつお願い

をしたいというふうに思っています。 

 それでは、次に移らせていただきたいと思いますけど、今度は現在やっておる、着手をし

て進めております智徳橋までの改修工事の関係でございますが、長さが2.4キロというふう

に町長がおっしゃいまして、かなりの距離があります。これは大規模な非常に大がかりな事

業ですので、予算も要る、期間も要るということで、かなり大変な事業だと思いますけれど

も、この智徳橋までの工区を対象として年次計画あたりはなかなか組めないかなという気も

するんですが、そういうものあたりは示されておりましょうか。 

○議長（野村泰也） 

 建設課長。 

○建設課長（樋口信吾） 

 それは土地改良区とかに説明した折にもかなり質問として出た話ですけれども、完成はい

つなんだというのを皆さん方は一番興味を持たれています。八女県土整備事務所の担当者の

ほうに聞いているんですけれども、当然、県は補助事業をやる以上、計画年次を持っていま

す。ただ、その分野がなかなか補助金がつかない時点で、それどおりにいかないという実態

があるということで、それを公表してしまうことによって独り歩きされるのも困るという話

をされておりまして、そこの完成年度については公表できないというふうな話をされており

ます。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 11番梅本哲君。 

○11番（梅本 哲） 

 もう一点確認しますが、智徳橋までの計画の範疇ですけど、これについては必要な土地は

40年前、30年前から町のほうで確保して準備しているということですよね。それから、今現

在、井堰の統廃合についても順調に進んでいるというような話を伺っておりますが、いつ完

成するかはちょっと分からないという状況にあるんですが、そのほかに何か智徳橋までの工

事区間の中で懸念すべき課題というのがありましょうか。その点があればちょっと説明いた

だきたいと思います。 

○議長（野村泰也） 

 建設課長。 

○建設課長（樋口信吾） 

 今回の工事に当たりましては、先ほど議員御指摘のとおり、洪水敷を平成９年度に設定さ
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れております。本来これだけ雨量がどんどん増えてきている時期にそれで足りるのかという

ような分野が懸念されているんですけれども、実質、下流域の久留米域がそれで整備されて

いるがために、それをやり直しになると、また一番最初から、一番源流の筑後川のところか

らやり直さなくちゃいけないという話があって、その計画設定の分野で整備がどんどん進め

られております。それを受け入れないと、逆に言えば、その上流すら整備されないというこ

とがありますので、当然、町のほうとしては早めの改修をまず第一弾として進めてもらいた

いというふうに思っていますので、そこについては順次上のほうまで整備をお願いしますと

いうことでの要望をしております。 

 ただ、先ほど申したとおり、洪水計画については、もともと整備計画で示されている50年

の確率の分野よりもちょっと落ちるような計画がなされているということです。 

○議長（野村泰也） 

 11番梅本哲君。 

○11番（梅本 哲） 

 それはやむを得んというふうに思います。その50年にこだわると事業がストップする。で

すから、できるだけ早く工事を進めるという前提では、現状の計画をまずは重点に進めてい

ただくというのが選択としては一番いいんじゃないかというふうに思いますので、その点

しっかりお願いしたいと思います。 

 ただし、現在の計画は智徳橋までということになっておりますが、これまた2.4キロとい

うかなり長い距離がありますので、まだ状況がはっきりしない、見通しがはっきりしないと

いう状況もあります。もう一つは、この智徳橋からまだ上流にも、いつも問題になる越水を

する箇所がありますよね。ですから、そこを早くしないといかんといった要望が非常に強い

わけですよ。だから、現状は智徳橋まででしょうが、このハード事業と抱き合わせで、でき

れば長延川の合流地点ぐらいまでの計画、これはソフト面の計画ですね、それがある程度見

通しがつけば、かなり成功するんじゃないか、早期完成に近づくんじゃないかというふうに

思いますが、そのような長延川流域まで延ばす計画、これについて町はどのようにお考えで

しょうか。 

○議長（野村泰也） 

 建設課長。 

○建設課長（樋口信吾） 

 住民からの要望があって、当然、町としてもその要望を県のほうに伝えております。昨年

の豪雨災害時には当条のところが越水して、あの辺一帯がかなりの被害が出ております。そ

れを受けて、特にまた要望をしたわけですけれども、どうしてもやはり県の考え方としては

下流域からの整備というのがないとできないということで、整備計画については、ある一定

の事業が進捗した折には、そこの先を見据えた計画を入れ込んでもらいたいというふうには

要望しておるところです。 

○議長（野村泰也） 

 11番梅本哲君。 

○11番（梅本 哲） 

 その点、ぜひひとつ強力に町が先頭になって県を動かしていくようにしていただきたいと

強く要望をしておきたいというふうに思います。流域の住民の方は、県の所管事業ですので、
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町の苦労は大変だということはよく理解をしてあります。財源の厳しさもある程度皆さん

知っておられます。しかしながら、こういういつもいつもの状況を考えてみますと、なるべ

く早くこの苦痛から逃れたい、こういう不安から逃れたいということでありますので、そこ

ら付近はひとつ十分配慮の上、お願いをしたいということでございます。 

 町が中心になってやらないと、やっぱり地域の声が十分届くような距離にありましても、

町はどうですかというふうな話も出る可能性もございますので、常に町の先頭を走って、こ

ういう対応については要望を繰り返していただきたいとお願いをしておきたいと思います。 

 この関係については、広川町住民はもちろんですけど、特に下広川地区の流域の皆さんは

よく理解をしてありますし、要望も強い内容でございます。今日の町長の施政方針では、河

川整備計画についての内容は、あったといえばあった、なかったといえばなかったような状

況ではございますけど、国土強靱化地域計画を策定して、そして、この施策の中核になると

いうふうに私は考えておるんですが、そういう強靱化計画の中枢にある計画だというふうに

信じておりますので、これからもしっかり要望を続けていっていただきたいということでご

ざいます。 

 そして、先ほど課長のほうから御答弁いただいたように、折に触れ、この上流までの計画

についてはきちんと理解をしていただくように、しっかり進めていただく。できれば一気に

この河川整備計画が進むように強く要望して、質問を終わらせていただきたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

 以上で終わります。 

○議長（野村泰也） 

 お諮りします。本日はこれにて一般質問を打ち切ることにいたしたいと思います。これに

御異議ありませんか。 

    〔「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、本日はこれにて一般質問を打ち切ることに決定しました。 

 次は明日３月４日午前９時30分から開議いたします。 

 これにて散会いたします。お疲れさまでした。 

午後４時35分 散会 

 


