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 開  議  

 議  長  おはようございます。 

 本日の出席議員は、１６人につき、定足数に達しております。 

これから、本日の会議を開きます。 

（９：３０） 

 日程第１  

 議  長  日程第１ 一般質問を、昨日に引き続き行います。 

 質問の通告がありますので、順次質問を許します。 

９番 一木哲美議員 

 一木議員  皆さんおはようございます。 

 私は、一般質問の通告を８月１６日に提出をさせていただいておりました。 

 その後、本日の最初の質問の内容につきましては、もう大方一月が経過してきてお

るなかでですね、状況が非常に過熱化、白熱化してきたということでございます。 

 最初に、この質問に入りますけれども、今日は通告に基づきまして、４点の質問を

させていただきます。 

 まず最初に、企業誘致について、ということでございます。順次質問をさせていた

だきます。 

感覚的に企業誘致というふうな表現を使わせていただいておりますけれども、後ほ

ど内容についてはふれさせていただきたいと思います。 

 この企業誘致、ソフトバンク２、３軍の新本拠地の誘致につきましてはですね、私

の思いは、この筑前町の活力あるまちづくり、これに向けてのひとつの弾みとなるん

じゃないかなというふうな思いでございます。 

 この誘致ができることによって、その誘致をされる各自治体におかれましては、今

申しますように、地域の活性化、地域の力強い発展ということに繋げるんじゃないか

なということと、また、このソフトバンクにも貢献できるというふうなことを強く思

っているわけでございます。 

 そのような観点に立ちまして、質問をさせていただくということでございます。 

 現在、新聞でも報道されておりますように、９月の１１日付ではございましたけれ

ども、この新本拠地につきましては、福岡県はもとより、福岡県を取り巻く近隣の県、

合せて５県、５つの県から２９ということでございました。 

 また、その後ですね、お隣の筑紫野市も名乗りを上げたということで、３０を超え

るということになっているわけでございます。 

 私がこのことを知ったのは新聞でございましてですね、お盆前でございました。こ

のことが報道で、マスコミ等で取り上げられたのは、８月２日の日に発表されて、新

聞記事等が８月の３日あたりに発表されたんじゃないかなというふうに受け止めて

いるところでございます。 

 すぐに私もですね、この記事を見ながら、これは筑前町にとっても力強い、活力あ

る魅力あるまちづくりにつなぐことができればなというふうな思いで、１６日の質問

として、通告を取り上げさせていただいたという次第でございます。 

 ９月の３日の日に、男女が輝くまちづくりを考える会と議会との意見交換会がござ

いました。 

 この席におきましてもですね、筑前町は、どう考えられてありますかということと、

お隣の朝倉市へ応援されるのですかという質問も、尐し出たわけでございます。 

 私もこの間ですね、住民の方から、筑前町はソフトバンクの誘致にエントリーをな

されないんですかというふうな声をですね、たくさん聞くわけでございます。 

 そういったことでですね、筑前町もできればというふうな、熱き思いを持ってです
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ね、質問に上げさせていただいたわけでございます。 

 募集の締め切りが、新聞等によりますと９月の１３日、本日ということも書かれて

おります。この辺りははっきり、その推移によってはですね、変わるかも分かりませ

んけれども、マスコミ等では本日ということで締め切られているようでございます。 

 すみません。先ほどの私の発言の中で、男女
だんじょ

が輝くと申しましたけれども、男女
ひと

が

輝くということでございまして、申し訳ございません。訂正させていただきます。失

礼いたしました。 

 そこで、まず最初にお尋ねいたしたいと思います。 

 本町におかれましても、このことにつきましては、いろいろとご検討なされてこら

れたというふうに考えるわけでございます。 

 結論は先に置いていただきまして、本町でこのソフトバンクファームの誘致につい

てですね、検討なされて来られたことについての、具体的な内容について、まずお尋

ねをしたいと思います。 

 どのような方々が、どのような会議なりですね、検討会なり、そういったことをで

すね、なされてこられたものか、その辺りを、まず最初にお尋ねをしたいと思います。 

 議  長  総務課長 

 総務課長  おはようございます。 

 一木議員のほうからの質問に対してお答えいたしたいと思います。 

 まず、このソフトバンクファームの新本拠地の誘致についてでございますけれど

も、とてもですね、夢のある取り組みでもあるというふうに思います。また、住民の

方々の関心も高いというふうに受け取っているところでございます。 

 １件ではありますけれどもですね、８月１１日に、まず住民のほうからですね、誘

致に名乗りを上げてくださいというような、無記名の直訴状というかですね、そうい

ったものが役場のほうに届いております。 

 先ほど議員がご紹介されましたように、８月２日にソフトバンクがファームの本拠

地の募集を公表しましたので、その後早速募集条件等を調査して、検討をしたところ

です。 

 募集の条件によりますと、まず、利用可能面積が４ｈａから６ｈａの分割されてい

ない造成済み、または粗造成済みの平坦な土地であること。 

 次に、ヤフードームからの移動時間、概ね１時間圏内で、高速道路の最寄りインタ

ーチェンジから概ね２０分圏内であること。 

 それから、鉄道の最寄り駅からの交通手段が確保できること。 

 次に、２０年以上継続して賃借可能な用地であること。 

 それから、２０１４年、来年ですけど、来年中に着工できること。 

 それから、２０１５年、その次の年の秋をめどに竣工、そして２０１６年のシーズ

ンから本格使用が見込まれる。などの条件ということでございます。  

 そういうことで、内部でですね、町長、副町長をはじめ検討いたしまして、その段

階では、こういった条件があってですね、最初の段階では、なかなかそういった土地

が確保できないということで、そういった検討をしてきたところでございます。以上

でございます。 

 議  長  一木議員 

 一木議員  本議会の開催前でございますけれども、９月７日の新聞にですね、筑前町補正予算

案ということで、町の議会の記事が新聞に出てました。 

 その上の段を見ますとですね、大きく「ホークスファーム朝倉に来て」というふう

な記事が出てまして、こちらのほうに目が移ってしまったということでございますけ
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れども。 

