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令和２年広川町議会第２回定例会会議録 

 

１．招集年月日   令和２年６月８日 

 

２．招 集 場 所   広川町議会議事堂 

 

３．開 会   令和２年６月８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  谷 口  裕 子 

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

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

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

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

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

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

 

９．本会に職務のために出席した者の氏名 

  議会事務局長  藤 島  弘 義   書 記  原 野  昌 文 

  書 記  野 中    陽 

 

10．議事日程 

  日程第１ 会議録署名議員の指名 

  日程第２ 会期の決定 

  日程第３ 一般質問 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

午前９時30分 開会 

○議長（野村泰也） 

 おはようございます。定刻になりましたので、ただいまから令和２年第２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、報告２件、人事案件15件、条例の廃止１件、条例

の一部改正８件、補正予算３件の計29件となっております。 

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

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

拶といたします。 

 次に、町長より今議会招集の挨拶をお願いいたします。町長。 

○町長（渡邉元喜） 

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

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

ありがとうございます。 

 新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言が５月25日をもって全国的に解除されまし

た。しかしながら、北九州市では病院、学校でクラスターが発生し、感染者が増加しており、

第２波が到来している状況です。新型コロナウイルスとの戦いは長丁場となり、誰もが感染

するリスク、感染させるリスクがあります。気を緩めることなく、感染拡大を予防する新し
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い生活様式の実践、そして、徹底した感染予防対策を実施していくことが重要であります。 

 さらに、今後の災害対応に関しましても３密を避け、ソーシャルディスタンスを取ること

を心がけた避難所対応など、コロナウイルス感染拡大防止に取り組むとともに、早期避難を

基本に、的確な防災情報を発信し、住民の皆様の安全・安心に努める所存でございます。 

 さて、本定例会には議案等29件を提案申し上げております。提案理由につきましては後ほ

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

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

○議長（野村泰也） 

 これから本日の会議を開きます。 

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

      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、５番江藤美代子君と11番梅本哲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６月２日、議会運営委員会に諮ったところ、６月８日から６月12日

までの５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６月８日から６月12日までの５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。 

 ２番丸山幸弘君の登壇を求めます。 

○２番（丸山幸弘） 

 ２番議員の丸山でございます。今日は短くいきたいと思いますので、よろしくお願いしま

す。 

 コロナウイルス感染症関連の町の対応及び支援策について、今回の反省と今後についてお

伺いをいたします。 

 特に、緊急事態宣言以降、飲食店をはじめとする事業者だけでなく、そこで働く人、学校

の休業で働けなくなった人など、多くの方が影響を受けておられます。そのような状況下で、

特別定額給付金や持続化給付金など、国の支援とは別に、近隣の市町村で続々と独自の支援

策が発表されてまいりました。しかしながら、広川町におきましては、その情報の提供が遅

く、広川町は何の支援もないのですか、対応が遅いのではという御意見を数多くいただいて

おりました。このことは、広川町という地域のブランドを高めるという観点から好ましくな
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いと考えまして、私たちも飲食店等の事業者を訪問したり、状況を尋ねたりして支援策につ

いて説明をしてまいりました。 

 役場の職員の皆さんにおかれましても、ゴールデンウイーク中から総動員で定額給付金の

準備を頑張っていただいたと感謝をしております。結果的には、近隣でもいち早く、スムー

ズに給付が行われて、町民の皆さんには高い評価をいただいていると感じております。早

かったですねというのが大方の皆さんの声でございましたし、そのほかにも、ある事業者の

方は融資の申込みに来ましたら、商工会が親身に相談に乗ってくれたですとか、役場とか各

所で親切に対応していただいた、広川町に住んでいてよかったという声を数多くいただいて

おります。このように単に支援金を配るということだけではなくて、親切に対応してくれる

役場や関係機関、そういう人たちがいるということが広川町のよさではないかと思いますし、

このような積み重ねが町のブランドイメージを高めることになると考えております。 

 そこで、今回、唯一の反省点といいますか、情報提供が遅かったということで住民に不安

を与えてしまったということ、それと、前回の３月定例会でも申し上げましたとおり、町の

ＰＲ力というか、情報発信力を高めるということにつきまして、２点御提案を申し上げたい

と思います。 

 １つは、スピーディーに町民が求める情報提供をするためのインフラの整備でございます。 

 これは本会議でもLINEを使うとかいうことで出ておりましたけれども、私も福岡市とか久

留米市のLINEの登録をしておりますけれども、ホームページよりも利便性は高いと思います

し、全ての方に対応はできませんけれども、スマートフォンの普及率、ＳＮＳは80％ぐらい

がやっておられるということでございますので、現状では最良の選択ではないかということ

で、ぜひ検討をお願いしたいということが１点目でございます。 

 もう一点は、広川町のよさを広く発信して、移住・定住を促進するという観点から、広川

町のＰＲについてユーチューブ等の動画サイトを活用して影響力の高いインフルエンサーな

どを使って、より効果的な町のＰＲを実施してはどうかということを思っております。 

 今回のコロナウイルスによる自粛によって、テレワークですとかユーチューブ、ＳＮＳ等

を活用したオンラインの新しい取組が浸透してきております。これらは自粛による一時的で

一過性のものではないと、アフターコロナにおいても継続していくのではないかと推察をし

ておるところです。今年度、農山漁村振興交付金の事業の採択を受けて、農産物の６次産業

化を切り口に広川町のブランド化を図り、移住・定住促進につなぐ取組が行われております

が、コロナの影響によって、当初の事業計画どおりには進めることができなくなってきてお

ります。オンラインでの会議やワークショップの実施が必要になってまいりますし、当初は

なるべく接触を避けるような取組を優先的にということになってまいりますので、広川町の

ＰＲについて、ユーチューブなどの動画サイトを活用した動画による町のＰＲに力を入れる

べきと考えておりますが、この２点について町長の御所見をお伺いしたいと思います。 

 あとは質問席にて行います。よろしくお願いします。 

○議長（野村泰也） 

 町長。 

○町長（渡邉元喜） 

 丸山議員の質問にお答えいたします。 

 現在、広川町における情報提供の手段としては、広報紙や公式ホームページ、フェイス
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ブックなどがあります。一部の業務においては、協働推進課の防災メール、福祉課の子育て

支援アプリ、教育委員会の図書館公式LINE、10月より行う環境衛生課のごみ出し支援アプリ

など、各課で運営している情報提供手段があります。 

 御質問にありましたように、福岡市や久留米市で導入されています自治体の公式LINE導入

の必要性は感じていますが、業務ごとに運用していますアプリ等との調整が必要になってき

ます。今後、近隣市町の状況を調査し、導入した場合の課題を整理していきたいと思います。 

 次に、広川町のブランドを高めるための情報発信力強化についての回答ですが、今回の新

型コロナウイルス感染症対策による外出自粛により、多くの方が動画配信サービスを日常生

活の中に取り入れられたことは承知しております。これからも視聴者数、利用者数獲得のた

め、各方面、各分野で多くの情報配信やサービスが行われてくるものと思われます。 

 動画作成による広川町ＰＲにつきましては、今回、農山漁村振興交付金事業を活用する

『ひろかわ』ブランド推進協議会の中でも取組を進めていくようお聞きしておりますので、

協議会へのサポートを含め、協働による取組により、広川町ブランドを高める情報配信を強

化し、動画配信サービス利用者の確保を進め、広川町のＰＲを強化してまいります。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（野村泰也） 

