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  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４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、条例の制定１件、一部改正11件、総合計画基本構

想の議決及び一部事務組合規約の改正、各１件、補正予算４件、計18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４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。 

 今年当初から続く新型コロナウイルス感染は収束が見えない中、11月から感染拡大の第３

波が全国的に広がり、福岡県内においてもクラスターが発生し、感染者が増加し続けており

ます。町民の皆様には引き続き基本的な感染予防対策の徹底など、「新しい生活様式」の実

践をお願いしているところです。 
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 また、長引く新型コロナウイルスの感染拡大が暮らし、経済を直撃し、住民生活、経済活

動に甚大な影響を与えておりますが、国、県の支援策を活用しながら、感染拡大防止と地域

経済の活性化を両立させるため努力してまいります。 

 一方、国内外で開発が進んでいる新型コロナウイルスワクチンはイギリスで接種が始まり

ました。日本でも一刻も早くワクチン接種ができることを期待しています。 

 さて、本定例会には議案18件を提案申し上げております。議案の提案理由につきましては

後ほど御説明いたしますが、慎重な御審議を賜りまして、全議案とも御決定いただきますよ

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

○議長（野村泰也） 

 これから本日の会議を開きます。 

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

 直ちに議事日程に入ります。 

      日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（野村泰也） 

 日程第１．会議録署名議員の指名を行います。 

 本定例会の会議録の署名議員は、２番丸山幸弘君、８番光益良洋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12月４日、議会運営委員会に諮ったところ、12月10日から12月17日

までの８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12月10日から12月17日までの８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。 

 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。私は４点について質問をいたします。 

 まず１点目です。来年度の予算編成の方針、財政の状況について質問いたします。 

 コロナ感染が発覚して１年がたちました。経済状況の悪化から、来年度の税収は当然落ち

込むことが予想されます。町の税収をどのように見込んでありますでしょうか。税収や国、

県からの歳入について何か情報は入っているでしょうか。このような状況の下でどのような

対応を考えているか、お尋ねいたします。 

 ２点目です。ふれあいタクシーの運営についてお尋ねいたします。 

 コロナで様々なイベントが中止され、今年は利用者数も少し減っているかなとは思います
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が、ふれあいタクシーも運行開始から７年がたち、町内の重要な移動手段として定着しつつ

あると感じています。免許証返納者への20千円の利用チケット配付も喜ばれています。行き

先についても、さらに利便性のいいものにしようと取り組んでいただき、少しずつですが、

拡大されていることも評価いたします。現在の利用状況と今後の課題についてお尋ねいたし

ます。 

 ３点目です。学校給食の米飯の地産地消についてお尋ねをいたします。 

 ３月議会の質問に対して、町長は残念ながら広川産米が広川で消費されていないという状

況と答えてあります。町長の言われるとおり、広川産の米を学校給食に使うことができれば、

広川の農業を守る意味でも、食育、環境教育の意味でも意義深いと考えますが、実態はどの

ようになっているでしょうか、お尋ねいたします。 

 ４点目です。小学校での35人学級、30人学級の実現についてお尋ねいたします。 

 ９月議会では、少人数学級の実現を求める意見書を採択していただいたところです。一人

一人に行き届いた教育を行うためにも、コロナ禍の中、感染を防ぐ意味でも、少人数学級の

早急な実現が求められています。様々な団体、個人が声を上げ、その実現を求めています。

これに対して、国は来年度の概算要求で義務教育標準法の改正も視野に少人数指導体制の整

備を事項要求として盛り込みました。また、萩生田文科大臣も11月13日の衆議院文部科学委

員会で不退転の決意で臨むと発言しています。しかし、事項要求ですので、まだまだ予断を

許さない状況です。 

 町は平成28年度から３年間、少人数学級を実現してきました。しかし、本年度、昨年度と

完全実施ができていません。その原因は何でしょうか。また、実現のためにどのような対策

を講じているでしょうか、お尋ねいたします。 

 以下、質問席にて質問いたします。 

○議長（野村泰也） 

 町長。 

○町長（渡邉元喜） 

 江藤議員の質問にお答えいたします。 

 まず、来年度の予算編成についてでございます。 

 来年度の税収の見込みにつきましては、令和２年中のコロナ禍による町税収入の実績と、

３年に１度行われる固定資産税の評価替えを見込んだところで慎重に進めているところでご

ざいます。国では本日10日に税制改正大綱が策定され、年明けの通常国会に提出の予定と

なっており、また、総務省からは地方税の歳入の見込みが示されており、これらの情報も踏

まえながら慎重に取り組んでまいります。８月に行われた国の概算要求時の試算によると、

令和３年度の地方税等の大幅な減収が見込まれております。12月下旬には地方財政計画など

の情報を踏まえつつ、令和３年度当初予算編成を進めてまいります。 

 町では予算編成に合わせて財政計画の見直しを行いましたが、今後、財政状況が非常に厳

しくなると予測しております。これらの状況に対応するため、予算編成方針を定め、全職員

に通知したところでございます。来年度の予算については、厳しい財政状況の中、コロナ関

連の対策なども必要であり、難しい予算編成となってまいりますが、全職員一丸となって取

り組んでおり、これから年明けにかけて予算査定を実施していくこととしております。 

 次に、ふれあいタクシーの運営についてでございますが、ふれあいタクシーの運営につき
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ましては、利用者より町外運行や料金についての要望が上がっていますが、ふれあいタク

シーは道路運送法における一般乗合旅客自動車運送事業として許可された事業であり、町内

運行が原則となっております。町外へ乗り入れる場合には、乗り入れ先の自治体、バスやタ

クシーなどの交通事業者、先方の地域公共交通協議会の３つの承諾を得て国土交通省へ届出

をすることで初めて可能となります。特に、交通事業者との調整が困難であり、町外運行は

法的にも難しくなっております。 

 町としましては、現在、隣接する市との境にある要望の声が上がった医療福祉施設のみに

限り調整を図ることとしております。料金については、路線バス及びタクシーの運賃とのバ

ランス、国土交通省の公共交通基礎調査報告書の目標収支率24％の確保の観点から、広川町

地域公共交通協議会において協議を重ねた結果、設定しており、現行の400円を維持したい

と考えています。 

 また、高齢者運転免許証自主返納支援事業については、自治体によってその内容は様々で

すが、広川町では高齢者の運転による交通事故の抑制と公共交通の利用促進を図るため実施

しており、現行どおりで進めてまいります。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（野村泰也） 

 教育長。 

○教育長（吉住政子） 

 江藤議員の御質問のうち、学校給食への広川産米の使用についての御質問にお答えしたい

と思います。 

 学校給食における基本物資である米につきましては、福岡県学校給食会から仕入れている

ところでございます。その米につきましては、広川町の給食で使用された前年度の実績によ

り、ＪＡ全農ふくれんに発注され、県の学校給食会と契約した精米工場で精米し、そのまま

広川町内小・中学校で使用している状況でございます。また、食育・地産地消ふくおか県民

会議及びＪＡ全農ふくれんから助成金も出ておりまして、比較的安価な価格で仕入れること

ができております。 

 県の学校給食会を通さずに広川地区の米を仕入れることは可能でございますが、年間20ト

ン以上の消費があることから、安定供給や価格面について課題があるところでございます。 

 次に、小学校の35人学級、30人学級の実現についての質問にお答えいたします。 

 広川町では、平成28年度より地方創生事業に基づき、きめ細やかな教育を行うため少人数

学級の実現に向けた予算をいただいております。しかしながら、昨年度は常勤講師の確保が

困難であったことから、一部配置できない状況になりました。そこで、今年度は非常勤講師

の配置、また、短時間講師の配置を行いまして、その他新たに教員の免許を持たない方の学

習支援員としての配置も含め、きめ細やかな教育環境の整備を行ってまいりました。また、

現在は特に個人の到達度の差が大きい算数科においては、習熟度別によりクラスを分けて、

個人に応じた少人数での授業を行っております。学校訪問で実際に拝見しましたが、児童が

生き生きと授業を受けておりました。 

 今後は常勤講師の確保に向けて努力してまいりますけれども、確保が困難な場合は、現在

と同じくきめ細やかな教育を図る少人数指導を行う体制を取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。 
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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） 

 来年度の予算編成についてですが、本当にコロナ禍の中で住民の暮らしは厳しくなってい

ます。町の歳出についてもなかなか難しいところがあるとは思いますが、今後も住民の命と

暮らしを守る政策を重視した予算編成をお願いいたします。 

 次に、ふれあいタクシーの件ですが、お尋ねいたします。 

 免許証返納でふれあいタクシーの利用券を配付してありますが、その利用率はどのくらい

でしょうか。利用券をもらったけれども、現在の路線では自分が長年通院している病院まで

は行けないとか、買物などでも行きたいところに行ってくれないとか、運行時間帯が合わな

いとかいう理由で、利用券を持っているけれども使えないという声を聞きます。行き先の希

望では、八女市の川﨑病院、ゆめタウン八女など多く聞きます。その方々は、ふれあいタク

シーが使えないため、やむを得ず民間のタクシーを利用したりすることになります。 

 免許証返納によって配付した利用券のふれあいタクシーでの利用率は３割程度と聞いてお

りますが、そこで、現在発行しているふれあいタクシーの利用券を民間タクシーでも使える

ようにしてはどうかと思います。免許証返納の方への利用券配付は、ふれあいタクシーの利

用を増やすための事業ではなく、町長も言われましたように、高齢者の事故防止、また、車

を運転できなくなった方への移動手段を確保するための事業であったはずです。そうであれ

ば、利用券をもらったが、どうしても使えない方には、事業の趣旨に合うよう、タクシーに

も使えるようにするのが目的に合っているのではないでしょうか。使われないとなれば、何

のために予算化したのかということになります。ふれあいタクシーの運行については、先ほ

ど御説明していただきましたように、協議が必要ということですが、タクシーの利用であれ

ば、その件についてもクリアできるのではないかと思いますが、いかがでしょうか、お尋ね

いたします。 

○議長（野村泰也） 

 協働推進課長。 

○協働推進課長（藤島達也） 

 まず、ふれあいタクシーの町内全体での登録状況でございますが、世帯数にしまして

18.8％の登録率で、登録者数にしますと10.6％という登録数になっております。校区別に見

ますと、上広川地区が30.1％ということで一番登録者数が多くなっているところでございま

す。 

 あと、高齢者の返納による事業でございますが、うちでは、先ほど言われましたとおり、

返納者へ400円のチケットを50枚ということで配付しておるところでございます。返納者の

利用状況につきましては、現在、発行者数が265人のうち利用されてある方が173人というこ

とで、利用者率は65.3％でございます。あと、発行枚数が１万3,250枚でございますが、そ

のうち利用されてある枚数が4,681枚ということで、利用枚数につきましては35.3％で、利

用してある方が使った枚数としましては、平均27枚を現在使われてあるということでござい

ます。 

 あと、先ほど町外への乗り入れもできないかという御質問でございますが、先ほど町長の

答弁にもございましたように、道路運送法上、乗り入れ先の自治体とかバス等の交通事業者、
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先方の地域公共交通協議会という３つの承諾が必要になってきますので、なかなか難しい状

況でございます。 

 あと、民間タクシーの返納者へのチケットに変えたらどうかということでございますが、

八女市では民間タクシーとふる里タクシーに使えるということにしておりますが、八女市は

ふる里タクシーが旧町村でのエリアということで、黒木から直接八女市にふる里タクシーが

乗り入れられないということで、黒木だったら木屋とか大淵の人は一回主要幹線の442号バ

ス通りまで出てきて、そこからまた堀川バスに乗り換えるということで、ふる里タクシーで

直接八女市内の病院とかには行けないというような状況です。そういう中で、そのタクシー

券も使用できるということになっておりますが、広川につきましては、主要幹線までふれあ

いタクシーを使われて、あと、３号線からとか、ふれあいタクシーは堀川バスの営業所まで

も行っていますので、そういう利用をと思っております。 

 そういうことで、町長答弁にもありましたように、高齢者の運転免許証返納によりますチ

ケットにつきましては、うちのふれあいタクシーの利用促進を図るために、現行どおりに進

めてまいりたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 ５番江藤美代子君。 

○５番（江藤美代子） 

 難しいということですけれども、今後の状況を見ながら考えていってほしいなと思います。 

 もう一つ、ふれあいタクシーの利用チケットを使って、ふれあいタクシーを利用されてい

る方は全体のどのくらいでしょうか。お聞きしたところによりますと、その方は１割程度と

聞いております。つまり９割は片道400円の利用料金を支払われています。往復800円です。

特に、利用者は70代から90代までが90％を占めていますので、高齢者の方にとっては800円

は大きな負担ではないかと思います。しかも、通院も１か所ではない方も多くて、何か所か

あったりすれば料金もかさんでまいります。元気に年を重ねるには、「今日用」と「今日行

く」が必要だと言われます。今日しなければならない用事があること、今日行くところがあ

ることという意味です。病院だけでなく、郵便局、役場、買物、親戚、友人のところなど出

かけて、人と接することも健康のために大切なことです。特に、高齢者の方が使いやすいよ

うに料金の見直しを求めます。 

 県内のコミュニティバスやデマンド型のバスの利用料金を見ますと、運行形態によって違

うとは思いますが、ほとんどが200円、300円です。往復せめてワンコインにはできないで

しょうか、お願いいたします。 

○議長（野村泰也） 

 副町長。 

○副町長（飯田潤一郎） 

 実は７年前にデマンド交通を実施するときに、400円という値段についても相当議論いた

しました。実感としては、やっぱり高いんじゃないかという実感を多くの方が持たれました。

ただし、この400円という数字は、先ほど回答があったように、現在走っているバス料金、

それと広川にあるタクシー料金、これらとのバランスを考えて決定されたものです。ですか

ら、仮に100円とか200円にすることによって、このデマンド交通の利用が増えた。その結果、
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タクシー利用が減るということがあってはならないというのが原則なんです。つまり既存の

交通機関との共存という意味でこの料金が設定されたものであって、私たちの判断だけでこ

れを安くするということはかなり困難です。仮にバス料金が下がる、タクシー料金が下がる

ということになれば、それらと連動して下げることは可能だと思いますけれども、これは非

常に難しい問題です。ですから、確かに利用者から見ると安いほうがいいんですけれども、

全体的な交通機関の在り方、共存、そういうことを根拠に設定された金額ですので、私たち

がこの場で安く努力しますとかという回答はできません。大変申し訳ありません。 

○議長（野村泰也） 

 ５番江藤美代子君。 

○５番（江藤美代子） 

 いろいろな事情が分かりましたが、今後も実態や要望を細かく聞き取り、さらに使いやす

いふれあいタクシーになるように検討を進めていただくようにお願いいたします。 

 直接利用者の声を聞くのは大変かもしれませんけれども、予約センターの方はたくさんの

情報を持ってあります。家族の方にも利用チケットが使えるようにできないかとか、アスタ

ラビスタとか買物に行って、ふれあいタクシーが来るまでの時間、待っている間、だんだん

寒くなりますので、店内にそういう待合スペースみたいなのをつくってもらえるようにお願

いできないかとか、たくさんの提案も持ってあります。定期的に足を運んでいただいて、利

用者の声、それから、予約センターの方の提案など聞いていただいて、さらに使いやすい利

便性のいいふれあいタクシーになるよう進めていってほしいと思います。 

 続けて、学校給食の件について、私もいろいろ調べてみました。確かに広川の学校には広

川産の米が納入されているということです。先ほど教育長が言われましたように、全農と、

それからＪＡふくおか八女、そして広川のライスセンターということで、大牟田の大牟田食

販という会社が精米をして納入をしているということでした。また、広川のライスセンター

には広川産の米のみを入れているということです。ＪＡふくおか八女は２か所のカントリー

エレベーターと２か所のライスセンターを持っていて、その地域ごとに管理をしているとい

うことですので、教育長が御答弁いただきましたように、広川の学校給食には広川産の米が

使われているということです。 

 学校給食の食材で一番求められるのは、安全と安定供給だと思います。米の納入ルートな

どを見ても、学校給食会を通さず直接、全農、またはＪＡふくおか八女、あるいは広川地区

センターとの直接契約ができるのではないかと思います。先日の新聞の報道によりますと、

福岡市が本年度から給食の米飯、パン、牛乳の基本食品３点を学校給食会を通さず食品業者

から直接購入に切り替えたという記事がありました。学校給食会の仲介を省くことで食物ア

レルギーにも対応でき、購入費は年間55,000千円削減できると推定しています。また、築上

町でも学校給食会以外から米を購入しているというのも聞いております。 

 広川町でも学校給食会を通さず直接ＪＡふくおか八女から購入することを検討してはどう

かと思いますが、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、御質問のあった直接購入をすることが可能かということですけれども、業者としまし
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ては、年間を通して市場に出す量というのが決まっております。具体的にその量が学校給食、

広川町で使っておりますのが20トン以上の量を使っておりますので、そういったことで安定

供給ができるかということ。あと価格面についてが、先ほど議員おっしゃるように、精米に

ついては県の学校給食会のほうが負担をして行っておりますので、そういったものが直接納

入になりますと、その精米料というのがまた発生したりしてきますので、今後はそういった

価格面、安定供給ができるかということを研究しないと、現段階では不確定な状況でござい

ます。 

 それと、安全性につきましての質問ですけれども、県の学校給食会のほうでは、学校給食

衛生管理基準に定めております微生物検査ですとか理化学検査以外に、色彩選別、ＤＮＡ検

査、石抜き検査、金属探知機による検査等も行っております。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 ５番江藤美代子君。 

○５番（江藤美代子） 

 確かに安全の面、安定供給の面での学校給食会の役割はあるのだと思います。でも、安定

供給ということであれば、既にＪＡふくおか八女を通して20トンの枠を取っているわけです

ので、それは大丈夫かなと思います。あと、検査についても、ルートを考えれば学校給食会

が米の納入ルートに直接物流として関わっているところはないので、それも大丈夫かな。あ

と、価格の面ですけれども、広川地区センターでは、現在、医療施設や保育園に米を販売し

ているということです。その価格は、例えば、10キロ当たりヒノヒカリなら3,200円、夢つ

くしは高くて4,020円とかだそうですけど、玄米を混ぜているところもあって価格もいろい

ろです。また、県の学校給食会の米には地産地消奨励金がついていて、60キロ当たり500円

の補助が出ているということですけれども、これは県の地産地消推進の奨励金と全農からの

補助金ということです。学校給食会の説明のパンフには、その補助金は地域の学校共同調理

場に配付されるというふうになっています。ですので、直接購入をしても、この補助金の適

用ができるのではないかなと思います。御検討をお願いいたします。 

 また、広川町の地産地消という点から考えれば、町としても何らかの補助も意義があるの

ではないかなと思います。国は平成27年度までに地産地消率を30％以上にするようにと提言

をしています。現在も広川の果物の学校給食への導入などがなされていますけれども、米と

共にパン、牛乳、学校給食会を通さず、直接業者の方と契約を検討してほしいと思います。

学校給食の食材は安全であること、安定供給ができることが優先されます。その上で価格の

面でも効果が見られれば、食育、環境教育の面からも、広川町の農業を守る点からも効果が

期待されるところです。ぜひ実行している自治体の調査、検討を始め、学校給食の地産地消

をさらに進めていただきますよう、それから、業者さんとの直接契約にも検討を進めていた

だきますようよろしくお願いいたします。 

 次に、少人数学級についてお尋ねいたします。 

 なかなか常勤講師が見つからず実現できないということですが、私も考えてみますに、そ

の理由には幾つかあると思いますが、まず第一に、新学期のスタート時に正規の先生ではな

く、いわゆる定数内講師という非正規の先生が採用されています。国の基準に基づいて学校

運営に必要な先生の基礎定数を定めておきながら、それを正規の先生で配置しないというの
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は問題だと思います。広川の実態はどうでしょうか、お尋ねいたします。 