 ちょうど筑前町と、それから隣の朝倉市の記事が、内容は今申しましたような内容

でございましたけれども、向こうに目がだいぶ引き付けられたと申しますか、そうい

ったことで、ちょっと町のほうの記事が、向こうのほうへたいぶ引っ張られたなとい

うふうに感じたわけでございます。 

 それでは、具体的な私のですね、こういった質問をさせていただく以上は、前向き

にですね、こういったことが筑前町ではできないものなのかと。本当に、本気でしよ

うと考えた場合ですね、そういったことが実現できる可能性がないものかなというふ

うなことを、前向きに私なりに考えをいたしたところでございます。 

 そういった内容についてですね、質問をさせていただきたいと思います。 

 その前に、昨日、これはお隣の朝倉市のチラシが届いてましたので、皆さん方もこ

のチラシを見られたと思います。 

 当然ながらですね、こういった立候補された各自治体におかれましては、ただ名乗

りを上げただけじゃなくして、次のアクションをですね、こういった決起大会なりで

すね、街頭でのＰＲとか、いろいろなことを当然ながらしていくわけでございます。 

 朝倉市は、きわめてこういったことはですね、上手で素早いですね。だから、当然

ながら出てくるんじゃないかというふうには考えていました。 

 それでは、具体的なところに入ってまいります。 

 本町では、平成２４年３月に策定した後期基本計画の政策目標に引き続き、活力と

交流に満ちた筑前を掲げ、企業誘致活動を通じて、地域経済の活性化と雇用の場の確

保を図るとしています。 

 主要地方道久留米・筑紫野線、産業道路沿線の四三嶋地区、約１１ｈａを企業誘致

ゾーンに定め、この地域の持つ交通利便性を活かして、企業誘致を積極的に推進する

としていますが、新たな進出企業を見出せない状況であります。 

 地域活性化の切り札は企業誘致であると認識のもと、さらに企業誘致活動を積極的

に推進すると申されております。 

 平成２０年工業用地として、土地約２ｈａを町は９９，４９６，８００円で取得を

し、造成事業を平成２１年に愛知県名古屋市の株式会社マルヤスへ２１８，４０２，

４００円で売却をいたしました。その後、現在まで目的への使途に至っていない荒れ

地化してきています。 

 将来の課題は、四三嶋地区企業誘致ゾーン内の分譲可能農地、約７．２ｈａの開発

方針、誘致企業を様々な業種に分散する新たな戦略が求められております。 

 今の社会情勢から見ても、本町を含む全国各地の企業誘致は、たいへん困難であり

厳しい現況でございます。 

 考え方、発想も柔軟に変えないと、これは夢と希望にしかならないというふうにも

考えます。 

 そこで、本題に入りますが、先ほどから申しておりますプロ野球球団の福岡ソフト

バンクホークスは、ファームの新しい本拠地、球場などを整備するための用地を、８

月２日募集の発表を行ったということでございます。 

 現在２軍が本拠地としております雁の巣球場は、３軍を含めた一体的な活動が難し

いということでございまして、新しく本拠地を今、公募しているということでござい

ます。 

 先ほど総務課長が申されましたようにですね、条件が大きく３つほど出されてある

ということでございます。 

 そこで、本町の企業誘致ゾーン内の分譲可能農地約７ｈａ、及び株式会社マルヤス

へ売却をいたしました土地２ｈａ、これは目的使用ができていないということで、売

却価格より下げて買い取り、合わせた土地をソフトバンクホークスファーム新本拠地
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誘致へ取り込むという考え方も、私はいかがかなというふうに考えたわけでございま

す。 

 百道ランプから筑後小郡まで３９．１ｋであり、２９分で車で来ます。誘致の現地

までは１時間以内で来れるわけでございます。 

 そういった考えをですね、１点、私なりに思ったわけでございますけれども、今の

点についてのご見解を伺いたいと思います。 

 議  長  田頭町長 

 町  長  お答えいたします。 

 私どもの検討候補地にはですね、その土地も上がっておりました。と同時に、極端

に申しますと、今のグラウンド等も含めてどうだろうかと。 

 ただ、グラウンド用地だけを考えてみましても、１０年来の取り組みで、まだまだ

造成工事まで至っていないというような状況でございます。 

 あの地域は農振地域でございます。併せて文化財等がですね、宝庫とも言われる地

域でございます。 

 そういった状況を考え合わせますと、今、ソフトバンクが示しているような条件に

は到底なり得ないと、ここであまりにも期待させてはいけないという思いもございま

した。 

 考えられますのは、四三嶋の件でございますけれども、四三嶋については、そうい

ったことも一部可能ですけれども、あそこもすべたまだ農振農用地でございます。 

 これは、私ども町の思いとしてはですね、先行して除外して、宅地造成をしたいと

いう強い思いを持っておりますし、そのことを国に訴えておりますけれども、現行法

ではですね、やはり誘致企業等が確定し、必要面積を確認し、その分だけを必要に応

じて除外していくという手法しか取れないということで、ここ数年来きておるところ

でございます。 

 したがいまして、マルヤスの用地につきましてはですね、まずは積極的にマルヤス

のほうで活用をお願いしたいということは、副町長、都市計画課長が直々お会いしま

して伝えているところでございます。 

 この後はやはりマルヤスさんの意向を十分尊重してですね、進めていきたいと思っ

ております。 

 やれることを考えました。やれるところはどこだろうかということを考えて、候補

地を挙げたんですけれども、現実に、さらに詰めていきますと、厳しいという判断で、

今回は見送ったわけでございます。以上でございます。 

 議  長  一木議員 

 一木議員  町長のほうから、今、ご答弁をいただきました。 

 検討をいただいたというふうなことでございました。 

 この件につきましてはですね、９月の６日の記事でございますけれども、北九州の

苅田町も誘致に名乗りを上げています。 

 候補地でございますけれども、候補地の６ｈａは、現在は国有地であるということ

でございます。町の取得に向けて調整中ということでございます。 

 今、町長のご答弁をいただきましたけれども、そういった候補地もあるということ

ですね。土地についてはなかなか、いろいろとそこそこの状況が、完全に本当に整っ

ている地域もありましょうけれども、国有地でありながらも名乗りを上げたというと

ころもあるというふうな現実でございますので、この辺りはご参考いただきながら、

また、私どももいろんな方法があるんだということをですね、承知しながらというこ

とであると思います。 

 それでは、もう１点思いがございますけれども。 
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 今、誘致につきましては、もう今現在で３０を超えるということでございます。細

かくは、もう皆さん方誰でもがですね、どこどこということは、もうご承知のとおり

でございます。 

 この町も、こういったことが実現をすることによって、経済効果また知名度アップ

とかですね、この相乗効果というのはお金の面だけじゃなくてですね、計り知れない

そういった効果がそこには生まれてくるんじゃないかなというふうに考えられるわ

けでございます。 

 そういったことで、この誘致合戦に参戦するだけの対価はあるんじゃないかと、で

きればというふうに思うわけでございます。 

 １つの提案といたしまして、私なりに思っておるところはですね、多目的運動公園

ということでございまして、ここは合併前、合併協議会の中で、そしてその後ずっと

ですね、会議を重ねてきまして、今の多目的運動公園ということで、もう造成工事が

あるわけでございます。 

 この敷地の計画地は全体で９．６ｈａということでございます。誘致の候補地とし

て可能性は、条件的には満たせるわけでございますけれども。何分これはシンボル事

業として、ずっと町が取り組んできた、そういった大事な場所でございますけれども。 

 住民の方たちが、こういったお話をした場合に、とんでもない話という方もおられ

ますでしょうけれども、それが実現するんであればいいじゃないかと、いう方もおら

れるわけでございます。そういった声も聞くわけでございます。 

 こういったことがもし実現すれば、代替として、またお金もかかりましょうけれど

も、それ以上の経済効果も出てくるわけでございます。 

 多目的運動公園をですね、そのままこのソフトバンクのファームの２、３軍の、新

しい拠点としての誘致の候補地としてですね、考えるということはいかがなものなの

かと。 

 基本的にはですね、今の事業から変えていきますので、このことにつきましては、

国交省の補助金とかいろんなことも絡んでおります。だから、そういったことを乗り

越えていかなければいけないというふうなことは、もう承知をしていますけれども。 

 荒っぽい質問だなというふうに思われるでしょうけれども、この夢が叶えばなとい

うふうな熱き思いでですね、そういったことも考えたわけでございます。 

 今の点についてですね、ご見解をお尋ねをしたいと思います。 

 議  長  田頭町長 

 町  長  お答えいたします。 

 面積等からすればですね、ちょうど同じぐらいの面積であるということは十分承知

しております。 

 しかしながら、初志貫徹でございます。 

 我々は、あの用地はですね、多くの住民の方たちに、自分たちのグラウンドをつく

るんだと、自分たちの健康ゾーンをつくるんだという説明をしてきました。 

 このことは、このまま貫き通させていただきたい、べきだと思っております。 

 ですから、この用地をですね、そういったソフトバンク等々に、用地として候補地

ということは考えておりません。以上でございます。 

 議  長  一木議員 

 一木議員  私の思いは、２点ですね、四三嶋の工業団地の計画地と、それから、今現在進んで

おります多目的運動公園ということが、どうなのかなというふうなですね。 

 住民の方からもこういった声が、私にも届いていましてですね、そのことも受け止

めをさせていただきながら、私もそういった思いをもってですね、質問をさせていた

だいたわけでございます。 
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 町当局におかれましてもですね、そういったことを踏まえて、検討をいただいて、