 ２番丸山幸弘君。 

○２番（丸山幸弘） 

 １件目のLINEの件につきましては、様々な各課のアプリがありますので、今後、LINEに限

らず、検討を進めていただければよろしいかなということでお願いをいたします。 

 ２件目の情報発信力の向上についてなんですけれども、先日、西日本新聞に取り上げてお

りましたけれども、広川町出身のISOPP（イソップ）というダンサーの動画が話題となりま

した。かなりあちこちからシェアが回ってきておりましたので、皆さんも御存じかと思いま

す。この１か月で７作つくられておりまして、合計で400万回以上の再生がされているかと

思います。 

 ISOPPさんこと丸山悟史さんは、現在、神奈川に住んでおりまして、吉本興業所属、ＮＨＫ

の番組にも出演しております。実際、彼は実家のお母さんを楽しませるという目的でつくっ

たということで、収入を目的としたわけではないのですが、あのような人材といいますか、

広川町出身の方がおられるということで、この方を何か活用できないかというふうに考えて

おりますけれども、井上産業振興課長にお伺いしたいんですけれども、あの動画について課

長はどのように感じておられるか、御所見をお伺いします。 

○議長（野村泰也） 

 産業振興課長。 

○産業振興課長（井上新五） 

 広川町出身のISOPPさんの「自粛犬」の動画になりますけど、やはり一番最初は面白いと

いうふうに感じました。このような多くの方々に大きな影響を与えるインフルエンサー、こ

ういった方を起用した観光ＰＲなどについては、地域の観光、こういったものの発展に大き

くつながるというふうに考えておりますので、先ほど町長の答弁でもありましたように、

『ひろかわ』ブランド推進協議会の事業や各観光事業等で実施可能かというのを検証してま

いりたいというふうに感じております。 
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 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 ２番丸山幸弘君。 

○２番（丸山幸弘） 

 ありがとうございます。ほかにも彼のいろんな動画コンテンツを見ておりますと、非常に

中学生に向けた学校でのセミナーとかですね、笑いを取っているんですが、きちんとした

メッセージを込めた動画が数多くあると感じております。その辺のセンスも非常に優れてい

ると思いますし、何より広川町に対する愛着というか、愛情を私は動画を見ながら感じてお

りました。 

 このような影響力のある広川町出身の方にＰＲをお願いするというのが非常に効果的では

ないかと思いますし、そのような方はほかにもおられると思いますけど、現状、あの方が非

常に今話題となっておりますので、ISOPPさんを使ってＰＲを実施したらどうかという御提

案を──実は町の人からも使ったらどうですかということを言われておりまして、私も非常

によい人材と思っています。今回、かなり注目をされたということで、先ほどの農山漁村振

興交付金事業の中で、まずはフルーツのＰＲ動画を作成するとか、そういうことを行いなが

ら、町のブランドを高めるようなビデオ制作、動画制作をやっていったらどうかなというふ

うに思うわけでございます。 

 それで、ぜひ井上産業振興課長にはすぐにでもアポイントを取っていただいて、進めてい

ただくようお願いをいたしまして、質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。 

○議長（野村泰也） 

 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） 

 おはようございます。私は新型コロナウイルス感染症防止対策について、４月23日、５月

12日と２度にわたって町に申入れを行ってきました。既に第１次の支援策として実施されて

いるものもございますが、この申入れの中から６点に絞って質問をいたします。 

 まず、１点目です。 

 １人100千円の特別定額給付金については、一日も早い給付をということで、休日返上で

取り組んでいただきました。ほかの市町村に比べても早い給付で、大変喜ばれております。

現在の申請数、また、給付状況はいかがでしょうか。また、まだ申請していらっしゃらない

方にも申請漏れのないように対応していただきたいと思いますが、どのような対応をしてい

らっしゃいますでしょうか、お尋ねいたします。 

 ２点目です。 

 今回の新型コロナウイルス感染症拡大の中で、これからの社会の在り方として、私たちが

学ばなければならないことがあると考えます。経済の効率化、採算性ばかりを重視した社会

ではなく、地場産業や地産地消を大切にする内向きの経済活動の大切さです。町の産業、商

業、農業を守るために既に町も国、県の支援に上乗せで持続化緊急支援金の実施をしていま

すけれども、さらに住民の生活の応援の意味でも、地域の営業を支える意味でも、町内の商

店などで使える商品券の給付を提案いたします。町のお考えをお尋ねいたします。 

 ３点目です。 

 ゼロ歳から高校１年生までは国からの10千円の臨時特別給付金が給付されました。しかし、
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高校２年生、３年生など、18歳までの子供たちへの支援、また、大学生の支援が抜け落ちて

います。高校２年生、３年生など、18歳までの子供たちへの支援、また、大学生の支援を求

めます。町の見解をお尋ねいたします。 

 次に、学校教育について質問いたします。 

 ３か月に及ぶ長い休校で、子供たちはたくさんのストレスや不安を感じていると思います。

また、学習の遅れなど、カリキュラムの問題も心配です。さらに、新しい生活様式として、

ソーシャルディスタンスが言われていますが、学校での対応は非常に難しいのではないかと

考えます。学校が再開されましたが、どのような対応が行われておりますでしょうか、お尋

ねいたします。 

 また、就学援助制度については、対象世帯に郵送という形で周知されました。以前までの

児童・生徒を通じての配付よりも周知が徹底したと思います。就学援助制度の申請状況はい

かがでしょうか。 

 次に、国保の制度についてお尋ねいたします。 

 国保の資格証の方も、新型コロナウイルス感染症の受診については保険証と同じ扱いにす

るとなっております。資格証の方個人にこのことが周知されていますでしょうか。また、国

保税の減免や猶予の申請はどのくらいでしょうか。必要な方にこの制度の周知ができており

ますでしょうか、お尋ねいたします。 

 最後に、毎年のように豪雨災害や台風災害が頻発しています。今年の夏も警戒が必要です。

また、災害時の避難所が３密になり、感染リスクが高まることも懸念されます。避難所の対

策をお伺いいたします。 

 あとは質問席にて質問いたします。よろしくお願いします。 

○議長（野村泰也） 

 町長。 

○町長（渡邉元喜） 

 江藤議員の質問にお答えいたします。 

 まず、特別定額給付金につきましては、６月３日時点で約7,200件の申請を受け付けてお

り、未申請が約580件となっております。本町においては、担当課を中心に各課の協力によ

り早期の申請書の送付、早期の支給を行うことができております。 

 申請期間が受付開始から３か月後の８月11日までとなりますので、未申請者に対しては広

報７月号に申請期限等を掲載するとともに、再度通知を送付します。また、申請困難者への

支援については各課連携により行ってまいります。 

 次に、町内で使用できる商品券の発行につきましては、地域内の消費喚起や消費者の生活

支援、町内のにぎわい創出を進めるため、福岡県支援事業を活用したプレミアム商品券の発

行を考えております。 

 また、高２、高３、大学生に対する支援につきましては、現在のところ具体的な支援は予

定しておりません。国などの支援策を踏まえ、新型コロナウイルスに係る大幅な所得減少の

世帯で生活支援が必要な世帯に対する町独自の施策について検討しています。これらの新た

な支援策については、本定例会最終日に補正予算として追加提案を予定しています。 

 次に、国保制度についての質問でございますが、広川町の国民健康保険に加入されている

方で、資格証交付につきましては国民健康保険法に基づき、納付や納税相談が滞っている場
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合、短期証につきましては納税の御相談等の機会を確保するため、やむを得ず期間を区切っ