○議長（野村泰也） 

 教育次長。 

○教育委員会事務局教育次長（中島 孝） 

 学校のほうでは、議員のおっしゃるように、基準定数というのが定められております。そ

の定数というのが定めてあるんですけれども、広川町の状況につきましては、今言った基準

定数に加配教員というのがございまして、そういった先生を加えた教員に対する、あと管理

職、養護、事務職を除いた正規職員の中での講師の割合を言いますと、小学校においては平

均で17.6％、中学校においては21.2％という状況になっております。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 ５番江藤美代子君。 

○５番（江藤美代子） 

 県内全体の正規教員比率を見ても88.4％です。３年前は福岡県は全国で最下位だったそう

です。そこで、３年連続で1,200人の採用を続けているということですけれども、福岡県の

正規の先生の配置率は全国的に見ても、まだ43位、つまり正規の先生の配置が非常に少ない

という状況です。さらに、広川は県内の様子よりもさらに非正規の先生の率が多いように思

います。非正規でも正規でも仕事の内容は同じです。以前は、例えば、非正規の先生は高学

年は持たないようにとか、研究授業などのときには授業者にならないようにとかいう配慮が

あったと思いますけれども、今はもうまるっきり同じです。しかし、給料の面でも労働条件、

雇用の形態の面でも大きな違いがあります。年度当初から非正規の先生を基礎定数に入れて

採用することで、町の採用しようとする講師の先生が足りない、産休、育休、病休の先生の

代替の先生がいない、挙げ句の果てはその人材を探すのを現場任せにする、こういう状況を

生んでいるのではないでしょうか。 

 教育長にお尋ねいたします。この状況に対してどのようにお考えですか。県に対して現場

の声を強く上げてほしいと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（野村泰也） 

 教育長。 

○教育長（吉住政子） 

 お答えいたします。 

 江藤議員も御承知と思いますけれども、それこそ20年以上前でしょうか、ずっと加配がつ

いてまいりましたね。国の加配が第７次加配で終わりまして、第８次加配からはしないとい

うことで、教員の定数外の加配がなくなりました。その後、明らかにこのように教員が足り

ないということが出てきたわけですけれども、いずれ児童・生徒の数が減るということで、

国のほうでは教員の採用を増やさないという形が続いてまいりまして、結果的に定数内講師

ですね、定数内に常勤講師が入る形で教師が補われてきました。私どももこれは本当によく

ないことだということで、定期的に県の幹部と南筑後管内の教育長の協議もございますが、

いつも一番にこの件が出ます。それから、県の教育長会議でも要望しております。全国町村

教育長会でも真っ先にこのことは要求しております。児童・生徒の教育環境の最大は教師の

配置だと思っていますので、やはり定数欠講師が教員と同じように配置されることは私は間
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違っていると思っておりますので、要望しております。どうぞこのあたりは保護者、地域の

方とも協力しながら引き続きお願いしていきたいと考えております。 

○議長（野村泰也） 

 ５番江藤美代子君。 

○５番（江藤美代子） 

 基礎定数に対する正規教員の不足数は、県内全体で特別支援学校を除いても2,404人と言

われています。引き続き教育長には、本当に正規の教員を配当するように県に現場の声を強

く強く上げていただきたいと思います。 

 次に、常勤講師が見つからない、少人数学級が実現できない理由の一つに、労働条件の問

題があるのではないかと思います。教師は給特法によって４％の教職調整額をつけ、時間外

労働の手当を出さないとなっています。つまり何時間働いても一定の額しか出ないというこ

とです。よって、従来から労働時間の把握さえきちんと行われていないという状況がありま

した。現在はどのように勤務時間を把握していますか。また、その結果、労働時間、残業時

間はどのような状態でしょうか、お尋ねいたします。 

○議長（野村泰也） 

 教育次長。 

○教育委員会事務局教育次長（中島 孝） 

 教職員の勤務時間の実態把握についてですけれども、今年度より各学校に勤怠システムを

導入しまして、各学校の教師が来たときと帰る際にカードによってかざして、出勤時間と退

校時間の把握を行っております。そして、今年６月から10月までの１人当たりの時間外の数

を申しますと、小学校においては41.9時間、中学校においては49時間という現状となってお

ります。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 ５番江藤美代子君。 

○５番（江藤美代子） 

 時間数を教えていただきましたけれども、その中に、例えば、家に持ち帰って仕事をする

という場合がたくさんございますけど、その時間は含まれていますか。 

 また、土日出勤し勤務するというのも何か常態化しているとお聞きしますけど、この時間

は含まれていますでしょうか。 

 また、この長時間労働について、どのような対策、どのような指導を行っておられますか、

お尋ねします。 

○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） 

 今申しました時間には持ち帰った分の時間数は含まれておりません。また、土日勤務につ

いても含まれておりません。 

 それと、勤務時間等の指導につきましては、定期で行っております学校長会、また、教頭

会等での勤務時間等についての指導を行っているところでございます。 

 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） 

 労働基準法では、時間外勤務が月に45時間以内、年間360時間以内というふうになってい

ます。これは教員に対しては以前は指針でしたけれども、法になりました。精神的にも肉体

的にも疲れ果てて、病気になる先生も増えています。声かけでなく実際の業務を減らさなけ

れば改善されません。先生が元気に生き生きと働ける職場こそ子供たちが伸び伸びと学ぶこ

とができます。 

 昨年12月、国は教師の長時間労働を是正するとして、１年単位の変形労働時間制を打ち出

しました。これは１年間の平均で１週間の労働時間が40時間を超えない、年間360時間を超

えないなど、いろんな規制がありますけれども、その中で業務の忙しい時期と暇な時期に応

じて労働時間を配分するというものです。 

 この１年間単位の変形労働時間について、教育長にお尋ねします。これについてはどのよ

うにお考えですか。 

○議長（野村泰也） 

 教育長。 

○教育長（吉住政子） 

 お答えいたします。 

 昨年の国の方向に沿いまして、本年７月に文部科学省初等中等教育局のほうから導入の手

引きが出ておりまして、私も読ませてもらいました。まず、教職員の勤務について話題にな

ることは大変結構でございまして、やはり大事な児童・生徒を預かる教職員が健康で元気に

仕事をしてほしいと思っています。そのような環境をつくっていただくことは結構でござい

ます。 

 ただ、この内容を私も読みまして、幾つか気になるところがございます。１年単位の変形

労働時間制導入の意義としまして、やはり長期休業期間等において休日を集中して確保する

ことによりまして教師がリフレッシュできると。年間を通してですね、結局なべて取れると

きを使ってリフレッシュすることができて、そして、児童・生徒に対して効果的な教育活動

が行える。そして、教職というものの魅力向上に資することができると書かれております。

そして、これを基に県のほうでは、来年度になると思いますけれども、この指針を基に検討

されているようでございます。教職員の勤務条件がよくなることは結構でございますが、た

だ、そのことが短期的な時間の無理な勤務にならないような、そのような制度をつくってい

ただきたいと思っています。 

 そういうことで、以前には夏季休業中は行事が少なくて、自宅研修という形も行われてい

ました。それがほとんどなくなりまして、全て勤務であるということで、年休行使をするか、

あとは研修をするかということになっておりますので、また少し形が戻ってきておるのかな

という気もしますけれども、児童・生徒がいないときに休めるような体制をつくっていただ

くことは結構でございます。ただ、そのことが日常的な勤務の強化にならないような制度を

つくっていただきたいと考えております。まだ出ておりませんので、はっきり申し上げられ

ませんが、私の個人的な感想でございます。 

 以上でございます。 
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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） 

 この制度は市町村、県全体画一的、一律に導入するのではなく、個人の選択的な導入を可

能とするものというふうになっています。つまり３月ぐらいになったら校長先生か何か、管

理職の先生が一人一人面談して１年間の働き方をとかいうふうな感じになります。管理職の

先生や事務職員の先生にとても負担が大きいかなと思います。 

 まず第一に、１年単位での変形労働時間制ではありますが、労働時間が月45時間以下、年

360時間以下をクリアできないなら、この活用は取りやめるというふうに文科大臣も答えて

いますので、当面この導入は難しいかなと思います。第一、忙しい時期と忙しくない時期と

いうのがないですね。年中師走ですね。もう少しここら辺は考えていかなければいけないと

ころではないかなと思います。とにかく業務を減らさなければ先生たちの労働体制は、働き

方は変わらないということだと思います。 

 次、先ほども言いましたけど、先生の配置が一部正規でないというのは、どこの自治体で

も同じです。この枠の中に講師の先生が充てられて、町での採用がさらに厳しくなるという

ことになっています。しかし、そのような状況の中でも、県内でも35人学級を完全実施して

いるところがございます。南筑後教育事務所管内を見てみても、完全実施ではなくて一部実

現できているという自治体を加えれば、もっと多いのではないかなと思いますけれども、国

の改正とか法の改正とか予算化が待たれるところですが、町として先生がいないから実現で

きない状態がさらに続くならば、広川町の少人数学級の実現は絵に描いた餅になってしまい

ます。来年度は確実な実施ができるよう強く求めます。 

 先ほど様々な学習支援の教員を配置しているというふうに御答弁いただきました。確かに

それは本当に助かっていると思います。しかし、少人数学級の実現と、それはまるっきり別

問題だと私は考えています。それが要らないと言っているのではありません。例えば、算数

の少人数学級をしたとき、その時間は少人数です。しかし、それが戻ればまた密の状態の中

で勉強をする。支援学級の子供たちが原学級に入って学習するときには、40人学級どころか、

43人学級にまでなるときがあると聞いています。このような状態で子供たちの学びを保障し、

コロナ感染を防ぐことができるのでしょうか。教育長が本当に努力していただいて、本当に

難しいところだというふうに思っていらっしゃるのはよく分かります。現実も確かにそうで

す。しかし、広川町が実現できなかったこの２年間を見ても、昨年度は大牟田市、筑後市、

みやま市、大木町が実施できています。本年度はさらに柳川市も完全実施しています。でき

ていないのは八女市、大川市、広川町だけです。来年度の人事はもう既に始まっています。

今現在どのような取組をなされていますでしょうか、お尋ねいたします。 

○議長（野村泰也） 

 教育長。 

○教育長（吉住政子） 

 お答えいたします。 

 まず、先ほどの変形労働時間制につきましては、確かに校長の責任になりますが、その前

に、服務監督する教育委員会の方針が出ないとできませんので、今、県のほうでは文部科学

省の指針に基づき検討されております。そういうことで県の方針を待ちたいと思っておりま
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す。そして、おっしゃいましたように、いい形でこれを導入することによって、ますます労

働の密が、内容が厳しくならないように私どもも注視したいと思っております。 

 それから、少人数学級のことでございますけれども、広川町も予算をいただきまして、一

部少人数学級を実現しております。例えば、上広川小学校では30人超えましたら１学級が２

学級に分かれまして、17人と15人とかいうふうに20人以下の学級になりまして、幸いにもコ

ロナ禍の中でも学級の中に少ない人数が入って安心して学習しております。ただ、実際に何

度も申し上げておりますように、定数のほうに講師が取られていますから、少人数学級を市

町村で行っても人がいない。免許を持っておられる方もおられますけれども、免許更新をし

ておられない方がおられて免許がないと。それは免許は取れないということで県は言ってお

ります。そういうことで、免許のない状態でお願いする。その場合には支援員としてお願い

する。もちろん担任等していただけません。それから、御本人の希望も、仕事したいけど、

担任までして丸々仕事するのは体力的に無理であるということで、短時間の講師を希望され

るということで、そんな方をやっと何とか見つけております。 

 そういうことで、広川町では一部35人学級、30人学級を実現しておりますが、できない学

級につきましては、教科によって、特に子供たちがつまずく教科によっては、習熟度別、苦

手な子供たちの小さな集団、それから、ある程度分かっている子たちの集団というふうに分

けて、そして、教師がついて細やかに指導しています。特に理解が難しい子については、小

さな集団で学んで、分かったということで、また元の集団に戻すとかいうこともやっており

まして、非常に効果を上げています。 

 そういうことで、なかなか最大限努力しても見つからない状況で、予算をそのまま使わな

いのは一番失礼だと思いますので、そんな形で承認いただきまして使わせていただいており

まして、中広川小学校あたりも非常に効果を上げております。実際に学校に見に行っていた

だきますと分かると思いますけれども、広い廊下を活用して、廊下に講師の先生が待機をし

て、算数の時間は分からない子はぱっと学びに行けるようにしているんですね。そして、あ

あ、分かった、分かった、先生、分かったといって、また授業に戻るということをしており

ます。その結果、非常に学力も上がってきております。その習熟度において支援してくれる

教員は退職等のベテラン教員でございます。そのことが今度は若い先生方の学びにもなって

いるということで、結果的にいろいろ工夫をして、いただいた予算を最大限活用できるよう

に、少人数指導ですね、きめ細やかな個に応じた少人数指導のほうに使わせていただくとい

うことで少し拡大して活用しております。先ほど申し上げましたように、来年度も講師を見

つけたいと思っています。今から頑張っております。しかし、なかなか厳しい中で、このよ

うなことも含めて最大限活用したいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（野村泰也） 

 ５番江藤美代子君。 

○５番（江藤美代子） 

 少人数指導、指導方法工夫改善などで効果が出る、子供たちも生き生きと学習できるとい

うのは分かります。しかし、先ほども申しましたように、担任の数が40人ということは、そ

の子たち全てに責任を持つ。突発的なことが起きれば子供にも対応する、保護者にも対応し

ていくということですので、まるっきり教育効果という面では同じような意味があるのかも
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しれませんけれども、少人数学級の意義は別のところにもあると思います。 

 現在、若い先生方がすごく増えていますね。若い先生は子供たちと年齢が近いというだけ

でも、本当に子供たちにとって魅力的です。その先生方が授業力や学級経営力を磨いて、楽

しく自信を持って働ける学校であることは、子供たちにとっても学校にとっても、また町に

とっても大きな財産だと思います。学校の時間は授業がほとんどです。若い先生方とベテラ

ンの先生方が議論して、授業力、学級経営力を磨くことが求められます。テーマに沿って深

く研究する研修も大切かもしれませんが、学校の実態に応じて先生たちの困ったという課題、

実情に応じて自主研修、校内研修こそ大切ではないかと思います。この点についても現場の

声が生かされる研修になるよう支援をお願いします。 

 また、先生たちの負担軽減には何よりも、何度も申しますが、業務を減らさなければなり

ません。町としてできることはないでしょうか。年に２回の学校訪問や何日にもわたる学校

公開など、先生たちには負担になっているのではないでしょうか。広川なら働いていいよ、

広川町なら町も頑張っているからいいよというふうな先生が増えるように、町として対応で

きる業務減らしなど、温かい言葉かけとともに、お願いしたいと思います。そして、厳しい

状況であるということは分かっております。分かっておりますが、もう今から来年度はぜひ

少人数学級の実現が完全実施できますように動いていただきまして、来年度は少人数学級が

完全実施できますよう強く強く求めて、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24分 休憩 

午前10時33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、９番池尻浩一君の登壇を求めます。 

○９番（池尻浩一） 

 ９番池尻です。皆さんおはようございます。では、通告どおり、事項、要旨に沿って質問

させていただきます。 

 今回、コロナが近隣の自治体とかにも広まり、緊急事態宣言もまた出るのじゃないかなと

いう中での議会ですので、時間にも十分配慮させていただき、質問させていただきます。 

 まず、再生可能エネルギーについて質問させていただきます。 

 国では、菅総理が国内の温暖化ガス排出を2050年までに実質ゼロにすると宣言されました。

また、パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略の具体的目標として、2050年までに温室

効果ガスを80％削減すると国はしています。海外でもアメリカ、イギリス、中国では、2035

年にはガソリン車及びディーゼル車の新車販売はしないと決定づけております。国ではさら

に対策の３本柱として、イノベーションの推進、これはカーボンリサイクルですね。グリー

ンファイナンスの推進、これは環境問題に取り組む企業に対して十分な資金が循環する仕組

みづくりをやっていくということです。そして、３つ目がビジネス主導の国際展開及び協力

というものが掲げられています。実際、企業の取組ではスピーディーで内容豊かに進められ

ています。 

 広川町では工業団地を有しており、今後、国道３号バイパス整備においても周辺に優良企
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業を誘致するということが望まれています。クリーンエネルギーの地産地消、ＥＶ車等に対

する充電場所の確保及び設置など、国の補助待ち、状況待ち、対応待ちということも考えら

れますが、企業誘致を優先する場合、やはり早急な準備も必要と思われますが、これに対す

る町の考えを伺いたいと思います。 

 また、さきの町議会でも屋根貸しの条例整備がありましたが、現在、町で設置している太

陽光発電について、これは下広川小学校分が対象となりますけれども、余剰分の電力、これ

の発電エネルギーはどのように取り扱われているか、余剰電力の契約がどのように行われて

いるかということを伺いたいと思います。 

 売電価格も下がっていく中、余剰分の有効活用として、一般家庭においても蓄電により夜

間や発電が不十分な天候などの対応にされておりますが、町でも災害時の対応としても蓄電

の設置補助を考えていただきたいとも思いますが、町の考えを伺います。 

 次に、再度まちづくり、地域コミュニティについて伺います。 

 ２期目の計画を各行政区で立てていただいていますが、状況を伺ってみますと、やはり本

来の目的の各世代での交流、コミュニティの場づくりの形ができていないように感じます。

継続の形のまま、地域の問題解決としての動きが、これもなされていないように感じられま

す。地区担当職員を活用しての指導というものが求められていましたが、そのあたりも非常

に薄く感じられます。 

 まず、地区担当職員への町の指導というのはどのように行われているか。また、改めてコ

ミュニティづくりの基本として、たまり場づくりを求められていますが、これを積極的に推

進する考えや施策はないものか、伺いたいと思います。 

 では、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） 

 池尻議員の質問の中の再生可能エネルギーに関する町の考え方についてでございますが、

菅内閣総理大臣が成長戦略の柱にグリーン社会の実現に向けて取り組むことを表明され、よ

り一層、国と地方で検討が進むことが予想されます。 

 本町も国の地球温暖化対策計画、エネルギー基本計画、パリ協定に基づく長期戦略の見直

しを注視し、政策の具体化に伴い、歩調を合わせ取り組んでまいります。さらに、現在作成

中の第４次総合計画の「自然と共生する快適なまち」の基本施策にて、ＳＤＧｓの目標とと

もに取り組んでまいります。 

 次に、まちづくり、地域コミュニティについての質問でございますが、現在の地域コミュ

ニティ推進事業は本年度で第１期が終了し、来年度から第２期の推進事業に移行します。第

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

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

ら５年間の地域づくり計画を策定していただきますが、これまでの事業の検証と新たな計画

の策定には地区担当職員が加わります。現在、地区担当職員の研修については、班長会議に

おいて各まちづくり委員会の活動内容などを把握して担当地区へ情報提供を行っております。 

 各まちづくり委員会の取組は、地域性や人口規模の違いにより課題解決の内容や方法もそ

れぞれ違います。この事業は多くの区民が集い、地域の課題解決のために協議し、地域コ
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ミュニティ力の向上を図ることを目的として実施します。また、人口減少や少子高齢化がよ