今まで来たというふうなことで、理解をさせていただきますけれども。 

 今、福岡県を中心にですね、１番の大きな話題は、このソフトバンクファームの２、

３軍の拠点の誘致ということが、１番の今明るい話題ということであるわけですね。 

 今、３０ほどの各自治体が、この誘致に参戦をされていますけれども、まだ増える

可能性もあるかなと思います。 

 申し込みが今日までということですけれども、場合によってはもう尐し延びるかも

分からないと。 

 筑前町もしっかり合併後、町民融和そして活力ある筑前町づくりにですね、皆さん

方、職員の皆さん方のいろんな計画をもとに、議会でもしっかり議論を深め、そして

住民の方たちのご意見をいただきながらですね、非常に力強く、魅力ある筑前町に向

かっているということは、私も十分承知をするわけでございます。 

 今後においても、いろんな機会、チャンスですね、こういったことは出てくるとい

うことを考えていくことは大事と思います。 

 だから、いろんな計画は、年間の計画を立てていきますけれども、私どもにおきま

しても、職員の皆さん方におかれましても、このようなひとつの新しいいろんな状況

が突然出てくる、これをやっぱりチャンスと受け止めて、すばやくこれに対応できる

ならば対応する。そして、このことが町の発展にも、また魅力ある筑前町づくりにも

繋がることができるということであればですね、やはりすばやくそういった対応、対

処をしていくということは、今後も求められると思います。 

 目の前を走るですね、お馬さんの話ですけれども。目の前を全力疾走で駆け抜ける

馬に乗ろうと思っても乗れないし、このなびくたてがみをつかむぐらい難しいと。チ

ャンスというのはですね、いうふうにも言われます。 

 チャンスをチャンスと気が付く、このチャンスをしっかりとキャッチする、こうい

ったことというのは、今後もいろんな中で町を守って発展をしていく、またいろんな

周りの状況もいろいろ、また、出てくる中で、チャンスであれば、やはりこれをつか

むという努力もですね、していくことが大切であるというふうに考えるわけでござい

ます。 

 筑前町は残念ながら、今のところはですね、そういった候補地がなかなか厳しいと

いうことでございますけれども。まだ期間が許されるとすればですね、また、お互い

知恵を出し合いながら、何とか知恵を絞ってですね、できるならばと。 

 この誘致が実現した自治体におかれましてはですね、本当にお金で買えない大きな

ひとつの新しいソフトバンクファームが来た町をつくっていくことができますので、

筑前町もそういったことが実現できればなという気持ちでですね、住民の方々から

も、多くのそういった声も聞きながら質問させていただきました。 

 １６日にこの質問を上げさせていただきまして、日にちがだいぶ経ちましたけれど

も、そういったことで町もしっかり取り組んでいただいたということでございますけ

ど、まだまだ願いは、思いは共有させていただきながらですね、可能であればという

ことで、この質問を終えたいと思います。 

 それでは、２番目の質問へ移らせていただきます。 

 ２番目は、住民からの要望に対する進捗状況についてということでございます。 

 まず最初に、住民の方から相談を受けて、所管課へ説明をさせていただき、改善の

お願いをした案件がいくつかございますので、質問をさせていただきます。 

 まず最初に、百万池公園進入路、旧商工会側でございます。スロープに手すり設置

をということで、都市計画課のほうへ平成２４年４月にお願いをいたしました。皆様

お手元のほうに、写真をプリントした資料を用意をさせていただいています。 

 年配者の方にとっては、運動、リハビリのためには良い点もございますが、負担と
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なっているということでございます。 

 特に雨が降った後などはですね、滑りやすく怖いとの声も聞き、スロープに手すり

設置のお願いをしました。その後も窓口で改善をお願いをしてきたわけでございま

す。 

 まだ、お手元の写真のとおりですね、改善がされてございませんけれども、改善に

ついて、計画がいつになるのかということを、まずお尋ねを申し上げたいと思います。 

 議  長  都市計画課長 

都市計画課長  お答えいたします。 

 当初予算に計上いたしました予算につきましては、安全確保のための緊急性とか、

あるいは年間工事箇所数、あるいは必要な工期等を検討いたしまして、年間工事スケ

ジュールを策定して、計画的に工事の発注を行っておるところでございます。 

 他にもですね、数カ所の工事を予定しておりまして、総額といたしまして６，６７

６千円の当初予算を計上いたしております。すでに終わった部分もございます。 

 議員ご指摘の百万池公園手すりの設置工事につきましては、当初計画しておりまし

たとおりに、９月に発注を予定しておるところでございます。以上です。 

 議  長  一木議員 

 一木議員  ９月に発注ということでございますので、そう大規模な工事ではございませんの

で、すぐにできるかなと思います。 

 住民の方にとっても、必要な方にとられましてはですね、安心してこのスロープの

場所を通って百万池のほうへ行けるということで、皆さん方も喜んでいただけるかと

思われます。 

 ひとつスムーズに工事ができますように、よろしくお願いいたしたいと思います。 

 それでは、続きまして２点目でございます。 

 農業者トレーニングセンター施設の補修をということで、生涯学習課のほうへお願

いしております。内容につきましては、写真をお手元にプリントしておりますけれど

も。 

 １つが、天井の中央部からの雨漏りということでございます。一番雨が漏った状況

のおりに伺いましたら、７カ所ほど雨が漏っておったというふうなことで、一番雨が

入ってきておる、浸透しているところが何カ所か分かりませんけれども、床に７カ所

ほど雨が漏った所をテーピングでマークをされてありました。そういうことで、雨漏

り対策。 

 それから２つ目が、館内の両脇でございます。通風のための窓へ防虫サッシの取り

付け、補修ということで、以前は防虫の網戸があったというふうにもお聞きしたわけ

でございますけれども、現在は網戸も両方付いておりません。 

 夏場はですね、非常に暑い中で利用者の方たちが、熱心にいろいろな運動等をです

ね、競技をされてありますけれども。相当暑ございます。もう４０度とかそんな中で

ですね、せめて窓を開けて風が入って来る。開ければ虫が入って来ると。球が、ボー

ルが飛び出ると。いろいろあるようでございますので、改善をということでございま

す。 

 それから３点目が、館内右、南側でございます。遮光カーテンがずいぶん傷んで見

栄えも悪いということで、補修をお願いをいたしています。 

 この件は、２５年の２月に住民の方からの声をお聞きしまして、その後、前入江課

長さんから山本課長さんへ引き継ぎをいただきまして、５月２２日にも再びお願いを

していただいております。 

 雨漏り改修工事につきましては、これまで何度かトレーニングセンターへ伺ったお

りにですね、係の職員の方から状況もお聞きはしておりますけれども、これらの改善
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についての現況と、また、計画、予定、その辺りについてご説明を求めたいと思いま