た期限付の保険証をお渡ししております。現在、資格証をお渡ししている世帯が13件で、今

後につきましても納税相談等接触機会の確保に努め、対応してまいります。 

 さて、今回の新型コロナウイルス感染症に係ります資格証世帯への対応についてですが、

せんだって厚労省保険局から感染の疑いがある方が帰国者・接触者外来を受診される場合は、

資格証であっても短期証同様２割、または３割の一部負担として取り扱うよう通知を受けて

おります。この件につきましては、既に広川町のホームページに掲載しておりますし、今後、

対象となります資格証世帯に文書でその旨を直接通知いたします。 

 国保税の減免、支払いの猶予につきましては、今回の新型コロナウイルスに特化し、迅速

に対応できる減免制度の条例改正案を、また、感染や熱などの症状が現れ、その療養のため

に勤務ができず、給与等の支払いを受けることができなかった場合に傷病手当を支給する条

例改正案を併せて提出していることを申し添えます。 

 最後に、新型コロナウイルスの感染が収束しない中での避難所の運営についてお答えしま

す。 

 現在、国や県の指針を踏まえ、感染の予防に重点を置いた運営マニュアルの見直しを行い、

併せて区分館における避難所運営も想定に入れ、間仕切りのための段ボール、体温計、消毒

液などの確保を進めております。濃厚接触者については町で把握できないため、県から直接

連絡を行い、避難が必要な場合は県が契約している宿泊療養施設に避難することになります。 

 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） 

 江藤議員の御質問のうち、新型コロナウイルス感染症の対応についての学校教育について

お答えしたいと思います。 

 学校の新型コロナウイルス感染症への対応につきましては、５月14日付で議員さん方へ学

校の対応をまとめたものを文書にしてお渡ししております。町内小・中学校につきましては、

５月18日の週から分散登校を開始、25日より一斉登校を行い、６月１日より通常の時間割で

授業を行っております。 

 学校での児童・生徒の様子でございますけれども、分散登校開始後、定期的に教育委員会

より学校内を視察に行っております。各小・中学校からも児童・生徒には目立った問題もな

く、元気に活動しているという報告を受けております。学校内では密を避けるマスク着用、

うがい、手指の消毒、手洗いの指導、職員による校内の小まめな清掃や消毒など、様々な対

策を行っております。また、児童が多いクラスは体育館や特別教室を使用して、机の間隔を

広げて指導を行っております。昇降口やトイレの入り口に足形マーク等をつけて離れて並ぶ

など、密閉、密集、密接を避けるような取組を工夫し、各学校それぞれに感染症予防の対策

を取りながら学校を再開しております。また、これから暑い時期を迎えますので、熱中症予

防対策にも取り組んでおります。 

 そのほか、学校再開に当たり、児童・生徒へのアンケート調査や教育相談等を細やかに実

施し、悩みを抱える児童・生徒の早期発見、早期指導及び心のケアに努めております。 

 次に、就学援助制度の申請についてお答えしたいと思います。 
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 例年、就学援助を判定する収入及び所得の基準額につきましては、生活保護基準額の1.3

倍を基準額として判定しております。さらに、今回の新型コロナウイルス感染症の影響によ

り家計が急変した世帯へ緊急的に設けました就学援助の申請件数は、６月５日現在、16件で

ございます。例年実施している就学援助については108件の申請がされておりまして、合わ

せて124件となっております。現在、支給に向けて申請書類等の確認作業を行っているとこ

ろでございます。 

 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） 

 ５番江藤美代子君。 

○５番（江藤美代子） 

 高校２年生、３年生など、18歳までの子供たちへの支援、大学生への支援についてですけ

れども、大学生については学生団体のアンケートでは５人に１人が退学を考えているという

深刻な状況だと聞いております。学生が学問を諦めることは、これからの日本社会に大きな

損失になると考えます。国は困窮している学生を対象に１人100千円から200千円の給付をす

る学生支援緊急給付金というのを閣議決定いたしましたけれども、給付対象が狭く、全体の

１割ぐらいにしかすぎません。また、各学校の学生への支援が始まっておりますけれども、

福岡県内ではほとんどありません。鶴寿奨学会基金などを活用して、第３次の支援策として

ぜひ今後検討していただきたいと思います。 

 また、学生でも活用できる各種支援制度の周知や給付型の奨学金の創設を求めます。どう

でしょうか。 

○議長（野村泰也） 

 副町長。 

○副町長（飯田潤一郎） 

 高校２年生、高校３年生、大学生全体に直接的な支援策は、町長の答弁のとおり持ってお

りませんけれども、できるだけ生活困窮に陥った可能性のある今の高校生、大学生につきま

しては支援策というものを詰めておりますので、あした全員協議会で具体的にお示しするこ

とができるというふうに思っています。ただ、奨学金まではまだ検討はしておりません。 

○議長（野村泰也） 

 ５番江藤美代子君。 

○５番（江藤美代子） 

 もう一点、学校教育についてですけれども、教育長もおっしゃったように、子供たちは本

当にいろんな不安やストレスを感じながら、楽しみ半分、不安半分で来ているかなと思いま

す。しっかり子供たちの感情に共感しながら、ゆったりと受け止めていただきたいなと思い

ます。 

 また、学習内容の精選が求められます。指導内容を駆け足で消化するような詰め込みのカ

リキュラムにならないよう創意工夫をお願いいたします。また、家庭学習についても過重に

ならないような配慮をしていただきたいなと思います。 

 それから、就学援助についてですけれども、郵送の書類では何かよく分からないという声

を多数聞いております。各戸用に配られたチラシでは、４人家族の場合の所得や給与の目安

が書かれています。このページが郵送の書類にはないから難しいのかな、分かりにくいのか
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なと思います。 