り深刻な地域で、行事等の継続が難しくなると考えられる行政区への支援策についても協議

を進めてまいります。 

 今年度はコロナ禍の影響で人の集まる機会が減っており、今後も同様の状況が続くことも

予想されますが、十分なコロナ対策を行いながら、地域の実情に応じた活動の継続をお願い

したいと思います。 

 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） 

 教育長。 

○教育長（吉住政子） 

 池尻議員の御質問のうち、再生可能エネルギーに関する町の考えについてに関してお答え

したいと思います。 

 町民交流センターや中広川小学校、下広川小学校の太陽光発電で得られる電気は、国庫補

助事業による施設でございまして、補助金交付の目的に反するため、売電はできないことと

なっております。ただし、発電した電気はそれぞれの施設内の電気を補うために使用されて

おりまして、残った電気は九州電力が無償で引き取っております。 

 蓄電に関しましては、再生可能エネルギーの有効利用となりますが、蓄電池設備の設置に

関しましては、町民交流センター、それから下広川小学校ともにそれぞれ概算20,000千円以

上の経費が見込まれます。以上のことから、現段階での蓄電池の設置はコスト的に困難かと

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） 

 ９番池尻浩一君。 

○９番（池尻浩一） 

 再生可能エネルギーについてですけど、大木町は令和２年度、地球温暖化対策支援補助金

として太陽光システムに対する補助金を設置、これは蓄電システムも含まれております。ま

た、ＥＶ自動車等の充電システム設備補助金の設置というものも、令和２年度、大木町は出

しております。広川町では以前、太陽光パネルの設置について補助金も出しておりましたが、

やはりまだそういうのを期待するところは多いですし、今、一般家庭においては余剰分の有

効利用ということで蓄電池の活用もセットで業者さんは販売しているような状況が非常に多

いです。先ほどやはりまだ充電設備が高いということも言われましたけど、どのぐらいのサ

イズのものを言っておられるのか。普通に小学校に関しては、まず日曜日は授業はほとんど

あっておりません。その分、昼間して、また今年の猛暑の中、エアコン代がピークに達して

しまうと、契約分を超えてしまうというような状況があった中、そういう場合はそれはしよ

うがないと思いますけれども、今の時期、暖房を使わないとか、春、秋の必要性のないとき

とか、その分はもちろん電力は余剰分が大分増してくるのは増してくるんですよね。そうい

う分を夜間に蓄電しておいて、体育館とか会議室の夜間の照明に使えないかとか、その程度

の分でしたら十分に賄えるように感じますけれども、その辺の計算とか考えとかというのは

ないのでしょうか。 

○議長（野村泰也） 
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 教育次長。 

○教育委員会事務局教育次長（中島 孝） 

 今の御質問については下広川小学校に限ってのところでよろしいですかね。（「はい」と

呼ぶ者あり） 

 令和元年度の下広川小学校における太陽光の発電量、それと、下広川小学校の電気の使用

量というのを調べました。そしたら、まず太陽光の発電量ですけれども、年間で３万4,920

キロワットの発電量がありました。そして、下広川小学校の電気使用量については13万9,368

キロワットということで、発電量から使用量を差し引きますとマイナス10万4,448キロワッ

トということで、発電量よりも使用量のほうが上回っているというような結果が出ておりま

す。ただ、今言いましたのは年間の使用量でございますので、各月の額、電気料の金額が請

求とか来ますので、その分を集計した金額になってきます。 

 ただ、今言われましたように、学校が休日の日なんかは実際は使われないんですけれども、

下広川小学校におきましては厨房施設や空調等の動力の分に使用しております。それで、動

力ですので、学校給食では冷蔵庫等の関係で使っているかと思われますけれども、それで、

実際、今その日その日、１日ごとの発電量とか使用量というのはちょっと分かりませんので、

その辺は不明になりますけれども、そういった一日一日の分は確かに余剰電力というのは休

みのときは若干出るかも分かりませんが、年間等で計算すればそういうことで使用量のほう

が上回っているような状況にはなっております。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 ９番池尻浩一君。 

○９番（池尻浩一） 

 ですから、その余剰分は確実にエネルギーの地産地消というイメージで今後やっていかな

ければいけないのではないかなということをやっぱり申し上げています。本当に年単位で、

冬は暖房、夏はクーラー、エアコン、そういったものを使った場合の電力が多いですし、今

後もやっぱりエコとか、そういうことに取り組んでいる地域とか、国自体もそういうことを

意識してくれということが出ている以上、やはりそういうところにも意識を向けなければい

けないのではないかなと思っています。 

 そういう精査が行われていないとか、今後また屋根貸しが出てきている以上、そういう

チェックとか、そういった部署も本来必要ではないかなと思います。今回質問するに当たっ

て内容を聞いたときに、どこの担当であるか、その内容がよく把握できていない。今の時点

でもそうですけれども、そういった状況が生まれるということは、やはりチェック体制とい

うか、今後もそういうところを伸ばしていく意識において、ちょっと足りないのではないか

なと思いますけど、その部署とか意識はどう考えていらっしゃいますか。 

○議長（野村泰也） 

 副町長。 

○副町長（飯田潤一郎） 

 質問趣旨にもあったとおり、グリーン社会の実現ということが今後の国策の大きな柱に

なってまいります。大木町の例を挙げられていましたけれども、確かに広川町のこれまでの

環境行政というのは、ごみの減量化、あるいは不法投棄の対応とかいったところにやっぱり
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重点を置いてまいりまして、脱炭素社会を進めるに当たっての広川町の政策というものはや

はり不十分だったかという反省をした上で、現在、機構改革等の議論をしている最中でござ

います。 

 ただし、今年になって広川ダムにおける小水力発電の業者さんが決定をいたしました。う

まくいってそれが発電可能になれば、広川町における消費電力への影響というのは少ないか

も分かりませんけれども、環境における発電の問題への関心というのはかなり大きなものに

なるだろうと思います。特に、子供たちの見学の場所になるといったようなことも奨励して

いかなければならないかというふうに思います。そういった意味で、一部動き出していると

ころもありますけれども、議員御指摘のように、環境問題に深くコミットするような広川町

独自の政策展開のためには、そういった部署に力を入れると、明確にするということを近々

のうちに実現させていきたいというふうな考え方を持っております。 

○議長（野村泰也） 

 ９番池尻浩一君。 

○９番（池尻浩一） 

 企業のほうもＲＥ100とか掲げて、無駄なエネルギーを使わない、そういった優良企業を

目指しております。地域自体がそういう取組をしているところに優良企業は入っていきます。

質問の冒頭で国道３号バイパス、今後の工業団地等、企業の誘致に関してはそういった設備

は絶対的に必要不可欠と思いますので、町としても取り組んでいただきたいと思います。 

 また、それを進めるに当たっても、やはり公民館、コミュニティセンター等への屋根貸し

といいますか、太陽光パネルの設置等も、災害時とか、避難所とか、そういうところを目的

とした形でも自主電源の確保というのも望まれますが、その辺の意識というのは町的にはあ

るのでしょうか。 

 これに関しては町長自体も本当は理解しておられると思いますし、協力的でもあると思い

ますけれども、これに本当に住民の意識、協力というのが必要不可欠ともまたなってきます。

町の考えとか行動としてはどのようなものがあるでしょうか。 

○議長（野村泰也） 

 町長。 

○町長（渡邉元喜） 

 ある電力会社から各行政区の分館の屋根貸しの協力をお願いしますというふうに言われま

したので、各分館に太陽光パネルを上げて、そして蓄電池を設置する。これは業者がやるん

ですね。その電力を業者が買い取る。15年すれば全てその施設は地区にやりますという約束

の下に、区長さん方にそのお話をしましたが、やっぱりまだまだ理解が足りなかったのか、

あまりできていないようですけれども、今後それが進んでいけば、公民館なんかは昼間使う

こともあんまりないようですが、夜使うときはその蓄電池の電気を使うことも可能になりま

すので、そういう考え方の普及を今、業者と共にやっているところです。 

○議長（野村泰也） 

 ９番池尻浩一君。 

○９番（池尻浩一） 

 国の方針にもビジネス主導の国際展開や協力といったものがあります。やはり地元地域の

企業なりと協力、連携していった上で、さらに住民との理解、協力を深めていかないと進ま
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ないと思います。やはり５年後、10年後の町の方向性を考えたときに、こういうものに早く

取り組んでいくのが何よりも大事かと思います。予算について、今のこの時期にどう使って

くれというのも本当に難しい状況でもありますけれども、ここは先のことを考えると非常に

大事かと思いますので、ぜひまずは準備段階から内容よく進めていただきたいと思っており

ます。 

 地域コミュニティ、まちおこしに移らせていただきます。 

 やはり広川町は何もない町、楽しみの少ない町としてちょっと出ております。公園や遊園

地、動物園等もつくっていただけないか、そういうものがあれば町も盛り上がりますよ、住

民も楽しめますよという声も聞きますけれども、そういうものがふだんに本当に楽しいのか

どうか。月に１回、年に数回行くようなところに十分な費用対効果も求められるかどうかも

分かりません。本来必要なのは、一歩外に出て、住民同士が普通にお話しできて、近所の方

たちと触れ合って、町のイベント、地域イベントがあればみんなが協力して物事を進める、

こういった状況が一番望ましいと今でもやはり考えます。古い考えかもしれませんけれども、

そういうものなしに毎日が楽しい生活になるとは考えられません。 

 やはりまずはそういったたまり場、地域的に普通に話せるもの、町はサロン活動やそう

いったものにずっと取り組んでもらっていますけれども、やはり今後のまちづくり、地域コ

ミュニティの柱として、しっかりとしたたまり場づくりというものを目的とした形でやれな

いかとも思っております。そういった考えがまずどうかと、それに関する地区担当職員の指

導、そういったものを実際どういうふうに今回伝えられたのか。今、２期目に関して今後５

年の計画を立てて、もう12月ですので、計画が出されると思います。各行政区の今後の取組

をどうされているか、まずそれを聞きたいと思いますけれども、地区担当職員の指導と今の

各行政区の申請状況等をお答えしていただきたいと思います。 

○議長（野村泰也） 

 協働推進課長。 

○協働推進課長（藤島達也） 

 今度の第２期の事業でございますが、今までやってきた第１期の検証の中で、やっぱり今、

議員が言われるように、たまり場づくりとして、人がいかに集まって、年齢に関係なく一緒

に活動できる、そういうような事業に取り組んでいただきたいと思っております。 

 地区担当職員でございますが、地区担当職員では町の中でどの委員会がどのような活動を

しているかということを中心に班長会を行っております。班長会の中で各まちづくり委員会

が行っている特徴的な事業ですね、人が集まりやすいような公民館の設備ということで、手

すりの設置とか、机、椅子の購入とか、クーラーの設置とか、また、安全・安心な地域づく

りという中では防犯パトロールとか、防犯灯設置とか、フェンスの設置とか、そういうよう

なことを、どこのまちづくり委員会がどういう事業をやっているかというのを出し合いまし

て、それを一覧表にまとめて班長さんにお渡しして、それを各まちづくり委員会に伝えてい

くというような方法を取っております。 

 今回の第２期につきましての地区担当職員の業務としましては、地域の中に入っていって、

地域づくり計画につきまして協力、助言をしていくということでやっております。地区担当

職員には現在の第１期の事業が継続できる、人が集まれるようなたまり場づくり的な要素を

含めながら、継続できる、また、役員の方とかにもあまり負担がないようにできるような、
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そういう計画ができないかということで提案しております。地区担当職員が地域に呼ばれた

ときにつきましては、うちの協働推進課のほうに来ていただきまして、今度の第２期につい

てはこういうふうな方針でいきますので、皆さんにそういう情報をお伝えくださいというこ

とで行っておるところです。 

 現在、第２期の地域づくり計画書でございますが、現段階では13の委員会から５年間の計

画書提出があっているところでございます。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 ９番池尻浩一君。 

○９番（池尻浩一） 

 継続としてという言葉が出ましたけれども、本来、やはり10年間、１期目で各行政区が目

標を立てて、地域、行政区独自の流れをつくっていくと、そういったものが目的とされてい

たはずですけれども、やはりそこで原則、一番言われていたのが、そこで補助金は打ち切り

ますよと。本来そうする目的でされていたのが、今後５年にまた２期目としてもっと継続し

ていきたいと。これも本当に継続して５年という時期で終わらせるなら、そこをきちんと説

明しておくべきではないかとも思いますが、そこの説明もある程度やっているんですよとい

う中で、また自分たちも各分館長、区長、定期的に替わられて、そこでまた意識がなくなっ

て、ただの継続となって、本当に明確な10年間とした区切り、５年とした区切りがなされて

いないのが現実かと思われます。 

 その辺の今後は５年間で地域独自で取り組まなきゃいけないという説明、計画、それがき

ちっとできているかどうかですね。そこで予算を５年で打ち切ったとしても、それが継続で

きるような状況にある計画をしているのかということを伺いたいと思います。 

○議長（野村泰也） 

 協働推進課長。 

○協働推進課長（藤島達也） 

 今言われましたように、今まで10年間の事業をやってきたわけでございますが、事業の当

初につきましては、いろいろな団体が集まって、何をやろうかとか、いろいろな行事に取り

組んでおられましたが、やっぱり長くなりますと、なかなか役員さんたちが中心になって、

ほかの団体が一緒に集まってやる事業でなくなってきたり、世代間交流がなかなかできない

状態というのも第１期の検証では出てきております。そういうことで、いま一度原点に戻っ

て、計画書づくりからいろいろな団体が集まって、みんなで一緒に地域の中で希薄化してき

たつながりを取り戻していこうということで、５年間ということでやっております。 

 今、議員が言われましたように、やっぱり５年間の中でまたそういうような連携、コミュ

ニティ力の向上に向けて基礎づくりをやっていただきたいと思いますが、今言われましたよ

うに、10年間の事業が今度、第２期、５年間の延長ということで、また地域の中で第３期が

あるんではないかとか、そういう期待も持たれるかと思いますが、５年間の時限的な補助金

であるというのを伝えていきたいと思っております。地区担当職員にはそこの５年間で終了

しますよというのを強く言ってくださいということまであんまり伝えておりませんでしたの

で、今後ちゃんとそういうような協力体制の下に地区担当職員にも伝えていきたいと思って

おります。 
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 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 ９番池尻浩一君。 

○９番（池尻浩一） 

 本当に５年後は、その内容を見て提案型になるかどうかはまた分かりませんけれども、５

年間できちんと自分たちで継続できるような形に持っていくということを強く各地域のまち

づくり委員会の方々にはお伝えした上で、本当に内容よく取り組んでいかないと、ただただ

１期目の10年が終わってしまった、２期目の５年間がというような形にならないように、本

当に内容のいい事業にしていただきたいと思っております。 

 では、以上で質問を終わらせていただきます。 

○議長（野村泰也） 

 次に、２番丸山幸弘君の登壇を求めます。 

○２番（丸山幸弘） 

 おはようございます。２番丸山でございます。よろしくお願いします。 

 コロナ感染対策の観点から、本日は短時間で質問をさせていただきます。よろしくお願い

します。 

 通告しておりますとおり、本日は災害に強いまちづくりというテーマで、町のブランディ

ングについて御質問をいたします。 

 コロナの影響がまだまだ続いておりますけれども、いつも当たり前にできていたことがで

きなくなりました。ほとんどの行事が中止になりました。そのような状況の中で、疲弊して

閉塞感漂っているであろう広川中学校の生徒と保護者を元気づけるプロジェクトのために中

学校を訪問いたしました。中学生が意外に明るく、コロナ禍にあって何ができるかを考え、

できることをやろうと前向きに取り組んでいる姿が印象的でございました。私たちも創意工

夫をしてやっていくということが大切ではないかというふうに思っております。 

 コロナは一見、逆風のように感じますけれども、見方を変えることによれば追い風になる

ということもあります。「新しい生活様式」、テレワークによる働き方の変化、これは広川

町に移り住みたいというウオンツ、ニーズをつくり出したと考えております。都会へのアク

セスも程よく、自然もあり、田舎の不便さもない。コンパクトで、そういう広川町をアピー

ルするよいチャンスでもあるかと思います。そして、今日の私のテーマであります災害に強

い、災害が少ないという広川町の地域ブランディングの要素の一つになると考えております。 

 町のホームページに、震災に強いまちづくりを目的に、平成26年８月１日から木造住宅の

耐震改修費用の一部補助金を交付しますという事業が行われております。平成30年度からは

上限を600千円から900千円に引き上げて実施をされております。 

 １点目の質問は、この事業の令和元年度の補助実績、状況についてお尋ねをいたします。 

 またあわせて、倒壊の危険のあるブロック塀取壊しの補助実績についてもお尋ねをいたし

ます。 

 もう一点は提案でございますが、瓦屋根の耐震、耐風、風に耐えるの耐風でございますけ

れども、これに対して支援策を検討いただけないか、お尋ねをいたします。 

 屋根瓦の耐震・耐風対策につきましては、業界団体において平成13年度に設計・施工ガイ

ドラインを作成して、このガイドラインに沿った工事を実施するよう徹底をした取組が行わ
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れております。令和元年の房総半島台風の折に国土交通省が立ち上げたタスクグループの調

査によりますと、この台風被害の８割が瓦屋根でありましたが、その中で、全ての瓦を緊結

するガイドライン工法の屋根の被害が少なかったという調査報告がされています。 

 毎年、台風や大雨の時期になりますと町民の方々の不安の声を多く聞きます。屋根瓦の改

修支援につきましては一例として申し上げておるのですが、災害に強いまちづくりを推進す

るために実情に合った支援策を検討していただけないか、お願いを申し上げます。 

 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） 

 丸山幸弘議員の質問でございますが、本町では平成18年の建築物の耐震改修の促進に関す

る法律の改正を受け、地震による建築物の倒壊などの被害から住民の生命、財産を守るため、

広川町耐震改修促進計画を策定しました。この計画の推進のため、広川町木造戸建て住宅耐

震改修補助金交付要綱を制定し、平成26年度より耐震性のない木造戸建て住宅の耐震化工事

に対して補助金を交付しております。この利用状況については、昨年度の実績はゼロ件です

が、平成26年度から平成30年度までに８件の補助金を交付し、住宅の耐震化を行いました。 

 また、平成30年に発生した大阪北部地震において、学校登校中の児童が倒壊したブロック

塀の下敷きになり死亡するといった痛ましい事故をきっかけに、危険ブロック塀対策を検討

し、本町では平成31年度より危険ブロック塀等撤去費補助金を交付しております。利用実績

としては、現在までに10件の補助金を交付しております。 

 議員御指摘の屋根瓦の耐風性向上のための改修に対する支援につきましては、現在のとこ

ろ補助制度を設ける予定はございません。毎年のように災害が発生する現状を踏まえ、今後

も安全・安心なまちづくりのため、国県とも連携し、安全対策を進めてまいります。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（野村泰也） 