す。 

 議  長  生涯学習課長 

生涯学習課長  お答えいたします。 

 ご質問の雨漏りの件につきましては、７月９日から１２日にかけまして施工完了を

いたしております。 

 その後、施工箇所とは別の１カ所から雨漏りがありました。場所は、中央コートス

テージ側でございますが、この原因といたしましては、屋根管理用の手すりからでは

ないかと思われます。常時雨漏りはしておらず、７月１８日と８月２４日、２５日に

雨漏りがしたとの報告を受けましたので、早速業者の方に来ていただきまして、すで

に補修は終了いたしております。 

 防虫サッシの件でございますけれども、網戸の設置というようなことでございます

が、すでに数年前からすべての窓に網戸がないような状況でございました。 

 網戸だけを新規に設置するといたしましても、ボールなどが直接当たりまして、破

損の可能性が高いということで、網戸の設置と併せまして、２０カ所の窓すべてに格

子の設置をするように、すでに施工を発注いたしまして、これも工事は終了いたして

おります。 

 南側遮光カーテンの件につきましては、正面中央部の鉄骨にカーテンを取り付けま

して、ワイヤーによりつり上げ下げをして開閉をいたしておるような状況でございま

す。 

 中央部の両サイドにつきましては、窓がアーチ状になっておりますために、遮光フ

ィルムと黒のカーテンを張り付けておりますけれども、ご質問の件は、正面右側のカ

ーテン上部が尐しはがれているということもあるかと思います。 

 通常の協議には機能的に支障がないと聞いておりますけれども、見た目の問題もあ

ることも承知いたしております。 

 ただ、修理をしますには、１階から足場を組んでの修理になりますために、予算の

関係もありまして、他の緊急な修理も先行いたしましたために、遅くなりましたけれ

ども、すでに業者の方にカーテンの補修の発注もいたしております。以上でございま

す。 

 議  長  一木議員 

 一木議員  よろしくお願いいたします。 

 それでは３点目でございます。 

 やすらぎ荘入口交差点、横断歩道周辺の水たまりということで、こちらもお手元の

プリント写真のほうで見ていただければと思います。 

 水たまりがございまして、改修についてということで、今年６月住民の方から相談

を受け、雨が上がった後も水がたまっていて、歩道を渡る際に大変困るということの

相談を受けています。 

 建設課のほうへ伺いまして、説明をいたしまして、改善をお願いいたしました。 

 現在見ると、水たまりはもう随分改善されたようですけれども、まだ多尐たまって

いるような感じもしますけれども、一応、改善が完全にできたものか、その点につい

て、お尋ねを申し上げたいと思います。 

 議  長  建設課長 

 建設課長  お答えいたします。 

 議員ご質問のとおり、この交差点につきましては、水がたまりやすい状況になって

おります。この交差点付近からですね、北側につきまして、平成２４年度に曽根田・

篠隈線道路改良工事を行っておりますが、その際に国道３８６との舗装の取り付けの
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関係で、若干水がたまりやすい状況になっております。 

 そういうことで、今年の４月に交差点の中にあります横断暗渠、ボックスカルバー

トでございますけど、そちらに３㎝ほどの穴を設けて、たまった水を排水するように

しておりますが、先月３０日の大雨のときに、私現場に参りまして、十分な排水能力

を果たしていないようでございます。 

 そのようなことがございますので、集水枡を設けながら排水能力を高めるように、

現在業者と打ち合わせ中でございます。以上でございます。 

 議  長  一木議員 

 一木議員  よろしくお願いいたしたいと思います。 

 身近なところのですね、やっぱり住民の方たちがいろいろと安心・安全と、また不

自由にならないようにということもですね、詳細な心を込めて改善等にあたっていた

だきたいというふうに願うわけでございます。 

 それでは、次の質問へ移らせていただきます。 

 駐輪場設置について、ということでございます。 

 近年、公共交通機関を利用される住民の方への利便性向上を目指し、西鉄バス停と

駐輪場の整備が取り組まれました。 

 長者町、篠隈新道、石櫃、コスモスプラザ前、山家道、朝日西などの改善ができ、

利用者の方はたいへん喜ばれておられます。 

 栗田交差点付近も本年計画があり、１０台ほどの放置自転車も早く駐輪場に置ける

ような日が来るようにということで、待たれているわけでございます。 

 質問の内容は、下髙場地内でございます。国道３８６号線沿いのドライブイン中西

さんの裏手、南側になります。お手元写真のとおりでございます。 

 ちょうど自転車が止まっている前はですね、防火水槽ということになっていまし

て、１０台ほどの自転車が放置されているということで、おそらくバスを利用されて

ですね、通勤等に向かわれる方なのかなというふうに思われるわけでございます。 

 この場所は、火災等が発生した場合、あってはならないわけですけれども、この水

をストックしているということで、防火水槽の前にこういった放置自転車があるとい

うことはですね、やはり良くないわけでございます。 

 早くこの場所もですね、早く用地の確保を行っていただきながら、駐輪場の設置が

必要であるというふうに見受けるわけでございます。 

 また、この件も住民の方からそういったお願い、要望が出ておりますけれども、こ

の件についての対策なりご見解を求めたいと思います。 

 議  長  企画課長 

 企画課長  お答えいたします。 

 町内バス停等の駐輪場につきましては、これまでも計画的に整備を行ってきたとこ

ろでございます。 

 ご指摘の箇所については、主にやっぱり通学用と思われます自転車が１０台程度止

められております。駐輪場の整備につきましては、地元の区からも要望ということで

上がっておるわけでございます。 

 何よりも用地の確保が必要でございます。すでに地元関係区のご協力も頂いており

まして、当地の地権者の方のご理解を頂くべく取り組みをさせていただいておりま

す。 

 駐輪場の整備をできるだけ早く計画していきたいと考えております。以上です。 

 議  長  一木議員 

 一木議員  いずれの、今、質問させていただきました案件もですね、前に進んでおりますし、

その計画が実施できる日を尐しでも早く実行いただきながら、いろんな心配やら、ま
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た住民の方たちも安心して生活ができるためにもですね、ひとつ早く実行できますよ

うに、よろしくお願いいたしたいと思います。 

 それでは、４点目の質問でございます。 

 職員教育について、質問させていただきます。 

 この質問の内容につきましては、以前にも質問をさせていただいたわけでございま

す。 

 この「職場の教養」ということで、また、ご提案を重ねてさせていただくわけでご

ざいます。 

 皆様方のお手元にもこの冊子ですね、これは毎月、そしてこの内容は一月のですね、

いろんなテーマに基づく事柄が、ここには掲載されておりまして、毎月変わっていき

ます。毎年変わっていきますですね。 

 月１万円で３０冊ということになっております。倫理研究所発行の「職場の教養」

ということでございます。 

 組織の名称を倫理法人会と称し、全国に約１０万社近い会員事業で組織し、福岡県

下で３，６５０社、甘木・朝倉地域では現在１５５社、事業所が加入しておるという

ことで、もっと増えておるかなと思います。 

 「企業に倫理を、職場に心を、家庭に愛を」を理念とし、会員事業所には一月、一

口１万円で、この「職場の教養」をお届けをしていただいています。 

 日替わり、月替わり、年替わりの幅広いテーマに基づく内容と、「職場の教養」と

いう教材を毎月３０冊ということでございます。 

朝礼等の場を活用して、社員や職員の倫理感、教養、人としてあるべき姿、物事を

見る目、考える力など、多岐にわたり具体的な事例の中で勉強できる教材ということ

でございます。 

社団法人倫理研究所の法人研究事業所のほうへ尋ねたということで、これも前回申

しましたけどですね、市役所、町役場、商工会議所、事業所が全国で８７団体加入を

されてあると。 

九州・沖縄方面の事業所では、町役場が８団体、市役所が１２団体、商工会議所が

１０団体加入し活用されてあると。 

 九州内の４自治体にその状況を尋ねました。 

 前ですけれども、八女市役所は職員数が１０４名、「職場の教養」を活用し始めた

のは平成１８年ごろと。毎日の朝礼活用状況は、各課ごとで輪番をしておりますと。

職員研修の一環として採用し、モチベーション向上に大いに、たいへん良いというこ

とで、平成１９年にはですね、福岡県の朝礼コンクールで第３位となったということ

でございます。 

 久留米市役所、多良木町役場、熊本県でございます。それから、高鍋町役場、宮崎

県、各自治体でも、この「職場の教養」を活用してございます。 

 町長、副町長、総務課長にはですね、今もこの「職場の教養」をお届けさせていた

だいているということで、内容等については承知をいただいていると思います。 

 前回質問させていただきましたときに、町長のご答弁が、いつの時代も、どこの場

所にあっても大事なのは意識改革であると。この本も非常に立派な本だと思うと。

様々に町のほうも研究をしている。その一環として精査させていただきたいと。絶え

ず繰り返す継続性こそ大事であり、十分心して取り組んで行きたいと。 

 田頭町長はこのようにですね、この件については、お尋ねをさせていただきました

ときに、ご答弁をいただいています。 

 ２４年の、去年の１２月の議会のおりにこのことを質問させていただきまして、そ

の後今日でございます。 

 今申しましたように、引き続き町長、副町長、総務課長には、この「職場の教養」
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を毎月事前にお届けをさせていただいています。 