 ４人家族以外の家族で収入や所得の目安はどのくらいでしょうか。また、今後、就学援助

のお知らせの要項を配付したりなさる場合には、この目安をぜひともはっきりと明記してい

ただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（野村泰也） 

 教育次長。 

○教育委員会事務局教育次長（中島 孝） 

 今、就学援助の基準についての御質問ですけれども、先ほど教育長の答弁にもありました

ように、生活保護基準の1.3倍の金額を就学援助の基準としております。これは収入や所得

の金額と世帯の人員により基準が変わってきます。給与収入の場合の基準額を申しますと、

２人世帯の場合は2,810,286円、３人世帯の場合は3,472,560円、４人世帯の場合は4,204,889

円、５人世帯は4,588,389円、６人世帯については5,296,993円、７人以降につきましては600

千円の加算となります。そのほか、母子家庭加算ですとか障害者加算というのがございます。 

 今回のコロナウイルスによる支援策についての通知の中にはそのような基準は示しており

ませんでしたけれども、その後の個人配付については４人世帯を例に挙げておりました。現

在、広報等で周知に加え、全児童・生徒への通知をしておりますので、以前と比べますと申

請の件数は増えてきているところです。ただ、基準が分からなくて、もしかしたら該当しな

いということで申請されていない方もおられるかと思いますので、今後についてはそのよう

な基準額を示すことも検討したいと考えております。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 ５番江藤美代子君。 

○５番（江藤美代子） 

 よろしくお願いいたします。ぜひとも目安を明記していただきたいと思います。 

 緊急事態宣言は解除されましたけれども、町長もおっしゃったように、まだまだ終息は見

えず、第２波の感染拡大も心配されております。第１弾の支援策に続いて、第２弾の支援策

を考えていただいていますが、今後ともさらに住民の命と暮らし、営業を守るために対策を

講じていただきますようお願いいたしまして、質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（野村泰也） 

 暫時休憩いたします。 

午前10時６分 休憩 

午前10時14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、３番竹下英治君の登壇を求めます。 

○３番（竹下英治） 

 皆さんこんにちは。３番の竹下であります。今回は、コロナを背景に、この一般質問も自

粛といいましょうか、なるべく簡潔にということを申し合わせましたので、私のほうからも

コロナに関する事項と、あとは３月の定例会で時間が足りなくて積み残した形になっており

ました。これらの事項について質問をさせていただきます。 
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 早速でございますけれども、まずは小・中学校の教育環境について質問をいたします。 

 このことは、５月にも教育長にお尋ねした経緯がある内容であります。 

 新型コロナから受けました影響、これに向かうべき対策の実施については、今後も学校の

先生方には大変な御苦労をおかけするものと存じております。他方、新型コロナ対応への実

施を契機として、身近なものから教育の国の制度に至るまで幅広く見直し、改善を図ること

は極めて有用であるというふうに考えております。 

 これら見直し、改善を図ることへの教育長の御意見、仮に御覚悟があられましたら伺いた

いというふうに思います。 

 続きまして、これは３月の定例会で積み残した部分でございますけれども、政治・行政倫

理について質問をいたします。 

 ３月の定例会におきまして町長より、これは町長のお言葉なんですけれども、「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」

というふうに御答弁をいただいております。今回は、５つの項目、すなわち資産の公開、そ

れと選挙運動、下広川小学校屋内運動場の事業、新庁舎建設事業及び国道３号バイパス事業

化に向けた活動に関しまして、若干ではございますけれども、具体的な例を付した上で、広

川町において政治、行政に係る倫理は保たれているのでしょうかということを改めて問わせ

ていただきたいというふうに考えています。 

 なお、各項目の内容につきましては、私としてもなかなか力不足で、明確に確認が取れた

もの、制度的に確認が取れないもの、いまだ確認が未完であるもの、あるいは事柄の性格上、

具体的な説明をこの議場内ですることが不適当と思われるもの、これらが混在している状況

でございますことを御容赦賜りたいというふうに考えています。 

 まず、資産の公開です。 

 改めてこの資産の公開の法律を読みますと、何というんでしょうか、公開の対象が非常に

狭い。それと、審査機関がないと。さらには、大体住民の調査権が定められていないという

ことで、なかなかこれだけを見ても、いろいろ判断が難しいという項目ではございますけれ

ども、今回、これは疑義を持ったというよりは、できたら問合せをさせていただきたいとい

う内容について２つほど述べてみたいと思います。 

 町長が町長になられましたときの古いものから２つほど挙げさせていただきたいと思いま

す。 

 それは、資産等報告書の平成19年度と平成23年度にお出しになられた分です。この借入金

の額なんですけれども、町長が１回目に町長になられましたときの借入金の金額が106,380

千円ほどでございました。４年後の平成23年度に提出された借入金については約27,000千円

ということで、この切り口だけからは、約80,000千円お返しになられた状況にございます。

ここはどういうふうなことでお返しになられたかなというふうに問いたいという内容であり

ます。 

 それと２つ目が、これは所得等報告書についてでございます。 

 平成21年に報告していただいた同書につきましては、農業の収益についてが記載されてお

りません。ちなみに、それ以降の平成22年及び平成23年は町長が２回目の当選をなさってお

られますから、平成24年度の同所得等報告書を見ると、それぞれ7,330千円ほど、それと
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8,210千円ほどの記載があります。なぜ平成21年度の所得等報告書には農業の収入がなかっ