 ２番丸山幸弘君。 

○２番（丸山幸弘） 

 どうもありがとうございます。耐震のほうが最近ではゼロ件ということでございますけれ

ども、周知はされていると思うんですけど、周知不足というよりも、やはり町民の意識や不

安が水害とか台風災害のほうにあるように感じるんですけれども、この点についていかがで

ございましょうか。 

 また、ブロック塀につきましては10件ということですけれども、事故が起こってからでは

遅いということもありますので、特に危険な場所の把握とか、強制的に取り壊すとか、そう

いうことができるものかということをお伺いします。よろしくお願いします。 

○議長（野村泰也） 

 建設課長。 

○建設課長（樋口信吾） 

 利用に当たっては、確かに耐震に対する意識がちょっと低い状況が見受けられます。私ど

もといたしましては、利用促進を進めるために広報であるとかホームページでの周知を行っ

ているほか、納税通知書において耐震改修の補助制度の通知等も行っております。また、平
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成30年度になりますけれども、徳永玲子さんをお呼びして耐震フォーラムを開催して周知を

上げたという実績等もつくっております。それでも熊本地震があった翌年とかは意識が急に

上がって申込みが出てきたりもしたんですけど、また、こういったフォーラムを行った後は

問合せ等もあったんですけれども、やっぱり時間が経過するとともに意識が薄れてくるとい

う実情はあります。やはり耐震に対する、この辺が地震が少ないような実態もあるんじゃな

いかと思いますけれども、そこら辺についてはそういった意識がちょっと働いているんじゃ

ないかというふうに考えております。今後については、その辺を含めて、また周知等のやり

方も今検討を行っているところです。 

 それから、ブロック塀の問題につきましてですが、これにつきましては倒壊の大阪北部地

震ですね、その後ではありますけれども、公共施設の一斉点検を行うとともに、これは八女

県土整備事務所が中心になって行っているんですけれども、学校周辺について調査等を行っ

た形があります。そういった形で、危険性がある部分については一応こちらのほうで把握し

ておりまして、そこについては各戸に対して、こういう危険がありますという通知を各戸配

付でやっているところです。 

○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。引き続き周知、ＰＲとか、危険箇所の通知、指導をよろしくお願

いしたいと思います。 

 次に、屋根瓦の改修支援の話ですけれども、いろいろ財源とか、国とか県の施策、そうい

うのを待つということもあるかと思いますけれども、簡単にできるものではないというふう

には理解しております。 

 １つの情報としてお伝えをしたいんですが、瓦屋根のガイドラインに対する国の動きとい

いますか、国土交通省社会資本整備審議会建築分科会建築物等事故・災害対策部会という国

の部会が今年７月14日に建築基準法の告示基準を改正して、新築時において瓦屋根標準設

計・施工ガイドラインを義務づける方針を固めたということであります。あわせて、既存の

建物の改修を促進するために、さらなる支援策の必要性も検討するということになったと聞

いております。そういうことで、すぐにできるような問題ではないんですが、時期が来まし

たらすぐにこういうことにも取り組めるように、今日、私の話をちょっと頭の隅にでも置い

ていただいて、災害に強いまちづくりという町のブランディングのために、アイデアを絞っ

ていただくようにお願いをしたいと思っておりますけれども、建設課長の御意見を聞かせて

いただけたらと思います。 

 また、お約束ですので、産業振興課長にもお尋ねをしたいと思いますが、平成13年から瓦

の業界団体がガイドラインをつくって真面目にやっているということは先ほど申し上げたの

でございますが、このガイドラインに基づいた施工というのは義務づけられているわけでは

ありませんので、現在、中央のリフォームの業者、悪徳業者とは言いませんけれども、そう

いう中央から電話で営業をかけまして、低価格で工事を請け負いまして、地元の企業に下請

させるというケースが多く見られております。このことは消費者、それから地元の企業に

とっても大きなデメリットであるかと思います。町独自でこのガイドラインの規制をかける

というのは難しいかとは思いますが、消費者保護、それから健全な地場企業の育成にも効果
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があるというふうに思いますので、このガイドラインを推奨するとか、何かいいアイデアが

ないか、産業振興課長にもお尋ねをいたしたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（野村泰也） 

 建設課長。 

○建設課長（樋口信吾） 

 いろんな耐震改修であるとか、ブロック塀の補助金等を設けておるんですけれども、いず

れにも共通した観点なんですが、人命を脅かすことのある危険の対策でありまして、いずれ

におきましてもその基準が国から示されております。そういった危険性を除去する部分につ

いて補助金を交付しているものでありまして、これは一歩間違うと個人の資産形成につなが

る補助でもありますので、公平性の観点から十分に目的、効果、そういったものを検証しな

がら今後の対応は考えていきたいと思っております。 

 ガイドラインが出されて、国のほうでそういった動きがあるということであれば、町のほ

うでもその情報を早めに察知して、できる分野は対応していきたいと考えておりますので、

その時点で十分検討させていただきたいと思います。 

○議長（野村泰也） 

 産業振興課長。 

○産業振興課長（井上新五） 

 まず、詐欺関係につきましては、広川町では協働推進課のほうで消費者行政の担当をして

おりますので、常に町の広報紙、こちらで消費者の注意喚起というのは行っております。 

 商工観光等の部門としましては、やはり商工事業者の屋根瓦の耐震性向上のための支援、

こういったものを考えるに当たりましては、議員から言われたように災害に強い町をつくる

観点から、災害に強い店舗、災害に強い事業所の構築から進めなければならないというふう

に考えております。このために事業所ごとに災害に備えた、万が一災害が発生した際に事業

が継続できるような事業継続計画、ＢＣＰ計画といいますが、こちらを事業所ごとに計画を

立ててもらって、災害に強い店舗、事業所づくりに取り組んでいただければと思っておりま

す。 

 国のほうでは事業所ごとの事業計画、事業継続力強化計画というのを中小企業庁のほうで

認定されてありますので、こういった認定を受けますと、補助の支援とか、いろいろな税制

の優遇とかもありますので、そういったものを国の支援等を活用しながら災害に強い町、事

業所づくりというのは推進していかなければならないというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 ２番丸山幸弘君。 

○２番（丸山幸弘） 

 どうもありがとうございます。 

 コロナが今年始まったときに、非常に町の対応がすばらしかったというふうに思ったわけ

です。非常に職員が一生懸命考えられて、必要な施策を的確にスピーディーにやられて、な

おかつ親切丁寧に対応していただいたということで、非常にありがたかったというふうに

思っております。非常に優秀な方が──優秀じゃない方もいらっしゃるかもしれませんが、

広川町は非常に優秀な方が多いと。私はあちこちの、久留米市とか、うきは市とか、いろん
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なところに行きますけど、広川町の職員の優秀さを感じております。こういうところでいろ

んな課で、今回の災害に強いまちづくりだけではなく、いろんなまちづくりの計画を考えて

おられます。冒頭で中学生が一生懸命考えてやっているよという話をしましたけれども、こ

れからもぜひ皆様の妄想といいますか、アイデアと創意工夫をお願いして、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） 

 暫時休憩いたします。 

午前11時21分 休憩 

午前11時28分 再開 

○議長（野村泰也） 

 皆さんおそろいですので、休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、４番栗原福裕君の登壇を求めます。 

○４番（栗原福裕） 

 ４番栗原です。通告書に基づき、一般質問を行います。 

 まずは町内に居住される外国人への行政対応についてお伺いします。 

 広川町においても、国際化の流れにより外国人と接する機会が増えております。私も毎日

のように、朝、外国人の方と挨拶を交わしております。令和２年３月31日現在で297名の方

が広川町に居住されていると聞いているところでございます。その中で、技能実習生として

技能を習得するために広川町に居住されている方は平成30年では153名で、年々増加し、本

年では227名で1.4倍となっているところでございます。これからも増加していくものと思わ

れておるところでございます。 

 また、国別で見ますと、ベトナムの方が一番多く120名、中国74名、フィリピン26名、イ

ンドネシア15名となっており、アジア系の外国人が大変多く占めている状況であります。 

 このような状況下の中、外国人への転入に伴う行政窓口対応等はどう対処されているのか、

お伺いします。 

 また、これら外国人の方が広川町において居住され、生活されております。言葉や生活習

慣の違いから地域においてトラブル等の相談や報告が町に寄せられていないか、お伺いいた

します。特に、地域において生活する上でごみの排出について、町は外国人に対してどう対

応してあるのか、お伺いします。 

 次に、グリートパーク公園の維持管理についてお伺いします。 

 現在、グリートパーク公園の維持管理形態はどうなっているのか、お伺いいたします。 

 次に、グリートパーク公園内にはアカマツの大木が自生しておりますが、松くい虫により

毎年のようにアカマツが枯れております。町では枯れた松の木の伐採等をその都度行われて

おるようですが、松くい虫の対策は行われているのか、お伺いします。また、伐採後の植栽

は行われているのか、お伺いいたします。 

 あとは質問席で個別の質問を行わせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○議長（野村泰也） 

 町長。 

○町長（渡邉元喜） 

 栗原議員の質問の町内に居住する外国人への行政対応についてのお答えでございますが、
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町内の外国人在留資格の75％は、定められた期間、日本に滞在し、企業等で技術、技能等の

習得を行う技能実習生と言われる資格を持つ方々です。住民課窓口での転入手続は、受入れ

企業や外国人の監理団体の日本人職員が同行する場合がほとんどであり、書類の記入につい

ても支障なく行われています。 

 次に、ごみの排出方法等についての対応ですが、転入手続後、ごみカレンダーを配付し、

監理団体の通訳の方を通じて説明しております。また、個別に問合せ等で説明が必要な場合、

その都度訪問し、説明をしています。 

 次に、グリートパーク公園の維持管理についてでございますけれども、グリートパーク公

園は広川中核工業団地の緑地として工場立地法に基づき設置されたもので、平成６年に緑地

内に遊歩道や広場を整備し、地域の憩いの場としても活用されております。この維持管理に

つきまして、草刈りや清掃等の業務については、公園を最も利用されている北新代、川瀬北、

緑ケ丘の北部３行政区にお願いしておりましたが、川瀬北及び緑ケ丘の２行政区から高齢化

により管理受託が難しくなった旨のお話があり、今年度は２行政区が管理していた区域は町

が草刈り等を含め、管理しております。 

 なお、樹木の伐採や施設の維持管理等については全て町で管理しております。 

 公園内のアカマツの松くい虫被害については、数年前より被害が出てきており、八女森林

組合や筑後農林事務所に相談を行い、伐採処分を行っています。 

 なお、伐採後の植栽は実施しておりません。 

 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） 

 ４番栗原福裕君。 

○４番（栗原福裕） 

 まずは外国人の問題からお伺いします。 

 町のほうでは、先ほど町長が回答の中で、その団体とかそういう企業の関係の方が同行さ

れ、窓口では支障がないということでしたが、町のほうで外国人への窓口対応マニュアル等

は作成されてあるのか、お伺いいたします。 

○議長（野村泰也） 

 住民課長。 

○住民課長（谷口裕子） 

 栗原議員の御質問にお答えいたします。 

 転入してこられたときには、窓口で住民票コードが付番されますので、通知とかマイナン

バーカード等の制度について、防犯ハンドブック、コロナウイルスについてのお知らせ等も、

英語版、中国語版、韓国語版、ベトナム語版、スペイン語版、ポルトガル語版など、多方面

の言語に基づいたパンフレットを準備してお渡ししております。 

○議長（野村泰也） 

 ４番栗原福裕君。 

○４番（栗原福裕） 

 今、そういうパンフレット等を準備し、対応しているということですが、国際会話の中で

は英語が主だと思いますが、職員の中でそういうふうな外国人と英語で対話できるような職

員は何名ほどいらっしゃいますか。 
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○議長（野村泰也） 

 住民課長。 

○住民課長（谷口裕子） 

 先ほど栗原議員もおっしゃいましたように、アジア系の転入の方が多いということで、英

語を話せる職員の人数は把握しておりませんが、英語が話せても英語が分かる外国人さんも

少ないんですね。今、多いのは、外国人さんは携帯電話の中に翻訳アプリが入っていまして、

それを通じて会話をすることとかは多少ありますけれども、大体研修生の方々はやさしい日

本語を学んで来られる方も多いので、基本的な数字とか簡単な会話はよくできていらっしゃ

るので、それほど支障になることはございません。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 ４番栗原福裕君。 

○４番（栗原福裕） 

 住民課での窓口対応については、そういうふうなトラブルはないということで理解をして

おきたいと思います。 

 次でございますが、ごみの関係なんですが、地域の区長さんや衛生班長さんから、そうい

うごみの排出等についてトラブルとか、そういうふうな報告とか相談が町のほうに上がって

いるのか、お聞きします。 

○議長（野村泰也） 

 環境衛生課長。 

○環境衛生課長（小松朋雄） 

 今の御質問でございますが、今年度は行政区長さんより可燃、不燃、資源ごみ等の分別が

できていない外国人がいるという報告が１件ございました。その際には、ごみの出し方につ

いては、外国人の方については個別に対応させているということでの御説明をさせていただ

きました。 

 また、昨年度は外国人の方のごみの分別苦情が１件ございまして、その方につきましては

自宅にお伺いしまして、身ぶり手ぶりではございますが、指導を行わせていただきました。 

○議長（野村泰也） 

 ４番栗原福裕君。 

○４番（栗原福裕） 

 ありがとうございます。ちょっとお聞きしますと、うちの行政区のほうにも外国人の方が

居住されて一緒に生活をしております。挨拶等も行っているわけなんですが、町長のほうの

回答にもありましたが、要するに就労の方は３年間で帰られるわけですね。一番最初に来ら

れた方は雇主とか、そういうふうなところから徹底されておりますので、分別とかそういう

ところにも出てきてありますが、今はほとんど分別には見えておりません。３年たって、新

しく違う方が来てあるのだと思いますが、そういうふうな関係で少し地域においてトラブル

が発生している状況です。 

 ここらあたりを見ますと、特に私も調査をしたわけなんですが、近隣自治体にそういうふ

うなごみの排出方法等のパンフレットはありますかということでお聞きしましたところ、八

女市も作っておりません、環境を優先している大木町もないと聞いておるところです。近隣
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では久留米市のほうがこういうふうなパンフレットを、６か国語かな、５か国語かな、そう

いう感じで作ってあります。お聞きしますと、これもかなり古いようです。 

 一つ提案なんですが、先ほど住民課のほうでは５か国語ぐらいでリーフレットを作ってい

るということで、まず１点は、こういうふうなごみの排出方法等についてリーフレットの作

成ができないのか。また、それができないならば、例えば、今はアプリとかそういう電子媒

体がたくさんありますので、ホームページに外国人向けにそういうごみの排出方法等の行政

サービスができるようなページが開設できないか、お伺いします。 

○議長（野村泰也） 

 環境衛生課長。 

○環境衛生課長（小松朋雄） 

 今の御質問でございます。質問いただいた時点で、私どもから早速、商工会、工業団地等

に足を運びまして実態調査をさせていただきました。そこの中にはやはり生活指導員という

方がいらっしゃって、ごみの出し方、その他もろもろ、近隣に迷惑かけないようにという指

導をされるということを伺いましたが、やはり議員の指摘のとおり、そういうものがあった

ら助かりますというお声をいただきました。ですから、早速我々は動かせていただき、ごみ

のパンフレット、英語版、中国語版、韓国語版、ベトナム語版の作成に入らせていただきま

した。その作成後についてはホームページにアップさせていただき、ダウンロードできるよ

うにしたいと思います。また、各企業さんは、やはり今後は外国人の方の労働力が不可欠と

いうことでございますので、そういう企業には率先してそのパンフレットを渡していただき

たいと、今実行中でございます。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 ４番栗原福裕君。 

○４番（栗原福裕） 

 大変ありがとうございます。早速で感謝申し上げます。 

 最後の質問になるわけなんですが、今、国際交流事業というようなことで、協働推進課の

ほうでもいろんな事業を取り組んであります。その国際交流事業の中でごみの排出方法等の

研修を外国人等に行政のほうでされたらどうだろうかと考えておりますが、これについてお

伺いをいたします。 

○議長（野村泰也） 

 協働推進課長。 

○協働推進課長（藤島達也） 

 現在、町では文化庁の「生活者としての外国人」のための日本語教室空白地域解消推進事

業を活用して、日本語教室が開催されていない地域に居住している外国人に日本語を学ぶ機

会を提供するために、地域日本語教育スタートアッププログラムに取り組んでおります。こ

れは日本語の読み書きだけではなく、日常生活に必要なルール、ごみ出しであったり、医療

機関の受診方法とか、そういうルールなどを学習する場とするものでございます。これによ

りまして、地域に日本語教室が開設されることで、日本語学習により地域の中に外国実習生

の方たちも溶け込んでいけて、地域が活性化するということを目標に現在行っているところ

でございます。 
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 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 ４番栗原福裕君。 

○４番（栗原福裕） 

 ありがとうございます。国際化の時代、町の行政サービスが外国人の方にも分かりやすく

伝わるよう、さらなる充実をお願い申し上げ、この質問を終わらせていただきます。 

 次に、グリートパーク公園の維持管理についてお伺いいたします。 

 町長の回答の中でも、平成６年に設置し、地域の憩いの場として活用されているというこ

とでございましたが、その回答の中で、現在は北新代だけが草刈り等の維持管理を行ってあ

る。あと２区については高齢化の関係でできなくなったというような回答でございましたが、

この委託費につきましては、ほかの地区も行政区に委託しているところがあるかと思います

が、委託金額についてはほかのと同額になっているでしょうか、どうでしょうか。 

○議長（野村泰也） 

 建設課長。 

○建設課長（樋口信吾） 

 建設課のほうが所管しています公園の管理、行政区等にお願いしている分につきましては、

全て同額となっております。 

○議長（野村泰也） 

 ４番栗原福裕君。 

○４番（栗原福裕） 

 この委託金額、今、地域でできることは地域でということでよく話されているわけなんで

すが、委託額について、今後、増額とかそういうふうな検討の考えはあるのか、お聞きいた

します。 

○議長（野村泰也） 

 建設課長。 

○建設課長（樋口信吾） 

 区のほうからもこの点が、長年この額であって、実際これで区としてはかなりの負担が出

ているような部分も伺っております。現在、各行政区に聞き取りを行って、そこら辺の検証

を行っているところであります。来年度は予算が組まれますので、それまでに方針を出して、

この対応は考えていきたいと思っております。 

○議長（野村泰也） 

 ４番栗原福裕君。 

○４番（栗原福裕） 

 ぜひともよろしくお願いいたします。 

 次でございますが、立派なアカマツの大木が自生しているわけなんですが、現在まで何本

ぐらい伐採処理されてあるか、分かったら教え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） 

 現在までの伐採の本数なんですけれども、ちょっと過去３年程度の分しか把握できません
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でしたので、その分でいきますと、30本から40本ぐらいですね、それくらいの伐採を行って