 ご活用の催促は、活用してくださいと催促はですね、その後してきてはおりません

けれども、このたび筑前町職員による酒気帯び容疑で逮捕されるという残念なです

ね、こういった事件が発生しております。飲酒を認めたということでございます。 

 ちょうど前回の質問のときは、２４年の１２月でございます。この前にですね、職

員による緑の募金の準公金の横領事件が発生したということで、なんとかこういった

ことを発生しないようにですね、ならないものかなというふうに、私どももいろいろ

と悩み心配するわけでございます。 

 このような事件にはこれといった特効薬はないというふうにも考えるわけでござ

います。また、町長をはじめ皆さん方大変ご苦労されてあるということでございます。 

 日々の心の在り方を向上していくうえで、確かに役立つものであるということは、

私は確信しております。会社でも使っております。  

 １年くらいの期間に職員の不祥事が連続して発生いたしましたが、対策の１つとし

てですね、この「職場の教養」を用いてはと考えるわけでございます。 

 本日のこの「職場の教養」１３ページでございます。ちょっとお開きをいただきま

して、皆さん方全員には行き届きませんでしたので、社員から借りてきたもので。 

 ここをちょっと読みますけれどもですね、１３ページです。コピーしたものもあり

ます。 

 「風」という言葉には様々な広がりがあります。「風」の熟語を辞書で引くと、風

力、風土、風習、風評など多数記載されていますと。料理の味わいを風味と言い、人

の姿かたち、身なりや様子ぶりにおいては風様や風格の言葉が用いられますと。口語

的には風が良いとか風が悪いと使用されていると。また、人格や人柄においては風神

という言葉がありますと。 

 風神は、まず第一に、風を司る神や風の神という印象がありますが、この語義は中

国の魏晋南北朝時代に人物評論に用いられた語であるとされているということで、風

味も風様も風格も目に見えない人の精神活動が形に表出されたものですと。 

 姿や形、身なりや振る舞いにおいては、自己を辱め卑しめることがないように、十

分心を配らなければなりませんと。 

 人ごみの中歩きながらの携帯電話メール打ちや喫煙、列車内での飲食、化粧なども

決して精神性の高い美的評価は得られないものですということで、今日の１３日はで

すね、振る舞いに心を配りましょうということで、こういったことが書かれています。 

 隣は明日の１４日のことが「一輪の花」ということで書かれています。 

 毎日ですね、いろんな課題、テーマをもとに、こういったことを読み、みんなで共

有しながらですね、このことで何かを感じるですね、そしてやはり勉強をできるとい

うことで、非常にいいことじゃないかと、いい内容の冊子じゃないかなと。 

 仮名も打ってありますし、漢字の難しいのもですね、こういったので見ますとです

ね、非常に分かりやすいということになっていますし、非常にいろんな面でいいかな

というふうに思っています。 

 ということで、改めてですね、この「職場の教養」を活用なされてはいかがかなと

思いますけれども。 

 これを１２０冊とか購入しますと、金額もかなりかかります。それぞれの担当課で

３０冊もし購入をなされればですね、１冊をコピーなり回し読みですか、そういった

ことでもできるんじゃないかと思います。 

 そういった前向きな、特効薬がないだけにですね、やはり職員の皆さん方の痛みは

私どもの痛みであるし住民の心の痛みであるわけです。 

 そういったことがないためにもですね、何か、特効薬というのはないわけですけれ

ども、活用していただくことによってですね、こういった事件が発生しないことに繋
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がっていくことができればなということで、再びまたご提案をさせていただくわけで

ございます。ご見解をお求めしたいと思います。 

 議  長  総務課長 

 総務課長  お答えいたします。 

 職員の不祥事が発生した件につきましては、改めてお詫びを申し上げたいと思いま

す。 

 「職場の教養」につきましては、私も一木議員のほうからですね、毎月頂きまして、

毎日ではありませんけれども、読ませていただいておるところでございます。 

 職員の倫理感、教養、人としてあるべき姿、物事を見る目、考える力などですね、

育んでいく事例も掲載されていて、示唆されるものもございます。 

 町では現在、コンプライアンスや倫理観の醸成などに努めるため、様々な分野の雑

誌類が町のほうに提供されているところでございます。 

 総務省のほうからは「地方公務員月報」、それから全国町村会から「町村週報」、そ

れから自治通信社からの「地方行政」、それから二月ごとに「職員研修情報誌」とい

うのがありまして、それぞれにですね、非常に内容も充実しているところでございま

す。 

 中でも職員一人ひとりに配布しております「職員研修情報誌」は、研修を受けた職

員の感想であるとか研修の内容の紹介、豆知識、地方公務員に関する連載の記事等も

編集されておりまして、職員にとっても有意義な資料となっておるところでございま

す。その他にも様々な研修の資料等の購読の案内がされてきておるところでございま

す。 

 議員がご提案の倫理研究所発行の、この「職場の教養」を活用するかという考えで

ございますけれども、職場内、若干検討をいたしましたけれども、今のところですね、

そんなに高い経費ではありませんけれども、新たな経費がかかるということもありま

して、購読して研修に活用するということまでは、今のところは考えていない状況で

ございます。 

 しかしですね、社会全体としてのモラルハザードが問われている今の社会でござい

ますので、先ほど申しましたようにですね、「職場の教養」に掲載されているような

倫理感であるとか教養、人としてあるべき姿、物事を見る目、考える力を育んでいる

事例、そういったことが非常に大切であるというふうに感じております。 

 今後はですね、今、提供されている様々な資料、研修資料等を基本にですね、職員

にとって有意義な内容のものにつきましては、いろんな機会をとらえてですね、庁舎

内のメールであるとか、あるいは朝のミーティング、毎日ほとんどやっておりますけ

れども、そういったところ。あるいは毎月の朝の会とか、そういうところでも紹介を

していきたいというふうに考えておるところでございます。以上でございます。 

 議  長  一木議員 

 一木議員  私は、こういった小冊子もありますよということで、ご紹介をさせていただいてい

ます。 

 前回もご提案をさせていただきましたときと、あまり変わらない内容のご答弁でで

すね。これはどこの自治体も同じような、そういったいろんな教材、いろんなそうい

ったものでですね、勉強、研修等をなされてあるということは、大方変わらないんじ

ゃないかなと思います。  

 だから、お金が尐しかかっても、良いことはやってみようと、ですね。良いことは

取り入れて、それをやっぱり活用するとかですね、こういったことはやはり企業にお

いても、またこういった自治体においても、大切なことじゃないかなというふうに考

えるわけでございます。 
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 立派な職員の皆様方の中にですね、やっぱり何かの１つの原因で、このような事件