たのかということをできたら知りたいなというふうに思います。 

 続きまして、選挙運動についてです。今日は今回気づきました代表的な２つについて御説

明をさせていただきたいと思います。 

 １つは、選挙ポスターの件です。選挙期日が半年内に迫った時期において、町内の病院等

において選挙ポスター自体が貼付されているという事態がございました。さらに２つ目は、

告示前に、回数は正確には分からないんですけれども、二十数回にわたり町政報告会と称さ

れた具体的選挙への立候補意思の表明を含む集会がなされたという２点を私のほうからは指

摘させていただきたいというふうに思います。 

 続きまして３番目、下広川小学校屋内運動場について申し上げます。この件は、同運動場

の建設費用に係る事柄でございます。 

 本当は資料をお配りするほうがよかったんでしょうが、ちょっと数字を読ませていただき

ますので、ゆっくり読みます。 

 関係する予算額等を順次追ってみますと、まずは入札の事前公表の予定価格というのが

599,508千円に対しまして、落札額が497,000千円でありました。請負決定額は536,760千円

となりましたけれども、これは実は単年度事業なんですよね。１年以内でできる事業にもか

かわらず、２度の変更契約を経まして、最終契約額は598,800千円となっております。この

最終経費と予定価格の差額というのが、わずか708千円ということです。 

 この２度にわたる契約の変更につきましては、さきの３月の定例会で教育長のほうから御

説明を受けておりますけれども、私としては、これでは競争入札の意義というのが見いだせ

ないのかなというふうに感じているところであります。 

 ちなみに、落札額については、落札者と次点の差額というのが19,000千円でありました。

そこからすると、これは推測ですけれども、仮の話となって恐縮ですが、次点の業者の方が

本事業を請け負って、同様の契約変更を経て、同屋内運動場を建設した場合、結果的に執行

予算の削減に通じた可能性というのは否定することはできないのではないかというふうに思

います。 

 なお、ちょっと申し述べることがあって、上記変更契約２回目のうちのアスベストの除去

及び処分の増額金額16,830千円につきましては、実はそのときは私も町議会議員を拝命して

おって説明を受けました。ところが、そのときは私の勉強不足で、内容的に異議、疑念を

持ったんですけれども、反対意見を述べることができなかったことを深く反省している状況

にあります。 

 次に４番目、新庁舎建設事業の町民説明会の実施状況と、その後の実施結果の取扱いにつ

いて、ちょっと何というんですか、私としてはちょっと不満に思っていることを申し述べさ

せていただきたいと思います。 

 本町民説明会については、平成30年度の８月に町長、副町長、関係課長等約８名の陣容で

上広川小学校、いこっと、産業展示会館及び下広川小学校において計４回実施されておりま

す。これらの町民説明会への町民の参加人数に着目いたしますと、参加者はそれぞれ順を

追って９名、８名、９名及び６名の合計32名であり、さらにその中から、当時議員であられ

た方、役場職員の方々の参加人数を差し引きますと、町民はわずか18名という状況でござい

ました。私はこれでは十分な町民説明会がなされたとは到底言えないと思っております。 
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 かかる町民の参加者が少なかったことについては、これは町民の意識云々というよりは、

あくまでその説明実施側の非として、さらに同様の説明会をすることが普通の自治体のあり

ようではないかというふうに私は考えています。町民への説明手段としては、ほかにも当然

手段はございますけれども、新庁舎は、その町の庁舎はまちづくりの核施設、あるいは防災

拠点であるとうたわれていたとおり、極めて重要な事業であったわけですから、やはり町民

の方に直接相対して所要の理解を得る等の説明会の実施というものは有用であるというふう

に考えております。 

 前述した選挙運動の町政報告会なるものが二十数回にわたり行われたこと、その後、令和

元年秋口に実施された庁舎建設の基本設計案に対する意見募集で、さらなる熟考を求めた住

民、質問者への回答に、町民参加人数の本実態にかかわらず、住民説明会を実施した旨を明

記されることについては違和感を感じているところであります。 

 ちなみに、ＪＡの地区センター建設があっているようですが、これを新庁舎のものである

と思われる町民がまだいらっしゃるという事実がありました。 

 最後に５番目、国道３号バイパス事業に向けた活動についてであります。ここが一番説明

が難しいところでありますので、御容赦を賜りたいと思います。 

 ２つあります。このバイパスによって上広川校区の地域の振興の実効性、それと、事業化

に向けた当該活動に係る関係する情報の管理について、私としては疑義、不信感を持ってい

る状況にあります。 

 私は現状の国道３号の渋滞解消と、特に、今回の計画が広川町と八女市の部分でございま

すから、この国道３号の渋滞解消と、今次決定される山側ルートでの国道３号バイパスの建

設は、プロではございませんけれども、科学的な見地から、また、完成の予想時期から判断

して、この両者はさほどリンクしないというふうに考えております。 

 その上、産業団地や道の駅の実効性、さらには、多分約10ヘクタール規模の産業団地の完

成が、それが幾つできるか分かりませんけれども、広川町にいかなる貢献をもたらすかにつ

いては極めて不透明な状況にあるというふうに考えています。 

 ただ、それでも私はこのバイパス反対じゃないんです。それでも私は上広川校区に新たな

道路を建設することは将来の広川町にとって有意義であると考えるところでありますけれど

も、この中で私が危惧していることは、当該バイパス建設の必要性として挙げられている上

広川校区の振興、これについて上広川校区全般の目指すべき絵姿というのが示されていない

ことであります。 

 すなわち、仮に小学校が建て替えられたとしても、内田、草場地域を通過するバイパスの

建設では、それ以東の、特に小椎尾、逆瀬谷、梯区等の活性化はなかなかなせないのではな

いかというふうに思っています。広川町の発展のために、上広川校区東側地域の一部が、表

現は悪いんですが、結果、犠牲を払うことを甘受された事業となっていないかということを

心配しているところであります。同様比較はできませんけれども、私の出身した梯は、数十

年にわたる県道整備によって、その中が分断されて、そもそも過疎地域であったものの、さ

らに過疎化が進んだという状況になっており、また、村の形態が、昔は農耕等を中心に扇形

でまとまりがあったんですけれども、今は道で遮られた状況になってしまっております。 

 また、国道３号バイパスの必要性を立証するための、あるいはこれを山側ルートに決する

ためのアンケート調査等が、ちょっと今さらながらというか、必要性があって今さらながら
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実施されておりますけれども、事業推進の観点から、その必要性は理解するものの、そもそ

も本国道３号バイパス事業を実現するために取られた従前の活動に係る情報について、これ

らが公正に取り扱われているかどうかについて少なからぬ不信感を抱いている状況にありま

す。 

 政治・行政倫理に関わる具体的な例の説明は以上でございます。 

 なお、上述したとおり、５つの項目の説明の内容は、各種内容が混在しており、また、項

目ごとの更問いをこの議場で深く行うこと自体は、一般質問としては必ずしも適さないと考

えているため、この政治・行政倫理につきましては質問席での更問いは行いませんので、そ

の点、御配意の上、御答弁を願いたいというふうに思います。 

 続きまして、買物難民について質問をいたします。 

 これも項目的には３月の定例会で積み残したものとなります。ただ、この買物難民への対

応については、今次新型コロナの経験から、福祉以外の切り口からも対応が必要ではないか

との思いに私は至っております。 

 さきの定例会で町長からは、令和元年度の活動として、広川町高齢者等生活支援体制整備

協議会の活動の答弁がありました。また、今次担当課からは、本年度の活動として、町内

ニーズのさらなる正確な把握と、試行的に開始されている移動販売機能のさらなる拡充努力

の説明を受けておりますけれども、新型コロナ緊急事態宣言の下、外出自粛の要請がなされ

たことを背景に、宅配営業事業がこういう状況によっても好調であったこと等から判断し、

当該買物難民への対応は、今までの平時の福祉に限らず、危機管理の関連からも管理すべき

ではないかと考えております。今年度以降の展望についてお伺いをしたいと思います。 

 最後に、危機管理について質問をいたします。 

 まずは新型コロナについてです。 

 新型コロナウイルス感染症については、関係特措法に基づく緊急事態宣言は、先ほどから

もるるあるように解除されておりますけれども、地域によっては、まだ予断を許さない状況

が顕在化しております。また、広川町においても、関連した対応措置が引き続き行われてい

る状況にはありますけれども、あえて今、今次新型コロナウイルス感染症緊急事態への対応

に関する広川町の現時点における総括を披露願いたいというふうに思います。 

 次に、国民保護について質問します。 

 米国、中国の貿易摩擦顕在化以降の最近の国際情勢、特に極東地域の情勢を見ますと、武

力攻撃事態等の正規の可能性を軽視できない状況にあるのではないかと思います。すなわち、

危機管理に関する施策のうち、国民保護に関するものについても優先度が高まっている傾向

にあると考えられます。 

 平成16年に武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律が制定され、相

当の期間を経ておりますけれども、町長には上記国際情勢に係る御所見を求めるとともに、

広川町の国民保護に関する施策の準備状況についてお尋ねをしたいと思います。 

 以上であります。あとは質問席にて質問をさせていただきます。どうもありがとうござい

ました。 

○議長（野村泰也） 

 町長。 

○町長（渡邉元喜） 
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 竹下議員の政治・行政倫理についてのお答えですが、資産公開につきましては、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が定められており、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。 