おります。 

○議長（野村泰也） 

 ４番栗原福裕君。 

○４番（栗原福裕） 

 ３年間で30本から40本枯れて伐採しているということですが、多額の費用もかかっている

と思います。 

 その薬剤散布等は今まで取られたことがありますか。なかったら、これから先もずっとア

カマツが松くい虫にやられて枯れが続くのではないかと考えておりますが、今後どうされる

のか、お伺いいたします。 

○議長（野村泰也） 

 建設課長。 

○建設課長（樋口信吾） 

 薬剤散布については行っておりません。この松くい虫の問題につきましては、町長答弁に

もありましたとおり、筑後農林のほうとも協議をさせてもらっております。これは放置して

いたら、よそへの被害もあるので、伐採するなり対応を取ってくれということも話がありま

したので、そこについては検討をさせていただきました。 

 それで、薬剤使用につきましては、散布する場合は、毎年、松のてっぺんから消毒する必

要があるということを伺っております。やっぱり相当の手間がかかるという分があります。

さらに、もう一つやり方としては、木に注入するやり方があるわけですけれども、これは一

遍注入したら３年間は大丈夫ということは聞いていますけれども、ただ、１本当たりの費用

が20千円程度かかっていくということで、費用が高くなるということから非常にそこら辺も

難しい面があるというふうに考えております。 

 そもそもこの松を残すべきなのかどうかということを判断したときに、今あるのは自然に

自生した松でありまして、きれいに整備されたものではないわけですね。そのために町の方

針といたしましては、この松については全部伐採してしまおうという考えでおります。その

ために今年度予算化しておりまして、今年、あと72本ありますので、それを全て伐採する予

定でおります。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 ４番栗原福裕君。 

○４番（栗原福裕） 

 今、松については全部伐採するというようなお話でしたが、この一般質問をするとき、グ

リートパーク公園内を散策させていただきました。見ますと、松以外にも赤いテープやいろ

んなテープを巻かれている杉とかいろいろあるようです。あれも伐採されるわけですか。 

○議長（野村泰也） 

 建設課長。 

○建設課長（樋口信吾） 

 近隣の住民から台風とかの強風時に倒れかかる怖さがあると。かなり揺れがあったりして

から、こちらのほうに被害を及ぼしているんだというような苦情等が寄せられておりました。
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そこについても対応を検討しまして、今回の対応で、議員見られたんであればあれですけれ

ども、テープを巻いている部分、それについては全て伐採しようという考えでおります。 

○議長（野村泰也） 

 ４番栗原福裕君。 

○４番（栗原福裕） 

 分かりました。かなりな数量になってくるかと思うわけですが、そこに空間が空くと思い

ます。私が言いたいのは、枯れた後、さきの回答では何も植栽していないというふうな回答

でしたが、枯れた後に町の木であるイチョウとか紅葉とか広葉樹関係をぜひ植栽してもらい

たいと考えております。 

 町としては植栽はしていないということでしたが、今後どういうふうな考えなのか、お伺

いいたします。 

○議長（野村泰也） 

 建設課長。 

○建設課長（樋口信吾） 

 枯れ木の伐採した部分に新たな植栽というところまでは考えていなかったんですけれども、

当然そこだけ抜いても間引きをしたような状態で空間がまだあったんですけれども、先ほど

話したとおり、一体的な伐採を進める部分についてはやっぱり空間が空きますので、植栽等

は必要かと考えております。 

 それと同時に、ここの分野についてはちょっと荒れぎみの部分があります。それで、将来

的には公園の長寿命化計画を見直したいと考えておりますので、そういった中でも再生計画

を立てたらどうかというふうに考えております。単純に間引いたところに植えただけでは景

観的に見たらどうなのかという部分があります。さらには隣接するところに住宅地があった

り工業団地があったりということで、そこに及ぼす影響、風とかで葉っぱが飛んだり枝が飛

んだり、あるいは倒れかかったりというような問題等もありますので、そこら辺については

総合的に検討を進めさせてもらいまして、将来的にこの考え方は取りまとめたいと考えてお

ります。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 ４番栗原福裕君。 

○４番（栗原福裕） 

 今、建設課長のほうから再生計画も含め、今後、検討していきたいという回答をいただき

ましたので、ぜひとも私としては町の木であるイチョウ。丸山議員のところも、今、観光ス

ポットになっております。広川町まち・ひと・しごと創生総合戦略の事業の中にも、観光振

興事業を掲げられております。町の観光施設である産業展示会館も隣接しており、グリート

パーク公園内にぜひとも町の木であるイチョウ、紅葉する広葉樹などを植栽していただき、

将来的には町の一つの観光スポットにしていただきたいとお願い申し上げ、私の一般質問を

終わらせていただきます。どうもありがとうございました。 

○議長（野村泰也） 

 次に、７番丸山修二君の登壇を求めます。 

○７番（丸山修二） 
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 ７番丸山修二です。それでは、通告に従いまして、２項目につきまして質問をさせていた

だきます。 

 １点目は、高齢者サロンの拡大、充実についての質問であります。 

 現在、我が国の65歳以上の高齢者は3,617万人、総人口の28.7％であります。過去最高の

更新が続いております。国立社会保障・人口問題研究所の推計によりますと、この割合は今

後も上昇を続け、第２次ベビーブーム期に生まれた世代が65歳以上となる2040年には35.3％

となる見込みとなっております。2.8人に１人が老人ということになります。 

 高齢になっても住み慣れた地域で元気で自分らしく暮らし続けるよう、地域包括ケアの構

築の推進が重要となっております。高齢者が生き生きと暮らすための地域の活動の場として、

平成６年頃から全国社会福祉協議会が中心となり、ふれあい・いきいきサロン事業が全国的

に推進され、現在、全国の市町村で高齢者サロンが多数実施されております。本町では平成

23年より高齢者いきいきサロン支援事業として社会福祉協議会へ委託され、事業の取組がな

され、現在、行政区を単位に22か所でサロンが実施されております。 

 私もたまにサロンへ参加させてもらっておりますが、参加者全員がはつらつとして生き生

きとされております。また、サロンを運営されているボランティアの皆さんも熱意ある支援

をされており、地域におけるコミュニティ活動であり、高齢者支援として重要な役割を果た

している事業であると私は思っております。 

 そこで、今後のサロン事業の拡大と充実についてどのように考えておられるのか、お伺い

をいたします。 

 ２点目は、本町における小・中学校のいじめ、不登校の現状と対策についての問題であり

ます。 

 文部科学省が10月22日に発表しました2019年度における児童生徒の問題行動・不登校等生

徒指導上の諸課題に関する調査において、いじめ、不登校が過去最多となったことが明らか

になりました。いじめにつきましては、小学校で48万4,545件で前年度より５万8,701件の増

加、中学校では10万6,524件で前年度より8,820件の増加をしております。不登校におきまし

ては、小学校で５万3,350人、中学校では12万7,920人で、小・中学校合わせまして前年度よ

り１万7,000人近く増加をしております。これは福岡県内でも同じような傾向にあります。

本年度はコロナ禍で余儀なく休校等が実施される等、学校環境も大きく変わっておるわけで

ございます。 

 そこで、本町におけるいじめや不登校の現状はどうなのか、対策についてはどうされてお

るのか、お伺いをいたします。 

 以上、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） 

 暫時休憩いたします。 

午前11時58分 休憩 

午後０時58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。 

 町長の答弁からお願いします。町長。 
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○町長（渡邉元喜） 

 丸山修二議員の質問の中で、高齢者サロンの拡大、充実についてのお答えでございます。 

 高齢者の地域サロン活動につきましては、昨年度、新たに１か所開所され、町内22か所に

おいて実施されております。また、サロン活動の支援につきましては、広川町高齢者いきい

きサロン支援事業として広川町社会福祉協議会に業務を委託し、各地域のサロン運営に係る

相談支援及び普及活動等をお願いしているところです。また、昨年度より、地域サロン及び

地域通いの場の事業充実として、新たに活動に係る補助を行っているところです。 

 今年度は昨年度末からの新型コロナウイルス感染症の全国的な拡大により、地域サロン活

動の自粛も余儀なくされる中、感染症予防策についての地域からの相談対応を行い、６月以

降、活動支援により順次再開されているところです。現在のところ、町内22か所のうち18か

所の地区で再開されています。 

 引き続き地域サロン活動の拡大、充実につきましては、業務委託先の広川町社会福祉協議

会と連携して、地域の状況を踏まえ、取組を進めてまいります。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（野村泰也） 

 教育長。 

○教育長（吉住政子） 

 丸山議員の質問のうち、小・中学校のいじめ、不登校の現状と対策についてお答えしたい

と思います。 

 平成25年度にいじめの定義が変わりまして、それ以来、広川町でも認知件数が計上される

ようになってまいりました。本町におきます昨年度のいじめ認知件数は小学校６件、中学校

13件でございました。 

 小・中学校の対策といたしましては、もちろん担任、担任外を含め、細やかに児童・生徒

の様子を見取り、情報を共有することはもちろんでございますが、そのほかに月に１回、友

だち（いじめ）アンケートを実施して、いじめの早期発見に力を入れております。 

 また、学期に１回、無記名アンケートを行い、このアンケートを基に個別の教育相談を

行っています。さらに、年に１度、保護者対象のアンケートも実施し、早期発見、早期対応

に努めております。 

 いじめが起きた際には、いじめ防止基本方針に従いまして、解消に向けて対応を行ってい

ます。 

 継続的に保護者と連携を取りながら取組を進め、場合によってはスクールカウンセラーや

スクールソーシャルワーカーなどの専門機関ともつないで、継続的な取組を行っているとこ

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） 

 ７番丸山修二君。 

○７番（丸山修二） 

 それでは、第１点目の高齢者サロンについてお伺いをさせていただきます。 

 高齢者サロンにつきましては、本町では早いところでは約20年近くなると聞いておるわけ

です。町ではサロンへの支援等について、平成23年度から社会福祉協議会へ高齢者いきいき
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サロン支援事業を委託されて、その推進に取り組まれておるところでございます。 

 まだ未実施の地区もあるわけですけれども、この未実施の地区の推進についてはどのよう

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） 

 サロンの未実施地域のうち、地域によってはサロンに代わるものとして、既に地域コミュ

ニティ等による寄り合いの場が実施されている地域もございます。 

 また、町が進める地域サロンや通いの場、それ以外に代わる会合の場などがないところに

つきましては、現在ある老人クラブの会合とか、今年度始めました買物の移動販売、そうい

う機会を利用したところでの推進、また、それもまだ何もないような地区につきましては、

平成28年度から社協を通じて地域座談会というのを町内各地域全部実施しております。まだ

現在継続しておるところもありますけど、そういう地域座談会を再度開催しながら、サロン、

もしくは通いの場の推進を図っていきたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 ７番丸山修二君。 

○７番（丸山修二） 

 今、回答がございましたけれども、実施していない地区でもいろんな場を設けたところで、

集まる場所を設けているというようなことですけれども、できればこういったサロンという

のは町内でも実施されておりますので、そっちのほうに定着するようなことを考えていただ

きたいなと思っております。 

 今までにサロンの立ち上げについて、いろんな支援をしてあるかと思います。サロンの立

ち上げに対しましては、運営を行うボランティアの確保、養成、それから運営費等、当初、

立ち上げをされるときは大変苦労されているということを聞いておるわけですけれども、立

ち上げについて具体的にはどんな支援を今までされてきたのか、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） 

 町長の答弁にありましたが、昨年度、１か所サロンが立ち上がっております。そのサロン

につきましては、まずは地域で寄り合いの場というですかね、そういう高齢者の生活支援に

対しての問題とか、そういうことを聞く場を設けまして、その中でいろいろな協議をして、

前回は地域カフェというのを実施しております。そういう地域カフェを通じて、それが盛り

上がって、最終的には地域サロンというような形で、昨年度、スタートしている地域もござ

いますので、そういうサロンの立ち上げのやり方を、今後、実施されていないところについ

ては実施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） 
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 よろしくお願いしたいと思います。 

 それから、サロンは地区のボランティアの方によって運営されるわけでございますけれど

も、月に２回開催、それから１回開催、２か月に１回開催という形でされているようでござ

います。私は最低でも月１回は開催していただきたいなと思っておるわけです。欲を言えば

２回の開催ということですけれども、これにつきましては各地区のサロンを運営されており

ますボランティアの方の事情もあろうかと思いますけれども、町としてはこの開催回数につ

きまして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） 

 福祉課長。 

○福祉課長（郷田貴啓） 

 町のサロンの充実支援としまして、昨年度より経費に係る運営補助というのを行っており

ます。それについては、限度として月２回の年間24回ということで、予算、そういう補助要

綱をつくりまして、各地域のほうに呼びかけをしております。実際、今、議員が言われたよ

うに、２か月に１回の実施のところもございますので、さらなる呼びかけで、ぜひ──コロ

ナの状況もあるとは思いますけど、せめて月１回は実施していただくように、再度、声かけ

をさせていただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 ７番丸山修二君。 

○７番（丸山修二） 

 ありがたいことに、月２回の予算も確保してその推進を考えておられるということですの

で、ぜひとも二月に２回のところは、せめて月１回の開催ということで推進方をお願いした

いと思います。 

 次ですけれども、数年前から、地域全体で介護予防に取り組む通いの場、この取組が行わ

れ、現在４地区が実施されていると聞いておりますけれども、この通いの場はサロン活動と

似たような活動のように私は思っておるわけですけれども、どういった違いがあるのか、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） 

 地域サロンは御存じのとおり、高齢者の生きがい、健康づくり、また、閉じ籠もり防止と

いうことで、地域のボランティアによる様々な事業をなさっておる状況で、軽スポーツとか、

講和とか、映画上映とか様々、規定はないかと思います。 

 しかしながら、やっぱり担い手が一つの課題ということもございまして、それも含めたと

ころと、また、町で現在進めています健康寿命の延伸という形と介護予防ということを含め

て、昨年度より地域通いの場というのを実施しているところです。これにつきましては高齢

者の転倒骨折防止ということと筋力低下の予防を目的に、町が養成しましたボランティアで

ある介護予防サポーターですね、研修を受けていただいて、うちのほうで認定をしまして、

その方と地域の住民が連携して地域の公民館で健康体操を定期的に実施すると。 

 これも回数が基本なんですが、町のほうとしては週１回を目標に進めておりますが、地域
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で急に週１回といってもなかなかできませんけど、特にこういう健康づくりにつきましては

定期的な開催を目的に今進めておるところです。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 ７番丸山修二君。 

○７番（丸山修二） 

 通いの場の趣旨については理解したわけですけれども、通いの場の開催とサロンを融合し

たような形ですれば、いろいろなサロンへの楽しみとか、健康対策を含めたところで、何か

うまくいくんじゃないかなということで、そういった研究もされたらいかがかなと思います

けれども、よろしくお願いしたいと思います。 

 次に、高齢者サロンの参加者は女性が多いわけでございまして、男性が非常に少ないと。

これは全国的にそんなことを言われております。私がたまたま地元のサロンに行ったとき、

男性が１人おられて、ちょうどあんたが来られたけんでよかったということで歓迎を受けた

わけですけれども、サロンに参加すると、私たちでも本当に楽しいようなところでございま

す。そういうことで、何で男性が少ないのかと、どうすれば男性の参加が増やせるのかとい

うことをちょっといろいろ思っておりますけれども、何か町で考えを持ってあるのか、お聞

きいたしたいと思います。 

○議長（野村泰也） 

 福祉課長。 

○福祉課長（郷田貴啓） 

 男性の参加につきましては、議員が御指摘のように、常にやはり男性はどうしてもなかな

か少ないというのは大きな課題にはなっているかと思います。それについては、特に来られ

ている方の御夫婦での参加などをさらに推進していきたいと思っています。 

 また、世話人さんとか、現在育成しています介護予防サポーターの男性サポーターもまだ

少ないようですので、さらなる拡大を図りまして、全体的に地域サロン及び通いの場への男

性の参加を促していきたいと思いますので、よろしく御協力をお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 ７番丸山修二君。 

○７番（丸山修二） 

 ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

 次に、サロンの運営支援につきましては、社会福祉協議会において運営相談とか情報提供、

研修等の支援がされており、各地区のボランティアの方は大変助かっておられると聞いてお

ります。 

 サロン活動を長く継続するためには、ボランティアスタッフの確保、後継者づくりが重要

となるわけですけれども、サロンを運営されている方に聞きますと、担い手の確保が課題で

あると言われております。これは運営が各地区でありますので、各地区で解決しなければな

らない問題だとは思っておりますが、サロンにつきましては長く続けていかなければならな

い事業と私は思っておるわけですけれども、町としてはこの件についてどのように考えてお

られるのか、お伺いをいたします。 
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○議長（野村泰也） 

 福祉課長。 

○福祉課長（郷田貴啓） 

 サロンの担い手の育成というのは、やはり一つの大きな課題ではあります。そういうのも

含めて、現在、町のほうでは専門職を登録した講師バンクというのをしております。様々な

資格を持った運動士とか、そういうのをぜひサロンで行っていただきたいと。 

 また、現在育成しています介護予防サポーター、こちらの健康体操とか、こういうのも場

合によってはサロンに御活用いただければ、担い手の負担の軽減になるかと思っております

ので、そういう運営するに当たって負担軽減になるような様々な支援をしていきたいと思っ

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） 

 そしたら、御支援方よろしくお願いしたいと思います。 

 高齢者サロンにつきましては、参加される高齢者の楽しみや健康づくりの場となるととも

に、運営する人にとってもやりがいがある事業だと思っております。今後ともサロン活動が

充実していくように、さらなる支援をしていただくことをお願いし、１点目の質問を終わら

せていただきます。 

 次に、小・中学校のいじめ、不登校についての関係ですけれども、先ほど申しましたが、

いじめの認知件数は全国的に増加をしております。本町における小・中学校の件数はどう

なっているのか。５か年ぐらいの認知件数の実態を教えていただきたいと思います。 

○議長（野村泰也） 

 教育次長。 

○教育委員会事務局教育次長（中島 孝） 

 今いじめに関する御質問で、過去５年間のいじめの件数ですけれども、小・中合わせたと

ころでよろしいですかね。（「はい」と呼ぶ者あり） 

 平成28年度が８件、平成29年度が13件、平成30年度が16件、令和元年度が19件、令和２年

度は10月現在で５件となっております。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 ７番丸山修二君。 

○７番（丸山修二） 

 ありがとうございます。 

 それから、教育長の答弁でもありましたように、いじめの定義が以前と変わっておるわけ

ですけれども、変わったことに対して、最近の認知件数が増加しているということで聞いて

おりますが、どのような定義の変更があったのか、また、どのようにいじめの対応が変わっ

たのか、お伺いをいたします。 

○議長（野村泰也） 

 教育次長。 
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○教育委員会事務局教育次長（中島 孝） 

 まず、いじめの定義が変わっております。これは以前のいじめの定義ではけんかやふざけ

合いというのは除くとされておりましたけれども、平成25年度にいじめの定義が変わってお

ります。それで、本人が心身の苦痛ということを感じたら、いじめ事案として認知されるよ

うになっております。 

 それで、いじめ認知件数として上げるようになってきましたけど、国のほうはいじめ認知

に関する考え方を、いじめの認知件数の多い学校は解消に向けた積極的な取組がなされてい

るという、認知件数とその解消で評価されるという意識で転換を示し、平成25年度の実態は

ちょっと手元にございませんけれども、広川町でも若干増えてきた状況ではあります。 

 その対応としましては、子供たちに指導を学校のほうで学活、道徳の中で行っております

が、日常生活の中でも、なぜそのようなことになったのかとか、そのようにならないために

はどんなことをすればよいのかと、子供たちに気持ちを考えさせたりして、そういった授業

を行いながら指導を行っているところです。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 ７番丸山修二君。 