が発生したということは、この事実はですね、深刻に受け止めをなされておられるわ

けでございますけれども。 

 いろんな、たくさん情報を受ける、そういった教材はあっても、それをじゃあ、職

員の皆さん方がどれだけ活用されてあるのか、活かされてあるのかということは、私

どもは分かりませんけれども。 

 やはりその中でも、やはりこれが本当にいいんじゃないかというものはですね、や

っぱり取り入れていくというふうな考えも、あってしかるべきじゃないかなというふ

うに思うわけでございます。 

 とおりいっぺん、どこの自治体もがやっていることを同じようにやっても、それは

貰っても机の上とか隅っこに置いたりとかいうふうなことになっているとすればで

すね、役に立っていないわけですね。 

 だから、本当に自分がいいなと、読むことによって自分がこのことを感じて、これ

は本当に役立つなというものが、本当に役立つわけでございまして、そういって。も

う３度目のいろんな事件はあってはなりませんし、ないでしょうけれどもですね。 

 しかしながら、もうこのことを私も２度も、合併前も１度この話をさせてもらいま

した。議会の中では３度目でございます。この「職場の教養」はですね。 

 もうこれ以上は、これから先皆さん方に強く求めることはないでしょうけれども、

ひとつこれはまた今後、ひとついかがかなということをですね、町長ひとつお考えい

ただきまして、良いと感じられればですね、採用なさっていただいて、役立てていた

だければというふうに思います。 

 月１万円、１２万円で３０冊年間ということでございますけどですね、全職員の方

へは難しくてもですね、いろいろと方法を考えていただければですね、活用できるか

なというふうに思っております。 

 そういうことでですね、ひとつご提案をさせていただいたわけでございます。 

 以上をもちまして、私の一般質問を終わらせていただきます。 

 議  長  これにて９番 一木哲美議員の一般質問を終了します。 

 休  憩  

 議  長  ここで休憩をいたします。 

 １０時４０分より再開いたします。 

 （１０：２８） 

 再  開  

 議  長  休憩前に引き続き、一般質問を行います。 

 （１０：４０） 

 議  長  ８番 久保大六議員 

 久保議員  ９月議会最後の一般質問者でございます。どうかよろしくお願いいたします。 

 このたび東京が２０２０年オリンピック開催地に決定をいたしました。このことが

今後日本の景気回復に大いに貢献するものと心より期待をしておるところでござい

ます。 

 と同時に、国として東日本における被災地の復興が絶対に遅れることがないよう、

確実に進めていただきたいという思いでいっぱいでございます。 

 さて、今回は２点の質問を出しております。 

 通告に従いまして順次質問をいたしますので、簡潔なる答弁をいただきますように

よろしくお願いいたします。 

 まず、１番目の学校環境の整備についての要旨１、百万池公園のグラウンド化につ

いて、質問をいたします。 
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 今、夜須中学校におきましては、給食センターの廃止に伴いグラウンドの整備が進

められております。テニスコートや駐輪場の整備で、子どもたちにとりまして、利便

性の良い環境になるものと期待をしております。 

 そのような中、子どもたちや保護者の方々から、ぜひサッカーの練習ができるグラ

ウンド、これを整備してほしいという声をよく耳にします。 

 今の夜須中では、野球の練習やソフトボール、陸上の練習などでサッカーができる

ような余裕はありません。先日１１日の新聞に記載がしてありました。 

 夜須中３年の石川選手がサッカー、アンダー１５日本代表として、アジア選手権に

出場、町長に報告との記事でございました。町としまして、本当に誇りでもあるしう

れしいことでもあります。 

 そこで、担当課長にお聞き申し上げます。 

 夜須中のグラウンドと隣接している百万池公園、これは以前灌漑用ため池でありま

した。しかしながら平成９年に国から払い下げをしていただき、住民の憩いの場とし

て５億円近い事業費を充て公園化されました。 

 それから１６年が経ち、今までは交付金や補助金での事業は、使用目的の変更はで

きないという法律がありましたが、しかし、平成の大合併以降、ある程度の年数が経

てば目的変更ができる。このように柔軟化がなされました。 

 この機にですね、この百万池公園を夜須中グラウンドとして再開発ができないもの

か、ご答弁をお願いいたします。 

 議  長  都市計画課長 

都市計画課長  お答えいたします。 

 仮に百万池公園を別な用途に変更しようとする場合においては、２つの法律に制限

規定が定められております。 

 まず第一に、都市公園法の第１６条に、代替公園を設置する場合や土地物件に係る

権限を借り受けによって取得した場合、百万池がその場合に該当するわけですけれど

も、その賃貸契約の終了又は解除により、その権限が消滅した場合など、都市公園の

保存要件を満たす場合以外は、都市公園の区域の全部又は一部について都市公園を廃

止してはならないという規定が定められております。 

 具体的には、百万池公園の敷地面積は７，０９９㎡ございます。その内の公園の西

側、慰霊塔に隣接する公園の面積の３分の１、２，３６５㎡は、国から無償貸し付け

を受けておりまして、町名義の敷地面積は公園の３分の２、４，７３４㎡となってお

るところでございます。 

 次にもう１つ、国と町との土地の貸借契約でございます。これには国有財産法の第

２２条第１項第１号の規定に基づきまして、町は百万池公園の用途に自ら供するとい

うことの条件が付されておりますので、グラウンド用地として引き続き無償貸し付け

が可能であるかとの問題が１つございます。 

 仮に用途廃止をしたとして、その場合に、国が当該土地を町のほうへ売却する考え

があるか、この２つをクリアし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  久保議員 

 久保議員  新しい法の中にですね、変更する場合には代替公園の必要があるという項目も入っ

ておりました。 

 一般家庭でですね、家を広げたいとか大きな家にしたいとか、そういう思いのとき

にですね、なかなか隣接した土地がないと言いますか、買うような土地がない。これ

は本当に一般的でございます。 

 もし、隣に、隣接した土地が売りに出たら、２倍の金額を出してでも買えというこ
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とをよく聞いております。 

 町長にお聞き申し上げます。 

 今、筑前町では老朽化した町営住宅の建替えが進められております。 

 そのような中、夜須中学校近辺、福島住宅ですね。この跡地がですね、跡地利用計

画、これが提案をされておるわけでございます。特に、この辺は周辺に住宅地が密集

しておりまして、この跡地の利用としましては、住民の憩いの場、さらには災害時の

避難所として、公園化されるのがですね、最も適当な跡地利用ではないかと、私は考

えておるわけでございます。 

 今回この質問、唐突的な質問だと思われるとは思いますが、物事にはチャンスとか

タイミング、こういうものがあります。ぜひ、福島住宅跡地での代替公園がもし考え

られるなら、そこをですね、目的変更にするひとつの大きな条件をクリアするという

ことと、あとは国等に対しですね、強く要望などをもってですね、取り組んでいくべ

きじゃないかなと思っております。 

 また、公園の横には慰霊塔がございます。今現在高齢化が進む中でですね、管理が

たいへん厳しいと、そういう声も聞いておりますし。慰霊塔というのは、やはり拝む

べきものでありますが、場所が悪い関係上なかなかお参りをされる方々も尐ないとい

うのが現状でございます。 

 ぜひ、この機にですね、その慰霊塔を大刀洗平和記念館の敷地内に移設をして、礼

を尽くすというかですね、そういうことが大事じゃないかなと。 

 こういうのも相乗的に、私はチャンスじゃないかと思っております。 

 その辺の見解を、町長、お聞かせをお願いします。 

 議  長  田頭町長 

 町  長  お答えいたします。 

 まずはですね、本年度に夜須中学校におきましては、１億円からの改修事業を取り

組んでいる最中でございます。併せまして、先日新聞でも報道されましたけれども、

提案しておりますけれども、空調施設を導入しようということで、学校施設に対しま

してはですね、非常に集中的に、他の事業を調整しながら取り組んでいるところでも

ございます。 

 そういったところから、今は非常に学校関係に、教育関係にお金を使っているとい

うことは、まずもってご理解いただきたいと思っております。 

 そういった中で、こういった併せ事業が起こりますと、なかなか金額も多額になり

ますし、なかなか困難な面が出てくるということが１点でございます。 

 それと福島住宅につきましては、建替え後については、十分住民の方々の意見を聞

きながら、跡地利用については考えていきたいと、そのように考えております。 

 したがいまして、そのおりにはですね、そういった話も起こりうるかもしれません。 

 現段階ではですね、今の公園は、百万池公園については公園のままで、そして住宅

跡地については、そのおりにまた考えていきたいと、そのような思いでございます。

以上でございます。 

 議  長  久保議員 

 久保議員  可能性がゼロではないと、私は思っております。 

 こういうチャンスを大いに生かしていただきたい。このチャンスを逃がすと二度と

夜須中学校のグラウンドの拡張整備は土地がありませんので、考えられないものと思

います。 

 今回東京オリンピック開催が決定しました。いろんなスタッフのおかげだとは思い

ます。しかしながら、前回手を上げられた前石原都知事、この、どんな抵抗があって

も信念を貫く、ぶれない新年の処理、私はそのように確信をしております。 
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 もし可能性があればですね、ぜひ検討していただきたい。 