 町長の資産等については同条例に基づいて毎年公開を行っております。今年度につきまし

ても公開に向けて準備を進めております。 

 また、町の選挙として昨年度は町長選挙、町議会議員一般選挙が執行されました。選挙管

理委員会において、公職選挙法に抵触するおそれがあると思われる事例については、県選挙

管理委員会、警察等へ相談されながら、候補者に対してその旨をお伝えするなど対応をされ

ていると伺っております。 

 新庁舎建設については、これまでパブリックコメントの実施、町内４か所での住民説明会、

区長会への説明、団体の要望による説明、令和２年２月号の町広報紙への掲載、町ホーム

ページでの情報発信をしながら事業を進めてまいりました。今後も定期的に情報発信を続け

てまいります。 

 国道３号広川八女ルートについては、先月13日に国の第三者機関である九州地方小委員会

で帯ルートの決定がなされ、事業化に向けた第一歩を踏み出しました。この３号バイパスは、

産業団地の整備や道の駅構想を可能にするなど、雇用の場の創出や上広川小学校区の活性化

につながるインフラだと考えております。しかし、この事業は本町だけで行うことはできな

い規模が大きな事業となっておりますので、国、県とも連携を取りながら、早期の事業化に

向けて適正に手続を進めてまいります。 

 資産公開についてのお答えをいたします。 

 私が平成19年に町長になったとき、御指摘のとおり１億円の借金がありました。間違いの

ないことです。しかし、私はその借金をするときには、貸すほうの方が担保がしっかりして

いるかどうか、返済の計画はあるかどうかというものが質問されます。また、私も返済のめ

どが立たないなら借りません。結果として、私は自分の土地を平成20年から売却をいたして

おります。大変な額になります。税務申告もきちんとしております。それを返済金に充てて

おります。 

 それと、申し添えておきますけれども、それではどうして資産公開の場にそれが掲載され

ていないか。私は常に選挙管理委員会の指導を受けながら、掲載しなければならない部分を

掲載してまいっております。そこで、町長になって財産が増えて、その場合は掲載しなさい

ということです。減った分については掲載の必要はありませんと。ですから、私はここに大

変な矛盾が生じるので、おかしなことになっていますねということを言いましたけれども、

これを書く必要がなかったと。ですから、平成20年から平成24年まで多額の税金を払ってお

ります。それによって返済をしております。しかしながら、この資産の情報公開は５年間で

す。もう既にこのことは私は記憶にあまりありません。ですから、その農業所得が掲載漏れ

があったのか、どういう指導があったのかということももう分かりません。しかし、きちん

と言われたとおりやっております。それが何かおかしい点があれば調べていただいて、やっ

てください。 

 それとまた申し上げておきますけれども、姫野病院のポスターにつきましては、選管から
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注意を受けまして、すぐ撤去しております。貼っていた時間は違反でしょうね、多分。しか

しながら、指導を受けた分はちゃんと撤去しております。 

 もう一つ、自分的に政治倫理についてお話しいたします。昨年11月にある人の葬儀があり

ました。そこに立候補予定者の名前が書いてあった生花が提供されておりました。これは明

らかに選挙違反です。しかしながら、それは、その後、捜査があったのかどうかは分かりま

せん。結果として刑事罰としての選挙違反はなかっただろうと思います。ですが、これは倫

理からすると、その人の倫理感からすると、公職選挙法でやってはいけないことです。それ

をやったということは倫理に抵触する。なぜかと申しますと、新人だからいいんだろうじゃ

ありません。新人であっても、立候補をきちんと表明した町の町議会議員選挙の立候補者説

明会の後ですから、きちんと表明をしたということは、これは明らかに違反行為です。 

 姫野病院のポスターについては、私はそういうことですぐ撤去をいたしております。それ

が違反というならば、選挙管理委員会より告発をしてもらって結構です。 

 それから、おっしゃるとおり、町政報告会を行っております。会場云々、全て農政連から

指導の下やっております。会場借上げ、設営全て。ですから、そのほかのことについては私

は分かりませんが、お話しすることも町の現状、そして、今後の町の在り方について話した

だけです。それが何かいけないことでもあるならば、告発でも何でもやってください。 

 このことについては質問席でやり取りをしないと言われましたので、今申し添えておきま

す。 

 次に、買物難民の質問ですが、高齢者等の買物支援につきましては、町内の移動手段とし

て、公共交通でありますふれあいタクシーの利用があります。そのほかに、移動販売による

買物支援が３月より一部地域で自主的に実施されています。 

 令和２年度は、広川町と事業者が移動店舗販売に関する協定締結を行い、移動販売を実施

する予定としています。既に４月、地域の意向調査を区長さんへ依頼しており、その調査結

果を基に、事業者と実施に向けた協議を進めることとしています。 

 次年度以降につきましては、高齢者の生活支援の協議体であります広川町高齢者等生活支

援体制整備協議会におきまして、高齢者の困り事の一つ、買物支援のその他支援策について

引き続き協議を進めていくこととしております。 

 次に、危機管理の質問ですが、新型コロナウイルス感染対策について御回答いたします。 

 ５月７日、内閣総理大臣から福岡県を含めた７都道府県に緊急事態宣言が発出され、翌日

の８日と９日連日で町内に２名の新型コロナウイルス感染患者が発生いたしました。 

 当町では、宣言後、直ちに私を本部長、副町長と教育長を副本部長、各課次局長を部員と

する組織体制で、広川町新型コロナウイルス感染症対策本部を設置しました。本部の主要所

掌事務は、町の行動計画に規定する新型コロナウイルス感染症に関する情報の適切な方法に

よる提供、住民の生活及び地域経済の安定に関する措置、蔓延防止に関する措置等、宣言が

解除される５月14日までに６回の本部会議を開催し、感染症等緊急事態に関する総合調整を

行ってまいりました。 

 ５月25日に国の緊急事態宣言は全面解除となりました。しかし、依然として感染拡大防止

の手を緩めることはできませんし、同時に、町民の生活を支え守る施策に加え、地域経済を

立て直す取組が強く求められております。国等の新たな支援策等の展開や新型コロナウイル

スに関する情報を的確に収集し、地域社会の機能の維持と住民福祉の向上に全力を挙げてま
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いります。 