○７番（丸山修二） 

 次に、今年は新型コロナウイルス感染のために休校を余儀なくされるなど、学校環境が大

きく変わったわけですけれども、このような状況の中、子供たちもその影響を大きく受けた

のではないかなと思っておりますけれども、いじめの関係についてどのようになっているの

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） 

 今年度は御存じのように学校休校になりまして、６月から学校が再開しております。ただ、

現在、コロナによるいじめの事案というのは学校のほうからは特に報告はあっていない状況

です。 

○議長（野村泰也） 

 ７番丸山修二君。 

○７番（丸山修二） 

 私もコロナ禍の中で、やはり子供たちへの影響がかなり大きいかなと思っておりましたけ

れども、いじめにはあまりつながっていないということで、本当に安心をいたしました。 

 次に、いじめについては絶対に許すことができない行為でありまして、一人一人の児童・

生徒に徹底する必要があります。また、いじめを見ている、はやし立てる児童・生徒も、こ

れは許されない行為であります。学校では子供たちにどのような指導をされておられるのか、

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） 

 先ほどの指導についてと重複する分がございますけれども、学校の授業の中で子供たちへ
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の対応ということで、いじめる側、いじめられる側の立場に立った指導を学習の中で行って

いるところでございます。 

 もしいじめが発生した場合は、担任による被害者、加害者の児童・生徒への聞き取りを

行って、場合によってはその保護者への謝罪、説明を行いながら、問題解決を図るようにし

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） 

 徹底した指導をお願いしたいと思っております。 

 次に、各学校ではいじめ防止基本方針が作成されているかと思います。いじめの予防、早

期発見に努められておりますけれども、これは全国的に言われておることですけれども、そ

れでもいじめは発生するというようなことが言われておるわけです。このいじめがなくなら

ない理由とは何だと考えておられるのか、お伺いをします。非常に難しいと思いますけれど

も。 

○議長（野村泰也） 

 教育長。 

○教育長（吉住政子） 

 お答えいたします。 

 実は本年度、先ほど申されましたように、コロナで５月中旬まで休校になりまして、一番

心配しましたのは子供たちの心の状態です。やはりいじめも不登校も子供たちの心が何らか

の形でむしばまれているということで起こってくると思っています。 

 そういうことで、昨年度の３月から、３月、４月、５月中旬まで休校でしたから、非常に

私も心配でしたので、校長会のたびに校長に指導いたしまして、広川町はこれだけ狭い町で

あると。顔が見える町だから、休校の間、必ず職員が家庭訪問してくださいということをお

願いしました。そしたら、先生が来てくれると子供たちは安心するわけですね。 

 それから、あまりいろいろ言えませんけど、家庭でも様々な課題のある家庭もございます。

それから、いろんな家庭内ＤＶに近い問題とかネグレクトに近いこともありますから、子供

たちにまず安心させてほしいということで、十分に感染予防して家庭訪問してくださいと、

課題を持っていってくださいということを申し上げました。何遍も言いました。ただ、下手

をしたら感染になりますから、中に入らないでもいいから、外に出てきてもらうだけでもい

いから、とにかく顔を見て子供と接してくださいということでお願いしまして、そして、学

校が再開しまして、やや心配もありましたが、不登校ぎみの子はいましたが、対応できまし

たし、いじめにつきましても増えておりません。そういうことで、非常によく職員が動いて

くれたんじゃないかなと思っています。 

 家庭と学校、地域の会議の中でも、地域の方から声がありまして、非常に保護者が喜んで

おられると。家庭訪問していただいて喜んでいますという声がいただけました。ですから、

やはり私はいじめ、それから不登校もそうですけど、子供たちがしっかり大人から支援して

いただいているという手応えを持って、安心して登校できる、安心して学校生活できるよう

なことがまず第一番かなと考えております。 
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 それからあとは、やはり細やかに子供の動きを見取ることですね。小さい芽のうちに見取

るということが大事だと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（野村泰也） 

 ７番丸山修二君。 

○７番（丸山修二） 

 コロナ禍の中で、学校でも家庭に対するケア、対応を行われているということですので、

引き続きよろしくお願いしたいと思います。 

 それから、いじめの中で携帯電話等での誹謗中傷があるようですが、本町におきましてこ

のような事例があるのかどうか、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） 

 いじめの事案の多くは、からかいですとか悪口、仲間外れ、ぶつかって蹴られたりという

ような事案がありますけれども、小学校高学年、中学校になりますと、携帯電話等を使用す

ることもあります。LINEの仲間外し、悪口などの事案が過去３年間では４件ということで学

校のほうから報告があっております。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 ７番丸山修二君。 

○７番（丸山修二） 

 それでは、児童・生徒の携帯電話の所持率についての調査か何かされておりますか、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） 

 携帯電話の所持率については、各学校のほうで行っております。小学校では自分の携帯電

話の所持率については２割、中学校においては約８割の子供が自分の携帯電話を持っている

というような結果の報告を受けております。 

○議長（野村泰也） 

 ７番丸山修二君。 

○７番（丸山修二） 

 特に、中学生になると、やはり携帯電話を所持している生徒が多いということで、これは

全国的にこういった携帯電話等での誹謗中傷が多くなっている傾向があるわけでございます

けれども、携帯電話に対するいじめ防止についてどのような取組をされているのか、お聞き

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） 

 携帯電話の使用等について、防止対策につきましては学校の学活や総合的な学習の時間等
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で情報モラルに関する授業を組み込んで指導を行っております。 

 また、保護者の方にも講演会ですとか学校の学年通信などで使い方についての啓発を行っ

ているところでございます。 

○議長（野村泰也） 

 ７番丸山修二君。 

○７番（丸山修二） 

 啓発をよろしくお願いしたいと思います。 

 では次に、不登校の問題についてお伺いをいたします。 

 先ほど申しましたように、全国的に不登校が増加しておるわけでございますけれども、本

町における児童・生徒の不登校者数についてどのような実態なのか、過去５年間の実態を教

えていただきたいと思います。 

○議長（野村泰也） 

 教育次長。 

○教育委員会事務局教育次長（中島 孝） 

 不登校においても、小・中学校合わせたところでの回答をさせていただきます。 

 平成28年度が８件、平成29年度が22件、平成30年度が17件、令和元年度が31件、令和２年

度は10月末現在ということで20件の報告があっております。 

○議長（野村泰也） 

 ７番丸山修二君。 

○７番（丸山修二） 

 ありがとうございます。 

 それでは、本町における児童・生徒の不登校の原因、これがどのような内容なのか、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） 

 本町での不登校の原因というのは、心身の不調や人間関係、無気力などの原因があります

けれども、町内の場合は主に家庭環境に関わることが多いということで学校のほうから報告

が上がっております。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 ７番丸山修二君。 

○７番（丸山修二） 

 文部科学省の不登校の原因、理由についての調査の中では、学校に関わる状況よりも家庭

に関わる状況の割合が高いという結果が出ているそうです。 

 この家庭に関わる状況は、両親の別居、それから離婚、生活環境の劇的な変化、親子関係

をめぐる問題、家庭内の不和等が挙げられるということでございます。子供にとって家庭は

帰る場所であり、安らげる居場所であります。その家庭環境が崩壊することは子供にとって

大きなストレスとなり、登校ができないという状況になるということでございます。 

 学校におきましては、家庭に立ち入ることがなかなか難しい面もあろうかと思いますけれ
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ども、どのように対処されているのか、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） 

 学校に来れない不登校の子供への対応につきましては、基本的には担任が保護者と連絡を

取り合いながら、電話連絡、家庭訪問等を行って復帰できるよう対応をしております。 

 また、対応は担任任せだけではなくて、毎月、いじめ不登校対策委員会というのを学校で

開いております。その中で、該当する子供の個票を基に、状況把握と対策を話し合うマン

ツーマン方式によって話合いを行っております。場合によっては、スクールカウンセラーや

スクールソーシャルワーカーと連携を取りながら対応を行っているところです。 

○議長（野村泰也） 

 ７番丸山修二君。 

○７番（丸山修二） 

 いろんなケース・バイ・ケースがあるかと思いますけれども、やはり家庭に入ったところ

で、学校と家庭が連携する中で子供のストレス解消ないし早期に学校に戻るように、また御

支援をお願いしたいと思っております。 

 次に、文部科学省の調査では、不登校の約半数が90日以上の欠席となっておりまして、不

登校が長期に及ぶケースが増加しております。一旦不登校の状態に陥った場合、強引に学校

に引き戻そうとすれば、子供を窮地に追い込む事態となります。そのため、不登校の児童・

生徒の支援、受皿として、適応指導教室、フリースクール等、そういった施設がございます

けれども、現在、本町におきまして、このような施設に通っている事例はあるのか、また、

在籍する学校との関わりについ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） 

 今おっしゃった適応指導教室につきましては、以前は八女市にある適応指導教室や、久留

米市もございますが、そういった適応指導教室に通級していた子供もおりましたけれども、

ここ一、二年は適応指導教室に行っている子供はいない状況であります。 

 ただし、適応指導教室じゃなくて、教室に入れない子供も中にはおります。そういった子

供については、学校の中でも別室に登校させて授業を行っていることもございます。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 ７番丸山修二君。 

○７番（丸山修二） 

 過去にこういった適応指導教室等を利用されておる児童・生徒がおられたわけですけれど

も、このような場合、その施設と在籍する学校とどんなふうな関わりをされていたのか、ま

た、どんなふうにされるべきなのかということで、その点についてちょっとお伺いをいたし

ます。 

○議長（野村泰也） 

 教育次長。 
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○教育委員会事務局教育次長（中島 孝） 

 そういった適応指導教室に通っている子供に対して、その施設のほうから報告書というの

が毎月上がってきまして、出席日数ですとか授業内容とかの報告がございますけれども、あ

と、担任のほうもその子供と定期的に電話等で連絡を取りながら対応をしとったかと思いま

す。ちょっと以前のことですので、はっきりしたものではありませんけど、そういった形で

対応しておりました。 

○議長（野村泰也） 

 ７番丸山修二君。 

○７番（丸山修二） 

 今はそういった適応指導教室等に通っている児童・生徒もいないということで、これは学

校としてはよく対処されているんじゃないかなと思っておりますけれども、そういった場合、

とにかく学校復帰というのが最終手段でございますので、そういったケースがあった場合に

は密に連携を取っていただきたいと思います。 

 いじめや不登校は、ともすれば子供たちの一生を左右する問題でありまして、子供たちに

とっては将来の夢も描けなくなるわけでございます。完全になくなるということは本当に難

しいと思うわけでございますけれども、子供たちの将来のため、早期発見、早期対応が重要

であります。家庭と学校が密に連携した取組が必要であります。 

 子供たちが安心して勉学し、楽しい学校生活が送られるよう、さらに御努力を切にお願い

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、３番竹下英治君の登壇を求めます。 

○３番（竹下英治） 

 ３番の竹下であります。本12月定例会におきましては、大きく５つの項目、少子化の問題、

防災に係る危機管理、学校の教育、それと、インフラの整備に係る費用及び国道３号バイパ

スに関連する質問を実施させていただきます。 

 早速、まずは少子化問題について質問をいたします。 

 周知のとおり、本年６月に厚生労働省の発表した人口動態統計月報年計によりますと、昨

年、2019年の出生数は、100万人はおろか、87万人を下回り、出生率も1.36まで低下したと

のことでありました。 

 さらに、新聞報道によりますと、同じく厚生労働省の本年１月から５月の人口動態統計に

よりますと、結婚の件数、出生数とも前年比よりマイナスとなっており、もって本年、2020

年の出生数については、新型コロナ感染症の影響による出産環境の悪化もあり、84万人台に

減少することが見通され、危惧をされている状況にあります。我が広川町におきましても、

近年のゼロ歳児の人数は、平成28年４月時点の199名を最大として、平成31年４月時点では、

その数が149名に減少していたと思います。 

 安倍前総理大臣はこの少子化の問題を国難であるというふうに表現されておられましたけ

れども、町長並びに教育長におかれては、この少子化の問題をどのように捉えておられるの

か、改めてここでお伺いをしたいと思います。 

 また、広川町の少子化対策に関わる施策が、現状、十分に効果的に行われていると御認識

されているのか、これは町長にお伺いしたいと思います。 
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 続きまして第２番目、防災の危機管理に関連して質問をいたします。この件はさきの９月

定例会の継続した内容であります。 

 先ほど池尻議員からの御発言もありましたけれども、政府は21世紀後半のできるだけ早い

時期の脱炭素社会の実現に向け、本年６月にパリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略を

閣議決定いたしております。その具体的な目標として、2050年までに温室効果ガスを80％削

減するものが掲げられましたけれども、私はこの目標達成は極めて困難であろうと考えてお

ります。 

 さらに、３月の定例会でも述べましたけれども、気候変動に関する政府間パネル、ＩＰＣＣ

が公表したデータを基に、国立研究開発法人海洋研究開発機構が気象庁と北海道大学との共

同で、文部科学省が設定しました委託事業に参画した際の2019年１月の研究成果として、仮

にパリ協定に準拠した国際的な温暖化緩和抑制に向けた取組が機能したとしても、2030年か

ら2050年の近未来においては、日本を含む中高緯度域において年平均日降水量のみならず、

極端な降水、年最大日降水量が統計的に有意に増加する可能性が高いことを結論づけていま

す。また、関係する九州北部域における線状降水帯の増加については、さきの定例会で申し

述べたとおりであります。 

 さて、昨年８月には我が町でも河川の越水による被害が発生いたしました。９月の定例会

において、町長は河川整備について県に対し事業の促進と整備計画のさらなる延伸を要望す

る旨を発言されましたが、改めて将来の中期的な河川整備の在り方、県への要望の方針等に

ついてそのお考えを伺いたいと思います。 

 また、防災情報の周知手段については、防災行政無線放送、登録制の情報配信メール、電

話、ファクス、エリアメールに加えて、県の防災システムへの情報入力やLINEの活用につい

て言及されましたが、これら現在の整備内容、状況が順当、妥当であると判断されているの

かを問いたいと思います。 

 次に、学校教育について質問をいたします。特に、今回は児童・生徒の知育について伺い

たいと考えています。 

 教育長は以前、全国学力・学習状況調査を話題として、小学校では全国平均を超えている

のに中学校は全国平均に及ばない旨を発言されていたと思います。私は全国学力・学習状況

調査の結果自体にはあまり重きを置かない立場でありますけれども、この調査の実施を契機

として、児童・生徒に対して何がしかの勉強の動機づけを行う意義はあるのではないかと考

えております。 

 さきの11月初旬、私は伺いませんでしたけれども、県の重点課題研究指定・委託校として、

中広川小学校、広川中学校による深く学ぶ児童・生徒の育成に係る研究の第２か年目の中間

報告が行われたようですけれども、教育長、本町の児童・生徒の教科教育は十分な成果を上

げていると考えておられるかどうかについてお伺いをしたいと思います。 

 ちなみに、私は全国学力・学習状況調査よりも、学校で試験問題が作成される定期考査等

の実態のほうが気になっております。教育長はいかがお考えでしょうか。 

 次に４番目、インフラ整備の費用についてであります。 

 今回も下広川小学校の屋内運動場の改築工事についてお伺いいたします。今回、最後にし

たいと考えておりますので、どうぞ御対応方よろしくお願いいたします。 

 関係する状況を再度さらってみますと、まずは入札前に公表される予定価格599,508千円
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について確認しますと、当初の計画からは基本設計の変更等ということで、学校基金の取崩

し金等により１億円以上増額した金額でありました。指名競争入札による落札額が497,000

千円、第２位との差額は20,000千円でありました。これは事後、60,000千円以上の契約変更

があるわけですから、この20,000千円の差額というのが私は意味がかなり薄いのではないか

ということは前の定例会で申し上げたとおりであります。事後、請負決定額が536,760千円

で着工されましたけれども、施工業者からの提案による設計等の変更を受けて、第１回目の

契約変更において45,210千円が増額され、また、第２回目の契約変更によって16,830千円が

追加、最終執行額は598,800千円となりました。この最終経費と予定価格の差は、６億円規

模の事業でありながら僅か700千円強でありました。 

 さて、単年度の事業でありながら、しかも、私のような門外漢からすれば、体育館という

比較的簡単な構造の建築物であるのに、これほどの契約変更がなされる必要があったのか、

また、それでは当初の設計の内容は一体いかなるものであったのか、私には理解できない部

分がありますので、再度御説明をお願いしたいと思います。 

 最後に、国道３号バイパスに関連して質問をいたします。この件も一部、さきの定例会の

継続内容であります。 

 本３号バイパスについては、町の振興のため、また、上広川校区の発展、過疎化抑止のた

め、工業団地や道の駅を設置し、上広川小学校を建て替える等が、また、国道バイパス自体

については、観光の促進や防災機能の充実、あるいは国道３号線の渋滞緩和や事故防止のた

め、一般国道よりは格上の道路とし、－聴取不能－を高める等の説明を伺ってきましたけれども、

ここで再度、本国道３号バイパスの建設によって、町の東部に位置し、比較的小さな行政区

11個で構成される上広川校区の発展の絵姿、イメージについて伺いたいと思います。 

 また、建て替えが言及されております。望まれる校舎の規模並びに付加される社会体育機

能の内容について伺いたいと思います。 

 あとは質問席において質問をさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。 

○議長（野村泰也） 

 町長。 

○町長（渡邉元喜） 

 竹下議員の質問の中の少子化問題についてでございます。 

 少子化の問題につきましては、地方創生の取組により人口減少に歯止めをかけるため、長

期的な人口展望をまとめた広川町人口ビジョン及びその実現に向けた広川町まち・ひと・し

ごと創生総合戦略を策定し、暮らし続けられる町としていくための目標や施策の基本的方向、

具体的な施策を設定し、各種事業に取り組んでいるところです。 

 まち・ひと・しごと創生総合戦略では、基本目標３「若い世代の結婚・出産・子育ての希

望をかなえる」を掲げ、様々な事業として、婚活応援事業や特定不妊治療費の補助事業、子

育て支援事業、子どもの遊び場運営事業、きめ細やかな教育環境整備事業、地域ぐるみで誇

りあるふるさとを教え伝える人材育成事業を行っております。 

 事業の推進につきましては、庁内の関係部局が連携し、一人でも多くの若い世代が結婚や

出産の希望をかなえるための環境を整備し、結婚、妊娠、出産、子育てに希望を見いだせる

まちづくりを進めています。 

 次に、防災危機管理でございますが、近年、豪雨災害が多発しており、河川改修の要望も
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高まっております。こうした中で、県は筑後川水系広川において河川改修計画を立て、現在、