 確かに財源的なものもあるのは十分承知しております。しかしながら、土地は生ま

れてきませんし、可能性がゼロでなければ、ぜひチャレンジをしていただきたい。お

願いを申し上げます。 

 議  長  田頭町長 

 町  長  お答えいたしますと同時に、一言だけ付け加えさせていただきます。 

 今、百万池公園があるところはですね、本当に筑前町の中でも一等地でございます。

住宅地が周りにかなり張り付いておりますし、今後とも市街地、住宅地として人が住

んでいくところでございます。 

 そういった、まして幹線の３８６号が走っております。そういった隣接地に、ある

一定の空間というのは極めて重要でございます。そういった視点も忘れることなく検

討していきたいと、そのように考えます。 

 議  長  久保議員 

 久保議員  かなり厳しい質問だということは、私自身が承知しておるところでございます。可

能性があればですね、ぜひ検討を、研究をしていただきたいと思います。 

 それでは、次の質問に移ります。 

 学校トイレのウォシュレット化について、質問をいたします。 

 今回決定されました２０２０年の東京オリンピックの開催、これは日本国のスポー

ツのみならず観光にも大きな期待がもたれております。 

 近年、外国人観光客の声として、ホテルや公共トイレでのウォシュレット化には驚

きと称賛の声でいっぱいでございます。日本が誇れる公衆衛生の１つでもあります。 

 また、家庭におきましては、上下水道の普及により水洗化が進み、ウォシュレット

化も一般的になりつつあります。 

 そのような中、学校トイレは未だ手拭きのままでございます。 

 担当課長にお聞き申し上げます。 

 時代的公衆衛生の向上、この意味からしても、学校トイレ、これのウォシュレット

化、これが今必要ではないかと思いますが、答弁をお願いいたします。 

 議  長  教育課長 

 教育課長  お答えいたします。 

 各小中学校のトイレにつきましては、合併後、中牟田小学校及び東小田小学校の校

舎内の大規模改修によるトイレ改築、それから、三輪小学校と三輪中学校につきまし

ては、校舎の改築に伴います改修、それから東小田小学校、三輪小学校の屋外トイレ

の新築、また三並小学校の運動場にあります屋外トイレの改修、そういったトイレ関

係につきましては、順次環境改善を行ってきております。 

 そういう中で、設計段階の中でトイレの改修につきまして、学校現場との協議の中

で、ウォシュレットにつきましては、必要ないという判断で、設置をしておりません。 

 各学校のトイレにウォシュレットが必要かどうかにつきましては、議員ご指摘のよ

うな意見もあると思いますけれども、１つの考え方としまして、１つ、近年の電力不

足等で節電が叫ばれている状況で、何台も温水洗浄便座等が稼働していることは、待

機電力の問題もあり、夜間も誰もいないのに電力を使うという、そういった問題もあ

ると。 

 あるいは２つ目としまして、駅とか他の公共施設を含めまして、まだ多くの施設に

おいて、ウォシュレットはまだ未設置のところが多いということ、このことから、１

人でお尻を拭くように、子どもたちにもそういう練習が必要ということ。 

 それから、３つ目には、使い方を間違えると故障の原因となって、頻繁に修理が必

要になること等も挙げられるところでございます。 
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 また、現在ですね、教育施設の整備につきましては、緊急を要するものから順次整

備をしてきております。 

 まだまだ整備が必要なところもございまして、現在のところですね、各学校におい

てのウォシュレットについては、設置を予定してないというところでございます。以

上です。 

 議  長  久保議員 

 久保議員  維持管理とかですね、他の施設にまだ普及してない。なら、よそがしてないからし

ない、これはですね、考え方が違うと言いますかね、まだ考え方を変えるべきところ

もあるんじゃないかなと思います。 

 保護者の方の声を申し上げますけど、家はもうウォシュレットにしてると、こちら

に引越してきてですね。手拭きに慣れてない子どもが、パンツやお尻を汚して帰って

来る。拭き方が分かってない。ぜひ、ウォシュレットにしてほしいという、そういう

声が、実際耳に入っております。 

 私自身もですね、もう２０年近くはウォシュレットで、家では用を足しております。 

 よそに行きまして、ウォシュレットがないときにはですね、本当に、これはもう不

便さと言いますか、不潔さを感じるわけでございます。 

 教育長、ちょっとお聞きしますけど、生まれながらにしてウォシュレットで育って

いる子どもたちが、今、児童になっております。 

 もうはっきり申し上げますよ。拭き方が分かりません。拭き方を勉強させる意味で

は、それは必要かもしれませんけど、もう時代がそのように変わっております。 

 経費の面から言えば、全部をということでは、かなり厳しいと思いますけど、各階

のトイレの１つでもですね、ウォシュレット化を、今、簡易というのがあります。金

額的にもそう高くはございませんけど、ぜひそういうものをもって、本当の衛生の向

上のことを考えていただきたいと思います。 

 これは、全部の子どもたちじゃないかもしれませんけど、生まれながらにしてウォ

シュレットで生活している子どもたちは拭き方を知りません。ぜひ、検討をお願いし

たいと思いますけど、お願い申し上げます。教育長。 

 議  長  大雄教育長 

 教 育 長  お答えいたします。 

 子どもたちにですね、例えば大小便の後始末、これは小学校の低学年、これは、保

育園、幼稚園でもですね、そういう小さい時期にですね、体験的に学ばせると、これ

は極めて重要であろうと、そのように私は認識をいたしております。 

 小学校においてもですね、低学年では、そういうふうにおしりの拭き方等を含めて

ですね、体験的な指導がなされております。 

 現状ではですね、先ほど課長が答弁申し上げましたように、すべてがですね、ウォ

シュレット化されていないような状況にございます。 

 逆にですね、ウォシュレットのある家庭で育った子どもが、公共の施設でですね、

そういうウォシュレット化されていないところでのですね、例えば後始末、これはた

いへん戸惑うだろうと。どうしていいか分からないと。そのような状況もですね、考

えられます。だからこそですね、学校で、そういうような基礎、基本的な部分につい

てはですね、しっかりと学ばせる。また、体験的に身に付けさせる。そのような必要

もあるんではなかろうか。 

 今、議員ご指摘のようにですね、学校に１台程度ですね、ウォシュレットをと。そ

のようなご提案です。 

 学校にはですね、多目的トイレというのがすでに設置されております。そこはです

ね、ウォシュレット化されておりますので、そこら辺の利活用等につきましても、今
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後学校側と十分協議をしてまいりたいと。 