 広川町独自の新たな支援策につきましては、これまで検討を重ねてまいりましたが、本議

会の開催中の追加提案を考えております。 

 続きまして、広川町国民保護についてお答えします。 

 広川町では、武力攻撃事態等において、住民の生命、身体及び財産を保護するため、平成

18年度に広川町国民保護計画を策定いたしました。 

 国民保護措置を的確かつ迅速に実施するため、国民保護措置の実施に必要な組織体制、職

員の配置及び服務基準などの整備を図る必要があることから、広川町地域防災計画に掲げる

災害対策本部の所掌事務及びその準備に係る業務を定めています。また、関係機関や近隣市

町村と最新の情報を常に把握し、武力攻撃事態及び武力攻撃災害に対応していきます。さら

に、国及び県と連携し、住民に対し、広報紙やインターネットなどの様々な媒体を活用して、

国民保護措置の重要性について断続的に啓発を図ります。 

 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） 

 竹下議員の御質問のうち、教育環境の整備についてお答えしたいと思います。 

 まず、教員による研究のことでございますけれども、教育公務員特例法の第21条に「教育

公務員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならない。」と規

定されております。この規定に基づき教職員は様々な研修等を行い、教員としての資質の向

上や学校全体の授業力向上を図らなければなりません。具体的に申し上げますと、若年教員

研修や中堅教員研修をはじめ、様々な課外研修があり、さらに、勤務場所を離れて行う県教

育センターや附属小・中学校の長期研修、そして、大学院等の中央研修等もございます。い

ずれも先ほどの法律──教特法と言っておりますが、教特法に定めておりますように、児

童・生徒を預かる教員として、子供たちに質の高い教育を行う義務があるからでございます。 

 また、学校の設置管理者である都道府県教育委員会や市町村教育委員会がそれぞれの地域

の課題を踏まえて行う指定研究もございます。 

 本町は福岡県重点課題研究の指定を受けておるわけでございまして、小中９か年をつない

で取り組む学力向上という本町の課題にしっかりと重なる課題をいただいて取組を進めてお

ります。 

 今年は福岡県重点課題研究指定を受けて２年目となりますが、新型コロナウイルスの影響

によりまして、８月に開催予定の重点課題研究推進連絡協議会の内容を一部簡略化して実施

する予定でございます。そのほか、今後の研修につきましても、無理のない形で成果の上が

る研究を進めていきたいと考えております。 

 今後も小・中学校教育の質のさらなる向上に向けて、教育委員会としても各学校をしっか

りと支援してまいります。 

 次に、教科担任制の導入についてお答えいたします。 

 御承知のように、中学校では教科担任制でございますが、小学校では学級担任制でござい

ます。 

 小学校では教科担任制ではございませんが、少人数加配教員が専科の教員として、一部教
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科担任のような役割も果たしております。家庭科、理科、図画工作科の専科として担当して

おります。今後とも小学校の高学年の専科教員の配置につきましては、大変重要であると考

えております。 

 次に、新型コロナ関連対策についてお答えいたします。 

 今回の新型コロナウイルス感染による学校休業に伴いまして、授業時数の確保と基礎学力

の定着が喫緊の課題であると考えております。全ての児童・生徒に確実に学力をつけ、心豊

かに成長を図ること、それが今何よりも大切であると考えております。 

 また、学校の再開に伴いまして、悩みを抱える児童・生徒の早期発見、早期指導及び心の

ケアも必要です。現在、教育相談の実施やスクールカウンセラー等による支援をきめ細やか

に行っております。 

 新型コロナウイルスの終息後につきましては、教育のさらなる充実のために有効な取組を

検討して、慎重に進めてまいりたいと考えております。 

 竹下議員の御質問のうち、政治・行政倫理につきましてお答えいたします。 

 下広川小学校の入札の件でございます。 

 下広川小学校屋内運動場改築工事に係る契約変更につきましてお答えいたします。 

 ３月定例会でもお答えしましたとおりに、この契約変更につきましては、建物を長く維持

し、その間のランニングコストを抑制し、避難所機能の向上を図ることと大気汚染防止法等

の法律に基づく旧体育館のアスベスト処分費の増額でございまして、何ら問題はございませ

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） 

 ３番竹下英治君。 

○３番（竹下英治） 

 まず、教育長、お願いしてよろしいですか。まず、下広川小学校の屋内運動場の話は、私

が申し上げているのは、長寿命化であるとか、ランニングコストの抑制のこととか、それと

か避難所としての機能強化、その説明は、先ほど申し上げたように、既に教育長から受けて

いましたからいいんですけれども、そういうことが単年度事業のうちに、当初の設計の段階

からそういうことというのは分かっていたんじゃないのかなというふうな疑問を持っている

わけであります。 

 １年間の事業であるにもかかわらず、そういうことがあって、全ての６項目、第１回目の

契約変更は６項目ほどあったと思うんですけれども、全て現設計ではということで頭から始

まっていて、それでは、その設計自体にそういうふうな概念はなかったのかなというふうな

ことで疑義を持ったということであります。これ以上の説明は必要ではありません。 

 続きまして、教育長によろしいですか。 

○議長（野村泰也） 

 はい。 

○３番（竹下英治）続 

 指定研究の件は了解しました。簡素化をしてやるということで了解しましたけれども、遅

れた授業を取り返すために、広川町も県下でも一番夏休みが短くなるんじゃないかというこ

とを父兄の方からお伺いしたんですけれども、それほど教員の方が頑張られる中において、
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３月の定例会でも申し上げたとおり、教育研究を必要ないとは申し上げていないんですね。