久留米市界から智徳橋までの改修が進められております。町では県に対して河川改修の事業

促進を働きかけるとともに、改修計画のさらなる延伸を図るように要望しております。また、

河川の井堰についても、流下の抵抗となる要因の一つと考えられるため、固定堰の統廃合や

転倒ゲートへの改修を県に対し要望を行っているところです。 

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

ファクス及びエリアメールのほか、ホームページ及び来年度より運営しますLINEがあります。

また、福岡県の防災システムへの情報入力により、テレビでのテロップ表示が可能となりま

す。これらの方法を活用して情報の配信を行っておりますが、より多くの人々に正確に伝達

できるよう配信メールの登録推進やLINEを活用した情報伝達の構築を図っていきます。また、

地域防災組織の連携及び体制強化により、人と人との関係性を深めることが重要であると考

えております。 

 次に、インフラ整備でございますけれども、下広川小学校屋内運動場の整備については、

ライフサイクルコストの低減や避難所機能の向上、利用者の利便性の向上を図るため設計変

更を行いまして、外壁、床下地材の材質、屋根、床の材質変更及びアスファルト舗装等を

行っております。 

 また、２回目の設計変更では、解体する旧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、処分に係る費用を増額しております。 

 予算総額は599,789千円で、第１回目の設計変更により45,210千円の増額を行い、第２回

目の設計変更により16,830千円を増額し、契約額を598,800千円としております。予算総額

から契約額の598,800千円を執行して、残額の989千円は不用額として処理しております。 

 この事業等については、既に議会にて決算認定を受けているところです。 

 ３号バイパスについての質問ですが、本町では国道３号の渋滞対策と上広川校区の活性化

のため、国に対しバイパス整備を要望してきました。当初要望からかなりの時間を要しまし

たが、今年度、ようやく国土交通省よりバイパス化に向けた基本方針とルート案が示され、

現在、都市計画決定の手続を進めております。 

 上広川校区の活性化については、広川町まち・ひと・しごと創生総合戦略において、上広

川校区振興事業による移住支援に取り組んでいるほか、国道３号バイパス化の推進を視野に

入れた道の駅構想及び産業団地の開発構想を考えております。国道３号バイパスの整備と併

せて道の駅を整備することで、商業施設が少ない上広川校区における地域の商業施設として

の機能が確保できると考えております。さらに、３号バイパス沿線に産業団地の整備を進め、

地域住民の雇用の場を創出します。 

 活力ある地域を維持するためには、商業施設、それに雇用の場が必要であり、これらを創

出することで持続可能な地域づくりを進め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、学校教育についてお答えしたいと思います。 

 まず、中学校における定期考査と、それから、全国学力・学習状況調査はちょっと性格が
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違うと私は考えております。重なる部分もございますけど、違います。もし必要であれば後

ほど説明したいと思います。 

 中学校における今学期の３教科、国語、数学、英語の期末考査の結果は、各学年とも約

10％の生徒が学力の定着が図られていないという結果でございました。 

 各教科の基礎学力が定着していないと考えられる生徒に対しましては、習熟度別の少人数

指導や家庭での自主学習、地域の方々にボランティアで参加いただいている広川中学校放課

後寺子屋等でその課題解消に向けて学力向上の取組を図っているところでございます。また、

成果を上げるためには教員の実践的指導力の向上が課題であり、この課題の解決を図らない

限り、生徒に基礎・基本を定着させ、学ぶ意欲を引き出すことは難しいと考えます。そのた

めに、教員相互の評価を取り入れた授業研究や課題に応じた研修、また、教員の実践的な指

導力に視点を当てた取組の充実に努めているところでございます。 

 次に、国道３号バイパスについてお答えしたいと思います。 

 国道３号バイパスに伴う上広川小学校校舎について現在具体的な計画はございませんが、

将来の上広川小学校の校舎の規模については、学校の活性化のために１学年２クラス規模は

必要であろうと教育長としては考えております。これは下広川小学校も以前はほとんど１ク

ラスでございましたが、新校舎が出来上がりまして、今ほとんど全て２クラスになりました。

なぜ２クラスかといいますと、小学校６年間の間、クラス替えが一回もないと、やはり子供

たちの人間関係が固定化するわけですね。幼稚園、保育園から一緒で同じ集団で、ある子に

とっては居心地よくても、ある子にとっては非常につらいという集団でもあると。集団が替

わることによって、子供たちがまた違った面を出してくるというよさがあります。そういう

ことで、最低２クラスは欲しいと教育長としては考えております。 

 また、社会体育機能については、地域住民が社会体育の一環として活用できるような町民

グラウンドを兼ねた運動場があればいいなと、これは教育長として考えております。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（野村泰也） 

 ３番竹下英治君。 

○３番（竹下英治） 

 まず、少子化問題について、教育長はこの問題をどう捉えておられるか、ちょっと御見識

というか、これをお答え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） 

 失礼いたしました。お答えいたします。 

 少子化問題というのは、やはり日本の人口はいずれじわりと減る方向は避けられないだろ

うと思っています。ただ問題は、やはり教育の面から考えますと、なかなか人と関係を結ぶ

ことができない人間が増えてきている。先ほどの不登校の問題もそうですけれども、自分だ

けでいいとか人と交わるのが怖いという方も増えているという中で、やはり教育の力によっ

て人間の本来の人とつながるよさというのをしっかり学んでもらって、そして、やはり同性

とも異性ともしっかり交わって、結婚して子供を育てていくという道を見つけてほしいなと

思っています。教育面ではそのようなことを考えておりますので、伸び伸びと生き生きと人
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間らしい生活ができるような子供たちを育成したいと考えております。 

 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） 

 同じく少子化問題で、町長の御答弁の中に総合戦略の話がありましたけれども、その総合

戦略についてさら問いをさせていただきます。 

 たしか第２期広川町まち・ひと・しごと創生総合戦略の中において、令和２年度の目標と

して、合計特殊出生率の1.75、それと、出生数として、令和元年から同７年までの年出生数

を193名以上維持するという記述があったと思いますけれども、この辺の達成への見込み等

について御回答をいただきたいと思います。 

○議長（野村泰也） 

 福祉課長。 

○福祉課長（郷田貴啓） 

 町では、国がしています1.8ですか、もちろんそれに向けた少子化対策ということで現在

進めております。 

 議員が御指摘のとおり、令和２年４月１日ではゼロ歳児で136名の出生ということで、こ

こ二、三年でかなり人数が減ってきておりますけど、９月現在では、今の見込みとしては160

名程度と見込んでおるところです。 

 さらなる少子化対策として、福祉課におきましては、子育て支援に優しい様々な施策を進

めて、皆さんが広川に転入されて子供をたくさん産まれて、先ほど言われた190名ほどの規

模にまた戻るように現在施策を進めているところです。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 ３番竹下英治君。 

○３番（竹下英治） 

 そもそもこの出生率の1.75というのが我が町にとってどういうふうな意義があるのか、ま

た、どういうふうな施策をやれば1.75という数字を具現化できるのかという道筋の御説明を

いただきたいと思うんですけれども、可能でしょうか。 

○議長（野村泰也） 

 福祉課長。 

○福祉課長（郷田貴啓） 

 少子化対策につきましては、子育て施策だけではなくして、現在、国のほうで今年５月に

少子化社会対策大綱というのが出されております。その中でも主な原因として、未婚化、晩

婚化、また、有配偶出生率の低下というようなことで、主に若い世代での未婚率の上昇や未

婚年齢の上昇というのが大きな課題となっておりますので、今現在、地方創生の中で結婚に

ついての施策も進めております。少しでも多く結婚の率が増加して、早めの結婚なりしなが

ら、健康ですくすくとした子供が育てられるよう進めていきたいと思っておりますので、そ

の中でこの1.7というのを位置づけしているところでございます。 

 以上です。 
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○議長（野村泰也） 

 ３番竹下英治君。 

○３番（竹下英治） 

 今、課長の御説明でるる納得いくところがあって、はっきり1.75をどうやってやれば達成

できるのかというのの施策的道筋というのはなかなか難しいのかなと私は思っています。国

も1.6に向上するとか1.8を目指すとか、るる言いますけれども、じゃ、どうやってそれを達

成するのかと。そして、そもそも1.6とか1.8がどういう意味があるのかと。もともと2.01な

いと維持できないわけですよね。そういうことからすると、私はここら辺のところは1.75と

か総合戦略に示すのではなくて、やっぱりあくまでも数字は2.01を目指すとして、国の国難

であれば、やれることは何でもやるということが──できることはそれぞれの自治体によっ

て違うと思いますが、私はこれはやっぱりやるべきだと思います。 

 ３月の定例会において、ちょうど江藤議員が質問されたことに町長がお答えになったタイ

ミングがあって、町長は政治理念から学校の給食の無償化は実施しないのだという御発言が

ありましたけれども、こういうふうに広川町においても少子化に対する施策がなかなか厳し

い状況において、今申し上げたお考えというのは町長は今もお変わりないのかどうか、お伺

いしたいと思います。 

○議長（野村泰也） 

 町長。 

○町長（渡邉元喜） 

 考えは変わっておりません。 

○議長（野村泰也） 

 ３番竹下英治君。 

○３番（竹下英治） 

 総合戦略はいろんな意味合いで立てられましたけれども、その趣旨は当然我々も理解して

いるし、役場の皆さんも御承知なんでしょうが、つくった以上は、やっぱりそれを達成する

ように町民の皆様の御協力を得て努力をするのが仕事だというふうに私は思います。できる

ことは全てやって、それで結果、2.01に近づくのかどうかというのがこの行政の当座の仕事

だと、姿だと思いますので、御努力をお願いしたいと思います。 

 続きまして、防災危機管理についてでございますけれども、これは科学的な根拠があるん

ですが、ちょうど日本の中緯度は雨量というのは今後も増えていきます。そうしますと、先

ほどからありましたように、県の計画、もしくは計画を拡大したとしても、推測なんですが、

多分、越水の対策は間に合わないのかなと私は危惧をしております。そしたら、住民の生命、

財産も含めてなんですが、どうやって守るかということになりますと、やっぱりいかに適時

適切な避難をするかということに合わせて軸足を比較的重く置いたほうがいいのかなと私は

判断しています。 

 その中で、この前も若干質問させていただいたんですけれども、防災に係る情報の伝達が、

先ほども町長の御説明があったように、いっぱい種類があって非常に分かりづらいというか、

役場の方も、ファクスは送る、電話をする、メールは配信するというのは大変かなと私は思

うんですけれども、例えば、屋内においては八女市みたいなラジオ、屋外においては防災行

政無線、これをさらに聞こえるようにする。それと、町外においてはメール配信、そういう
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ふうな整理をして一つ一つを完璧に整備したほうが、今まで整備してきたことと若干競合し

たり無駄があったりする可能性がありますけれども、住民の生命を守るためには、そういう

ふうな整理を一回して情報伝達機能の充実を図ったほうがいいと考えるんですけれども、い

かがお考えか、伺いたいと思います。 

○議長（野村泰也） 

 協働推進課長。 

○協働推進課長（藤島達也） 

 今、議員が言われましたとおり、情報伝達の方法にはいろいろな方法がございます。屋内

におきましては、情報配信サービスによるメールとか、今構築しておりますLINEについても、

どちらかというと、メール配信よりは簡単に登録できるようなことでございますので、LINE

を使っていきたいと。 

 あと、今度の補正予算でお願いしておるんですけど、九州朝日放送のｄボタンを押すと、

デジタル放送の中で広川を登録すると広川の防災情報だったり広川のイベント情報だったり、

そういうのが見れるのがございます。今言われましたように、八女市みたいなラジオとなり

ますと、ラジオ局の開設とか費用面、あと、人的に広川町では無理かと思いますので、テレ

ビといいますと、大体どの世帯にもテレビがございます。そのテレビの中で、九州朝日放送

だけなんですけど、ｄボタンを押せば広川の避難所情報とか、そういうのが見れるというの

を来年４月から行いたいということで今度の補正予算ではお願いしております。それで登録

の必要もなくｄボタンで情報が見れるということであれば、ラジオと同じぐらいの効果があ

るのかなと思っております。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 ３番竹下英治君。 

○３番（竹下英治） 

 課長ありがとうございました。ただ、今後は台風も大型化するんですよね。この件は今回

は言及しませんでしたけれども、停電する可能性等もありますから、人の命に関わることな

ので、若干の経費的な面はやっぱりいろいろ考慮する必要があるのかなと思います。 

 この防災については、町長が前から言及されていますように、井堰の整理統合、これは産

業振興課になるかと思いますけれども、私は地域的にやる施策としては、この整理統合が重

要かなと考えています。 

 当然ここは役場の方は御承知だと思いますが、私も去年の大雨のとき、今年７月、ずっと

広川と長延川──ちょっと高間川は行かなかったんですが、見て回ったら大体井堰のところ

が越水しているんですよね。ですから、抜本的な解決策というのは、やっぱり川幅を拡幅す

るしかないんですが、それは無理なので、そして、一部やっても意味がないので、私は中期

的には井堰を整理統合するというようなことは結構効果があるのかなと、素人ですけれども、

思っていますので、御考慮を賜ればというふうに思います。 

 続きまして、教育長、学校教育なんです。 

 私も全国学力・学習状況調査と普通の定期考査は確かに違うんだろうと。うまくは説明で

きませんよ。だけど、多分、定期考査というのは、先生方がこのぐらいは覚えてよ、このぐ

らいは知っておってねというのが僕は８割方ぐらいあるのかなと。あと２割ぐらいが若干格
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差をつけるのに応用問題かなと思っていて、そしたら、点数は聞けないと思いますが、平均

点、さすがに50点は超してほしいなと思うんですよね。理想だと、やっぱり80点は取っても

らいたいと思うんです、恒常の試験ですから。その上で全国学力・学習状況調査を対外との

比較等の目安とかにですね、あんまり一喜一憂する必要はないんですが、私は恒常の試験が、

先ほど10％というふうな御発言があったんですが、私は分かりませんが、もうちょっと理解

度が低いのかなと失礼ながら思っています。 

 その辺のところは、把握されているのかもしれないけれども、教育長はもうちょっとさら

に実態を把握していただいて、さすがに教科書の基礎ぐらいは全ての人が理解できるという

ような教育の状況を目指していただければと思います。ただ、申し上げておきますが、先ほ

ど出ました不登校の方、個性がありますから、全ての方に強要するわけではありませんけれ

ども、一般的なやり方の大きな数字としてはそこを目指していただきたいというふうに思っ

ています。どうぞよろしくお願いします。 

 それと、インフラの整備費用なんですけれども、下広川小学校の屋内運動場の件ですが、

執行額が上がっていった理由が長寿命化というんですかね、ライフサイクルコストを安くし

て長寿命化ということを結構聞かされたと思うんですけれども、今度、たしか設計したのが

株式会社楠山設計だったと思うんです。そこが平成30年10月付の同改築工事の基本設計書と

いうのを作っておりまして、その基本設計概要中の第２項の基本方針にはしっかりとこのよ

うに書いています。「地震や豪雨などの災害時において、地域の避難施設として十分な機能

維持が図れる各インフラの整備や高耐震性があり、安全で安心な長寿命施設を整備します」

と。既に設計段階でこれだけのことが述べられているんです。なのに、私は門外漢ですけれ

ども、単年度、１年間で建ててしまったその間に、さらにトータル60,000千円──すみませ

ん、１つはアスベストですから、40,000千円強の値上がりをするような、そんな設計の変更

が私としてはあるのかなと思うんですが、その辺のところ、私が不勉強のところがあるかも

しれませんので、ちょっと御説明をしていただきたいと思います。 

○議長（野村泰也） 

 副町長。 

○副町長（飯田潤一郎） 

 質問の中で単年度にもかかわらずというような疑問があるようですけれども、私たちから

見れば、単年度であること、あるいは複数年度であることと設計変更の関係というのはまず

ございません。過去の工事を見ていただきますと、単年度が多いわけですけれども、設計変

更というのはかなり行っております。 

 それから、先ほどの設計書の問題ですけれども、最初の設計者というのは、やはり広川町

の予算というのを相当気にした上で設計をいたします。言わば遠慮する部分がございます。

したがいまして、今読み上げられた文言、そういうふうな状態の中で設計者としては精いっ

ぱいのことをしたと。しかしながら、施工業者から見れば、このくらいのお金を使えば、当

初の今読まれた部分よりもっと有効な、より強固なものができるのにとの判断から提案した

ということでございます。そういう実態がございますので、御理解をお願いします。 

○議長（野村泰也） 

 ３番竹下英治君。 

○３番（竹下英治） 



- 53 - 

 おおむね了解しました。 

 それで、その中で、先ほど私が言及したんですが、指名競争入札で１位と２位の差が20,000

千円だったんですよね。仮定の話をしてもあまり意味がないんですが、仮に第２位のところ

が請け負ったとして、同じようなことをやって、この値段より下げられた可能性というのは

否定できないのかなと私は思うんです。 

 その辺のところで最終的な契約執行額が僅か数十万円のところまで執行されたということ

については、やっぱり税金の話ですから、なるべくいいものをというのは分かりますけれど

も、経費は節約すべきだなというふうに考えております。ここを副町長、御説明をおできに

なられますか。 

○議長（野村泰也） 

 副町長。 

○副町長（飯田潤一郎） 

 入札の最低のところと契約をいたしました。ここに数千万円の差があった。しかし、この

設計変更というのは設計そのものを変更したわけですから、ここで１位と２位の間の関係は

ございません。例えば、私たちが設計変更をしたということになれば、仮にここが取っても、

ここは最初の設計の差なんですね。もともとの設計を変更したわけですから、ここが上がっ

たら２位も上がるというのが大体基本的なところです。例えば、広川町で設計変更してくれ

と言って、２位のところが無料でしますよと言えば別ですけれども、この設計変更には相当

の材料代とかが含まれていますので、そういうことは考えられませんので、当初の入札とこ

の設計変更による最低業者の増額と２位との差というのは起こるべきして起こったといいま

すか、そもそもの設計が変わったわけですから、そういう比較をすること自体ができないと

いう判断でございます。 

○議長（野村泰也） 

 ３番竹下英治君。 

○３番（竹下英治） 

 時間もございますので、次、国道３号バイパスについて質問をさせていただきます。 

 まだ具体的な規模は決定されたわけではないんですけれども、教育長が１学年２クラス、

こういう背景には、下広川小学校の例を挙げられたわけですけれども、その規模であればい

いなという教育長としてのお考えの根拠をもう一回御説明いただいていいですか。可能です

かね。今、上広川小学校というのは、ほかの校区から入学できるという制度は取られたもの

の、現在190名に満たないのかなと考えています。今、少人数制の話はありますけれども、

その規模だとトゥーマッチかなというような感じがするんですけれども、やはり２クラスで

進んだほうがいいという、そこの根拠となるお考えを御披瀝いただいていいですか。 

○議長（野村泰也） 

 教育長。 

○教育長（吉住政子） 

 お答えします。 

 先ほど申し上げたと思いますが、実際に過去、上広川小学校で30人学級を町長にしていた

だきましたが、その結果、２学級になったときに子供たちが大変喜んだんですね。初めて学

級替えがあったと、クラス替えがあったと。そして、違う集団で学ぶことができると。決し
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て１つの集団が嫌なわけじゃないんですけど、環境が変わって違った友達ができたと、とて

も喜びました。やはり子供たちはできれば２学級規模の学校で友達をいろいろ替えながら、

もまれながら育っていくものだと思っています。ですから、やはり最低２学級は欲しいなと

私は考えています。 

 そして、特に新しい校舎が魅力的に出来上がれば、上広川小学校にやってみようかという

方がまた余計増えてくるのかなと思っていますし、先ほど申し上げました私の個人的な願望

でございますが、社会体育施設等も含めていろんな施設を造っていただければ、上広川小学

校に来ていただいて、ここはいいなということで、じゃ、ここにやろうかと言われる保護者

が増えてくるんじゃないかと思っていますし、それから、地域としても、地域の魅力として

広川町に住もうという方が、じゃ、上広川に住もう、家を建てようかというふうになってい

ただきたいなと思っています。そういうことで申し上げました。これでよろしいでしょうか。 

○議長（野村泰也） 

 ３番竹下英治君。 

○３番（竹下英治） 

 今、教育長がおっしゃったのは、地域の発展等にも結びついて非常に大切だと思うんです

が、やはり小学校というのは教育するのが基本ということで、本年４月から小学校について

は新たな学習指導要領というのが施行、始まっていますが、この観点から上広川小学校の規

模がこうだとか、そういうふうな御説明というのはおできになられませんか。もしその点か

らおできになるんであれば、御開陳を願いたいと思います。 

○議長（野村泰也） 

 教育長。 

○教育長（吉住政子） 

 上広川小学校の子供たちは少人数で大変細やかに指導されて育っております。しかしなが

ら、なかなか自分を表現する力が弱いといいますか、安心して特定集団におれますので、

違った集団に入ったときに表し方がなかなか難しいという点もございました。過去におきま

しては、10年ほど前ですけれども、広川中学校が非常に荒れた時代に、やはり残念ながら上

広川小学校の児童もちゃんと入って一緒に荒れていたんですね。どうして荒れるんだろうか

と思いましたら、やはり小学校でちょっと勉強ができなかったのが、また中学校に入って勉

強が難しいと。大きな集団の中で自分を表現し切れないということで、違った形で表現して

いた子が出てきたわけですね。 

 ですから、やはりもともと人口の少ない地域の学校であっても、しっかり学ぶことと自分

を表現すること、意見を発表すること、そして、違った考えを取り入れてしっかり考えるこ

と、そういう力をつけてほしいと思っています。そういうことで、２学級ぐらいあって、も

まれてほしいなということを思っています。 

 それから、付け加えですけど、上広川小学校はやはりどうしても恵まれ過ぎて静かな子た

ちが多いものですから、今は専門の演劇の集団に来ていただきまして、文部科学省の事業と

して、例えば、宮沢賢治の詩を劇で表現すると、そのようなことをしています。そうします

と、最近聞いたんですが、変わりましたというんですね。文科省の指定事業として５年目ぐ

らいになりますが、子供たちが随分自分を表現するようになりましたと、うれしい感想も聞

いております。 
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 そういうことで、様々な工夫をしながら、規模的にはやはり２学級ほどの規模でぜひ私は

お願いしたいなと考えております。 

 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。 

 あと、社会体育機能の部分について最後にお伺いしたいと思いますが、社会体育機能を上

広川小学校に付加するというような考えは、これは住民の意見を反映したものであるのかど

うか、そういうふうな調査がなされた結果なのかどうかということについてやっぱりお伺い

をしたいと思います。 

 仮にそういうことであれば、多分、今の上広川小学校の運動場よりも広い敷地が必要だと

思うんですね。そして、２クラス当ての校舎を考えますと、そこを移転する場所というのを

非常に考慮しないといけないのかなと思います。移転場所というのはまだ決定されていない

ということでよろしゅうございますかね。 

○議長（野村泰也） 

 副町長。 

○副町長（飯田潤一郎） 

 何か明日にでも上広川小学校が建つような話になっていますけど、まだ具体的な議論とい

うのは全くしておりませんし、できる状況でもないんじゃなかろうかと。先ほどから教育長

のお答えは、全て私の願望ですがという注釈つきでの回答だったと思います。今はそういう

現状です。ですから、具体的な検討をしていない中で、あるいは私どももこうあればという

思いから発言したことはあったかもしれませんけど、まだ具体的な議論すべき段階ではない

というようなことでございますので、回答はできない状況にございます。 

○議長（野村泰也） 

 ３番竹下英治君。 

○３番（竹下英治） 

 上広川小学校の中心部を３号バイパスが通るということはほぼ決定されたように私はお伺

いしているんですが、そうしますと、学校機能というのは維持できないわけですから、特に

教育機能というのは、今までもずっと江藤議員が少人数学級の件を聞かれて、非常に僕たち

は重要な御質問だというふうに考えていたんですけれども、具体的計画がその方向でいく可

能性があるのであれば、既にそういうふうな大事なことはぜひ御検討を進めていくべきかな

と私は考えています。 

 時間もいいと思いますので、これにて質問を終わらせていただきます。今日は説明を一生

懸命していただいたんですが、また私の勉強不足から若干理解できないところがありました

ので、これについては、恒常の忙しくあられないときに担当課に出向かせていただいて質問

を継続させていただきますので、御対応方をどうぞよろしくお願いします。 

 以上です。ありがとうございました。 

○議長（野村泰也） 

 暫時休憩をいたします。 
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午後２時24分 休憩 

午後２時33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、１番山下茂君の登壇を求めます。 

○１番（山下 茂） 

 １番議員の山下茂です。本日最後の質問になります。どうぞよろしくお願いいたします。 

 質問通告どおり２点お伺いいたします。 

 １点目は、３月議会にてＩＣＴを活用した住民サービスについて質問いたしました。LINE

の公式アカウントの開設について引き続き質問させていただきます。 

 早速９月の議会にて提案、承認いただき、ありがとうございます。現在はホームページの

再構築作業と同時進行で準備されていると聞いております。 

 コロナの第３波の拡大が懸念をされており、住民への正確な情報提供を進めるためにも早

急なLINEの公式アカウントの開設が望まれています。セグメント方式の採用や職員の負担軽

減策、周知方法など、現在の進行状況についてお伺いいたします。 

 ２点目は、子育て支援策について質問させていただきます。 

 都市圏では、コロナ感染の拡大に伴い、医療従事者不足が問題化しております。医療従事

者の働きやすい環境整備の一環としても保育施設の充実は欠かせません。４月の緊急事態宣

言のときも、学校の休校中や店舗の時短営業が続く中、保育施設は医療従事者等のコロナ禍

の中で仕事を続けなければならない人たちのため、ずっと運営を続けています。また、広川

町の重点課題でもある定住や人口減少問題においても、住みよいまちづくり、子育てしやす

い町のためには、今後、保育士の確保が必要だと考えられています。今後の対策についてお

伺いいたします。 

 あとは質問席にてお伺いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（野村泰也） 

 町長。 

○町長（渡邉元喜） 

 山下議員の質問の中のLINEチャンネルについてでございます。 

 広川町公式LINEの構築については、令和２年９月の補正予算で承認をいただき、現在、構

築作業を進めており、令和３年４月に運用を開始する予定です。 

 この公式LINEの運用は公式ホームページと連携したものとなりますので、運営は協働推進

課となりますが、あくまで各業務の所管課が公式LINEを活用することになります。また、公

式LINEの導入により、来庁や電話での問合せ対応の軽減が期待されます。 

 周知方法については、広報ひろかわや公式ホームページなどにＱＲコードを掲載すること

でスムーズな登録ができるような方法とします。 

 この公式LINEは、日々の情報発信の手段になることに加え、大雨や台風、災害時における

迅速な情報提供の手段として期待できることから、多くの皆様に利用していただけるような

運営に努めます。 

 次に、子育て支援についてでございますけれども、令和元年度及び２年度の４月、10月の

いずれの時点におきましても、町内保育所における待機児童は発生しておりませんが、全国
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的に待機児童の発生に伴う保育士の確保や定着は大きな課題となっているところです。 

 保育士不足の取組につきましては、第２期の広川町まち・ひと・しごと創生総合戦略の成

果目標の中で、子育て支援事業の待機児童対策として、新規保育士の確保策を進めることと

しています。 

 現在、町内保育所に勤務されている保育士のうち勤務３年以内の方を対象に、当該保育園

勤務に至った経緯、選定理由などのヒアリングを行ったところです。この聞き取り調査に加

え、新卒の保育士で勤務３年以内の離職率が全国的にも高いことを踏まえて、就労継続に係

る支援策や潜在保育士の把握など、今後に向けた施策について協議しているところです。 

 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） 

 ４月から運用開始されるということで待ち望んでいるわけなんですが、毎年のように、今、

６月、７月になると大雨の予報のために避難所の開設等、いろいろな伝達事項が出てくると

思います。先ほどの説明ですと、所管管理は協働推進課のほうがされるということでしたが、

情報的には各課で流すということでした。 

 例えば、大雨が予想された場合、前日から広川ダムの放流をしますというときは建設課、

また、次の日、学校の休校があるときは教育委員会、学童保育等、保育園等がある場合は福

祉課、避難所の開設になれば協働推進課と多岐にわたる場合とかも出てくると思います。

やっぱりそのときにLINEがばらばらに来たりすると受けにくかったりすることも多々あると

思いますので、そういう場合には、例えば、災害本部が立ち上がっているような場合はそう

いうところでされるかもしれませんが、どこかで、協働推進課でまとめられるのかどうかと

いうのと、あと、学校と学童保育なんかは非常に連携があるところですので、そういうとこ

ろの足並みをそろえられるかどうかということで、協働推進課のほうで取りまとめてもらう

とか、災害本部等でまとめられるとか、そういう役場間で仕事の割当てが何かもしあったら

教えてもらってよろしいですか。今後対応されるかどうか。 

○議長（野村泰也） 

 協働推進課長。 

○協働推進課長（藤島達也） 

 今御質問がありましたように、いろいろな各課での情報につきましては、各課がホーム

ページの更新を行うときに、LINEにその情報を流すのかというチェック欄で流していきたい

と思っております。そのLINEの中にも、友だち申請というか、LINEに登録された方が、年齢

であったり、住所であったり、子供さんの年齢とかによって自分がどういう情報を得たいの

かというのを登録していただいて、得たい情報については流れていくと。あと、防災とか避

難所情報とか重要なことについては、登録に関係なくLINEで流れていくという方法を取って

いきたいと思っております。 

 あと、学校が台風でどうなるとか、そういう情報についても緊急性とかリアルタイムでの

情報になってきますので、そういうのは各課のほうでなるべく早い状況で住民の方と保護者

の方に流せるような方法を取っていきたいと思っております。 

 以上です。 
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○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。なるべく情報が一括して分かりやすいような状況でしてもらえる

ように、どうぞ御協力していただきたいと思います。 

 先ほど年齢別のところで、多分、セグメント方式のことだったと思うんですけど、その中

で、前回、３月議会とかでも言っていましたが、福岡市などは、例えば、道路の陥没状況な

んかがあったら写真を撮って送るとか、公園の遊具の破損があったら送るということで、そ

ういうのがありますよというお話をしていましたが、災害も同じようなことで、例えば、川

がどこがあふれそうとか、こういう時期はどうなっているとかということで、情報が来たり

とか、現状ですね、今の時間どうなっているかというようなことが結構あると思うんですよ

ね。７月の大雨のときも、僕も災害のとき２分団のほうに行って見ておりましたら、上広川

の逆瀬谷と小椎尾のところが土砂崩れになって通れなくなった。兎谷のほうから消防団のほ

うが行ったけど、帰り道、土砂崩れに遭って木が倒れて帰れなくなったという話だったんで

すけど、電話でしていると、どういう土砂崩れの状況か、木が倒れているかというのが分か

らなくて、やっぱりそのとき写真で送って、こげなん状況ということやったら、ああ、それ

ならチェーンソーを持っていくよということで割と解決が早く済んだりとかしていたんです

よ。 

 それで、そういう写真投稿みたいなコーナーとかをつくられる予定とかはありますかね、

そういうふうな対応というか。 

○議長（野村泰也） 

 協働推進課長。 

○協働推進課長（藤島達也） 

 正直なところ、まだそこまで詰めておりません。 

 あと、今後、システム会社とそういうような詳細なことについてはこれから協議していく

ようにしておりますので、山下議員がLINE等は詳しゅうございますので、よかったら協働推

進課のほうに、こういうふうにやったらよく情報が伝わりますよとか、便利ですよとか、何

かそういう情報があれば教えていただいて御協力願えればと思っております。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 １番山下茂君。 

○１番（山下 茂） 

 負担軽減策にもなるんですけど、役場の方に聞いておりましたら、イチョウの時期とか、

イチョウの見頃はどうなっていますかとか電話の問合せが多いというふうに聞いております。

そういうのもLINEの情報を基に、ホームページとか、イチョウの見頃とか、今日はどうなっ

ているとか、そういう情報発信とかもしていただくと、多分そういう電話対応とか窓口対応

等も大分減っていくと思います。 

 これは一例なんですけど、今、広川町で新生活様式対応事業者支援金というのが行われて

おります。これはホームページにも掲載してありますし、広報ひろかわにも載っています。

議会だよりにも載せていますし、商工会からは国、県、町の支援策の一覧表を配布されてお
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りますが、それでもなかなか事業者のほうに届かなく、持続化給付金申請者を対象に産業振

興課から案内を送ってあります。それでも届かないというか、国道３号や幹線道路なんかは

広報ひろかわが届かない出店者がいますので、なおかつ産業振興課のほうから回ってありま

す。 

 なるべくLINEに入る人、広川町のLINEを登録する人を増やして、こういう手間を減らして

もらって、皆さんのところに情報が行くようにしてもらいたいんですが、先ほどＱＲコード

をいろいろ載せるということでしたけど、僕はその中で１つお願いしたいのが、現在、広川

町内に住んでいないけど、親、親族が広川におられるという方ですね。例えば、東京とか大

阪にいると、災害情報なんかで広川は土砂崩れで何とかというと、やっぱり心配で電話が

あったりすると思うんですけど、LINE登録をしてもらえば、例えば、避難所の状況とか、割

と先ほどみたいな写真が載れば、ああ、こういうふうに水があふれているとか土砂崩れが

あっているとか、あんまりひどくないねというようなことが分かりやすくて、心配も減りま

すし、東京や大阪の地方にいない、ほかのところに住んである子供さんから親御さんに、ど

げんしよるね、大丈夫ねということで連絡も行きやすいと思いますので、町内の方はもちろ

んですが、元広川の方や町内に住んでいる方の親族の方にもぜひLINEの登録を勧めてもらっ

て、いろんなところに情報発信ができるようにお願いしたいと思います。 

 続きまして、子育て支援策について質問させていただきます。 

 保育園の重要性は先ほどちょっと言いましたが、どこの町でも出ておりましたが、保育施

設等従事者慰労金というのが今回の議会のほうで出ております。大変よかったなと思ってい

るところでした。 

 この出される方の範囲ですね、保育園や幼稚園、学童保育、子育て支援センター、託児所

と、子供を預かる場所は広川町にもいろんな施設、いろんな業種がありますが、対象はどこ

までになっているでしょうか、お願いいたします。 

○議長（野村泰也） 

 福祉課長。 

○福祉課長（郷田貴啓） 

 今回の補正予算に計上しておるんですけど、保育従事者の慰労金という形で町内の６か所

の保育所、上広川、中広川、下広川、斗和と心愛、それと、保育園おひさま、それに、企業

主導型のはなまる保育園、それと、広川幼稚園と無認可のこもれびの家、それと学童保育の

指導員さん、そこの常勤及びパートの方を入れたところでの予算計上をしております。 

 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、企業さんを聞いても、広川町にも数多くの子育て支援という

か、保育をやってある業者さんがいらっしゃって、なかなかいろんなところがあるなと思っ

ております。 

 たまたま今日の新聞で、大木町のほうで学校教育課と健康福祉課の一部が統合して、こど

も未来課というのができたと載っておりました。広川町のほうもそういう形で、縦割りと一

般的に言いますが、そういう壁とかがなくて一括で支援ができるように、その辺はそういう
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ふうになるのか、協力してもらうのか、きちっとしていただきたいと思います。よろしくお

願いいたします。 

 続きまして、今回、この保育士の問題を言っていますけど、これがなぜ重要かというと、

先ほども人口減少の話とか出てきましたが、平成27年度の広川町の人口統計調査を見ますと、

子供たちがずっとおって、19歳とか二十歳ぐらいになって、東京や大阪とか、仕事をし始め

たり大学に行ったりして減っていくんですよね。その後は大体そのまんまなんですけど、

やっぱり上振れしているところと下振れしているところがありまして、現在、広川町で上振

れしているところは、25歳から29歳までと40歳から44歳まで、これが５歳で100名ぐらい増

えているということなんです。これはどういうことかというと、新しく分譲住宅なんかがで

きて、若い世代の方が広川町に住んでいて増えているということなんです。逆に、50代、60

代のところは、仕事がなかったのか、ちょっと減っているんですよね。その当時のことを、

平成10年頃を考えますと、ちょうど広川町のインターが開通したりとか、久留米・広川新産

業団地のほうが出来上がったりとかして、ちょうどその時期に中広川小学校も改築してきれ

いになりまして、それから、分譲地がだっとできていって人が増えたということが数字でも

分かると思います。 

 この数字を維持することによって子供の数とか広川町の人口減少が抑えられる一つの策で

はないかと思うんですが、筑後市ではその一環から、「もっと住み続けたい筑後市」という

ことで、保育士さんを中心に保育士等支援パッケージということで10の施策をやってありま

す。これの対象は現役保育士、潜在保育士、新卒保育士、保育士になる前の学生、それから、

放課後児童支援員と多くの方を対象にしてあります。広川町でも、先ほどから教師不足とか、

外国人も来て仕事に就かにゃならないように人不足は今後も進んでいくと思います。広川町

では、この保育者のための支援事業というのを考えてありますか、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） 

 町長答弁でもありましたように、就労の継続に係る支援策というか、来年度の事業で予算

等も絡みますので、今現在はまだ協議中ではございますけど、やっぱり３年以内の離職防止

をどうにか図らないといけないということと、やはり新規で保育所に来られた方が継続して

勤務できるような、そういう環境づくりをできるような施策を現在協議しているところです。 

○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。広川町発展のためにも、子育て支援というか、子育てしやすい町

というのは必要な観点でもあります。その中でもそういう施策をまたやっていっていただき

たいと思います。 

 これはちなみになんですが、もちろん分かってあると思いますが、福岡県でも保育士修学

資金とかございます。そういうのと含めてもらったりとか、あと、この間、僕も中学校のほ

うに行ってから聞いていたんですけど、やっぱり保育士になられるような女の子は中学校の

頃から、例えば、ピアノを習っていたりとか、結構目標が決まっている子も多いんですよね。

学校から直接言うということもまたあれなんですが、そういうところも連携していってもら
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いながら、保育士の確保とともに、子供たちの保育環境、教育環境を含めて充実した施策の

ほう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。 

 質問は以上です。 

○議長（野村泰也） 

 以上で一般質問を終わります。 

 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。 

 本日はこれにて散会いたします。 

午後２時56分 散会 

 