優先順位的に、また、検討の内容から判断して、特にそういう情報にコロナの影響をどうい

うふうに対処するかという状況の時間も非常に厳しい状況においては、さらなる見直しとい

うか、縮小化、効率化というか、やったほうがいいのかなと。あえて研究をやるとすれば、

今回コロナの対応の中で、先ほどから申し上げているように、教育自体の制度をそもそも変

えたほうがいいんじゃないかということがあったとすれば、この契機にどうかなということ

を申し上げているわけであります。 

 制度的なものとしてよく言われることが９月入学ですかね。私は個人的には反対なんです

けれども、９月入学とかしたらどうかとか、そういうふうな我が町独自ではできないことも

あれば、我が町独自で、例えば、うちは３学期制ですかね、それを２学期制にして、今回は

先生の──大事なことなんですけれども、通信簿というんですかね、あれを整理するチャン

スを少なくすることによって、教育効果を削ることなく時間の余裕ができないかとか、そう

いうふうな本町独自で設置者の範疇でできること、こういうこともあると思いますから、本

町でできること、制度的に県を通じて国とも調整しないといけないこと、そういうことを整

理して、私はそういうことのほうが、今年度については教員研究といいますか、広川町の教

育委員会研究といいますか、それをまとめて県に自発報告するなりですね、そうしたほうが

有効かなというふうに考えております。 

 教育長に対しては、これ以上、質問等はございません。 

 続きまして、政治・行政倫理につきましては先ほど申し上げたとおりでありますので、買

物難民についても町長の回答で十分でございます。 

 危機管理について、これは副町長にお伺いしたいというふうに思っていますが、この件は

５月からるる執行部から議会への説明をしていただく中で、例えば、役場の分散業務とか、

それについていろいろ副町長には質問を投げかけさせていただいた状況にありますから、副

町長にお伺いしたいんですけれども、今回、緊急事態宣言発令以降、役場が分散配置された

り、先ほどから経済活動支援の補助金を出したりいろいろありますけれども、これは全て特

措法に基づいてやっていると思うんです。それで、今回の役場の事業継続計画を拝見したら、

そこに分散するとか、そういうことは書いていなかったというように思うんです。申し上げ

たように、あくまでも住民の生命、健康を守るための対策、そんなことは分かっているんで

すけれども、分かりやすく言うと、あくまでも公共施設を占領して、いわゆる公用施設以外

で役場業務を継続する、何というんですかね、住民の方の権利を削ぐような行為のときは、

やっぱり法治国家ですから、ちゃんとした法的根拠が私は必要かなというふうに考えまして、

あのときは副町長は地方自治法に基づいてとおっしゃったように思うんですけれども、やっ

ぱりあれは行動計画に基づいて行うべきかなというふうに考えています。 

 それで、その行動計画の中に、先ほど町長に今回コロナ対策の総括を求めましたけれども、

ちょっとそこは私はいただけなかったかなと思うんですけれども、この行動計画の中に、副

町長、対策本部が設置されたら、その活動状況を記録、保持して住民に公表するという項目

があります。今回、コロナ対策に対して広川町がまだまだ業務が続く部分があるんですけれ

ども、どのような対応をしたのか、それが適切だったか、私は行動計画を見ると、今後そう

いうふうなまとめをするべきだと思うんですけれども、その辺のところを副町長、お言葉を

いただいてもよろしゅうございますか。 
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○議長（野村泰也） 

 副町長。 

○副町長（飯田潤一郎） 

 私も総括は必要だと思いますけれども、今はその時期ではないと。町長答弁にありました

とおり、新しい生活様式に示される強力な感染防止対策、２つ目が、依然として雇い止め、

あるいはリストラ、コロナによる減収といった町民の生活実態はまだまだ出てきますし、現

在も続いています。そういう方々の生活保障、さらに３つ目は、地域経済をいかに立て直す

か、この３つに私たちは全力を集中すべき時期にあって、総括する時期ではないと思います。 

 さらに、総括ということになりますと、行政だけじゃなくて、最も影響を受けた保育所等

の社会福祉法人、あるいは医療機関、さらに様々な階層の勤労者の皆さん方の意見を聴いて

初めて、本来の意味での総括ができると思います。もしどこかの主幹課がそういう総括会議

をするから文書を出していいですかと回ってきたら、私は絶対印鑑を押しません。なぜなら、

そういったことを今協議しますから皆さん出てきてくださいという時期ではないと思います。

みんな必死になって生活の立て直し、あるいは事業の継続に向かっている中で、いずれいい

タイミングをもって総括はしていきたいというふうに考えております。 

○議長（野村泰也） 

 ３番竹下英治君。 

○３番（竹下英治） 

 そういうまとまった総括は、ぜひタイミングが来たらお願いしたいと思います。 

 ちなみに、関連する条項を拝読させていただきますと、町は新型インフルエンザが発生し

た段階で、対策本部で実施された係る記録を作成、保存し、公表するとありますから、先ほ

ど副町長がおっしゃったように、時期が来たら、ぜひこの公表をお願いしたいというふうに

思います。 

 今後も新型コロナウイルスは継続しますけれども、専門家の話によりますと、また新たな

パンデミックというものも、環境破壊が原因で起こる蓋然性は高いというふうに言われてい

ますから、今回、一連の活動をしっかりと総括する、記録しておくことは、これは今後の対

策をするのに非常に有用だと思っておりますので、副町長のお言葉どおりよろしくお願いし

たいと思います。公表されるのを楽しみにしたいと思います。 

 続きまして、広川町の国民保護に関する質問をさせていただきます。 

 先ほど町長から答弁はいただきましたけれども、関連する法律の第16条第１項に、広川町、

自治体がやる事項として、警報の伝達、避難実施要領の策定、るるあります。この中で、私

はやっぱり国民保護に係る対処する組織がどうかとか、こういうふうな手だてのことをする

という立てつけの話ではなくて、いつこの武力攻撃事態が発生するかということは誰も否定

できないわけですから、この中で、具体的にここに避難実施要領の策定というふうにあるん

ですけれども、これが策定されているのかどうか、これについてちょっとまた一般質問には

適さないかもしれませんが、副町長にお伺いしてよろしゅうございますか。 

○議長（野村泰也） 

 協働推進課長。 

○協働推進課長（藤島達也） 

 避難につきましては、広川町の地域防災計画にのっとりまして避難を行うようにしており
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ます。 

○議長（野村泰也） 

 ３番竹下英治君。 

○３番（竹下英治） 

 それでは、課長がお答えになられたので課長に御質問しますけれども、例えば、一般的災

害ですね、自然災害のときと、いわゆるこういうふうな武力攻撃等を受けた場合の避難、こ

れは私は確認していないので申し訳ないんですが、一緒なんでしょうか、それとも、違うと

ころがあるのかを教えていただいてよろしいですか。 

○議長（野村泰也） 

 協働推進課長。 

○協働推進課長（藤島達也） 

 武力攻撃に対することにつきましては、避難としましては、県のほうからの資料等にもご

ざいますが、広川町では地下に避難所等がございませんので、なるべく堅牢な、強いコンク

リートとかの場所に避難すると。あと、避難所につきましては、先ほど申しました広川町の

災害のほうの避難所運営にのっとってやっていくようにしております。 

○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。今の米国が台北法というのをつくったんです。あとは皆さん御存じのよう

に、中国が香港にかかって、国民の安全法制ができた。これはそれぞれの国の国内法でござ

いますけれども、前者の台北法というのは、皆さんも御承知と思いますけれども、台湾と米

国、国交のない中において、全く国交がある国が行うような内容であって、ある意味、中国

に対する軍事的なことを含んだ脅威を与えるものなんですね。それを言うと、尖閣諸島周辺

の活動なんかを併せ見ますと、本当に武力攻撃事態において国民を保護する、町民を保護す

るということは、それほど本当に遠いところの世界ではないというふうに思われますので、

ぜひ避難計画であるとか、そういうことを実効性のあるものをやっぱり確立して、自然災害

というよりは、ちょっと毛色が違うと思いますので、時々はこの武力攻撃事態に対する訓練

もやらないと、多分、相当精神的な状況もパンデミックよりひどいかもしれないので、そう

いうことを思った準備が必要かなと考えていますので、どうぞよろしくお願いしたいと思い

ます。 

 今回はこれで終わらせていただきます。どうもありがとうございました。 

○議長（野村泰也） 

 以上で一般質問を終わります。 

 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 次回は６月12日午前９時30分から開議いたします。 

 なお、明日は午前９時30分より３階大会議室において全員協議会、各常任委員会の合同会

議を開催します。よろしくお願いします。どうもお疲れでございました。 

午前11時５分 散会 