 ただですね、体験的に小さな時期にいろんなものを学ばせるというのは、きわめて

重要であると、そのように私自身は認識いたしております。以上でございます。 

 議  長  久保議員 

 久保議員  このたび補正予算の中で、エアコン導入に対する調査費が盛り込まれております。

本当に超温暖化の中で子どもたちの健康、さらには学習効率の向上、これは大いに貢

献をしてくれると期待をしております。これは、私は、あんまり感謝とかいう言葉は

使ってはいけませんけど、本当に執行部等のご尽力に心より感謝を申し上げるわけで

ございます。 

 今、教育長が申されました、家でウォシュレットであっても、手の拭き方を学校で

教える。確かに大事でございます。そういうことでもありますが、時代的なことがご

ざいます。 

 ここは絶対永久的にウォシュレットにしないということじゃないと思います。おそ

らく、もうしばらく時間が経てば、もうこれは保護者だけじゃなくて、環境全体の取

り組みとして、ウォシュレット化が求められていくと思います。 

 ぜひ、そういう保護者の声、いろんな方の声を聞きながらですね、前向きに検討し

ていただきたい。 

 確かにウォシュレット、そしてあとは手拭き、この両面をする必要がありますけど、

時代は変わって来ております。 

 今の段階ではそういうご意見だということで、答弁だということで、今回はお受け

いたしますけど、常にアンテナを張りながら前向きに進めていただきたい、よろしく

お願いをしておきます。 

 それでは、次の質問、高齢者の熱中症対策について、質問をいたします。 

 先日、梅田議員からの質問の中で、熱中症対策の質問がありました。重複するとこ

ろもありましたので、若干視点を変えての質問とさせていただきます。 

 まず、敬老館、めくばり館の活用ということで、要旨を出しておりますが、これは

大きく申し上げますと、公共施設の活用でございます。 

 今年の夏は本当に暑ございました。日中の気温が３５度以上という日が１カ月近く

続きました。熱中症患者、これが全国的に万を超す発生をしております。その中で、

死亡された方も多数おられます。 

 適当な水分補給をしていないと、家の中でも熱中症が発生をしております。高齢者

や独居老人の方々の健康がたいへん心配でございます。 

 そのような暑い中、公共施設としての図書館、敬老館、めくばり館、それだけでは

ございませんけど、エアコンが効いてたいへん快適な空間でありました。こういうと

ころを大いに住民の方に利用してもらいたいなと、するべきだなというふうに感じた

わけでございます。 

 担当課長にお聞きします。 

 今年のうだるような暑さの中、高齢者や独居老人の方々の健康保持のために、この

ような公共施設、今回はめくばーると敬老館に対して質問いたしますけど、何か対策

や啓発、これをなされたのか、お聞かせをお願いします。 

 議  長  健康課長 

 健康課長  お答えいたします。 

 健康課からですね、健康保持のことについて、お答えしたいと思います。 

 昨日、梅田議員の質問の中でもお答えしましたけど、熱中症につきましては、今年

は非常な猛暑でありましたけれども、数年前から非常に騒がれている問題でありまし

て、夏場については、常に気を付けていることでございます。 
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 特に、本年の猛暑と言いますか、酷暑を想定したものではございませんけれども、

毎年いろんな機会を利用しまして、注意喚起を行っておりますし、尐しずつ充実を図

っているところでございます。 

 本年度につきましては、特に広報、防災無線、ホームページ、福祉バスの窓の広告

などで注意喚起を行っておりますし、各地区での老人クラブでの会合などにも参加さ

せていただきまして、それとか夜須地区の老人クラブの評議委員会でありますとかで

すね、そういうところで講和等を行っております。 

 また、今年は特にマスコミ、テレビ、ラジオなどでですね、連日のように放送もさ

れておりましたので、かなり住民の方にも浸透したのではないかというふうに思って

おります。以上です。 

 議  長  福祉課長 

 福祉課長  お答えいたします。 

 めくばり館、敬老館につきましては、特段の猛暑対策はしておりませんけれども、

昨日梅田議員さんのご質問にご回答をいたしましたように、老人福祉センターである

敬老館、めくばり館の利用につきましては、地域の高齢者の健康増進、教養の向上、

そしてレクレーション等憩いの場、交流の場として利用していただいております。 

 こういった猛暑の場合には、昼間の熱い時間帯など、ぜひ敬老館、めくばり館にご

来館いただき、快適な場所で楽しい交流の場にしていただきいと願っております。 

 両館ともに給水の準備はしておりますので、ご利用いただきたいと思います。 

 それから、関連でございますけれども、事業の一環といたしまして、老人クラブ連

合会の取り組みがございます。 

 老人クラブ連合会では、町内６１の単位クラブがございます。この単位クラブごと

に夜須支部は支援活動員、三輪支部は女性リーダーがおられます。会員である独居高

齢者宅を訪問し、暑さ対策等も含めて情報等の提供を実施されております。 

 それから、ご承知のように、地域に民生委員さんおられますけれども、民生委員さ

んの地域福祉活動の中で、こまめな水分補給等、そういった注意をですね、呼びかけ

ていただいている状況でございます。以上です。 

 議  長  久保議員 

 久保議員  福祉課としては、施設の利用に対する対策、対応はしてないという答弁だったと思

います。 

 また、健康課におきましては、広報やアナウンスをしているということでございま

すが、なかなか広報とか放送を見たり聞いたりしてない人が多いのが現状でございま

す。 

 以前、敬老館でですね、よくカラオケや素人演劇の公演、こういうのがあっており

ました。もうたいへんな賑わいがあっておるのも、私は見聞きしたわけでございます。 

 近年では、そのようなボランティアの支援者が尐なくなりまして、そういうことも

ですね、あんまりあってないようでございます。 

 結果的には、来館者としましては、何人かのグループで楽しむ、そのような来館者

ですね。１人では行っても面白くない、孤立してしまう、このような状況になってお

ります。 

 独居老人とか高齢者、単独での高齢者の方々がですね、１人で来ても楽しめるよう

な、このようなイベント、例えば手品、寸劇、踊り、歌謡ショーとかですね、いろん

なボランティアの方がおられます。こういう方たちに協力いただいた企画づくり、こ

れが必要だと思います。 

 再度担当課長にお聞きをします。 

 高齢者の中にはバス停まで行けない方、この酷暑の中でバスを待っている間に体調
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を壊されるような、ちょっと体力の弱い方、こういう方もおられるわけでございます。 

 福祉バス利用とは別にですね、民生委員の方々などに協力いただいて、デイケアが

してあるような、交通弱者に対するお誘い、電話でお誘いをするとか、訪問してお誘

いするとかで、予約的なものを取って、町のマイクロバスで送迎をする。このような

企画も大事じゃないかなと。 

 元気な人はバス停まで行けます。元気な人は自分の車でも行けます。しかし、足の

弱い人とかですね、バス停まで遠いとか、そういう方はですね、行きたくても行けな

いのが現状でございます。 

施設の有効活用、さらには高齢者の健康保持のためには、こういう企画も必要じゃ

ないかなと思いますけど、答弁をお願いします。 

 議  長  福祉課長 

 福祉課長  お答えいたします。 

 めくばり館、敬老館のイベント等の現在の状況につきまして、まず、ご報告をいた

します。 

 めくばり館のほうは月３回程度、舞踊を中心とするボランティア団体の催し物が開

催をされております。 

 普段は１日平均４０人程度の入館者数でありますけれども、こういった催し物の開

催時には７０人程度の参加があるようでございます。 

 これと別にまた、月１、２回程度のボランティアによるカラオケ等の催し物も実施

をされております。 

 一方敬老館につきましては、ボランティア団体によるマジック、舞踊、そういった

ものの開催があっておりますけれども、これにつきましては、年３回程度の開催とな

っております。 

 参加者の中には、尐数意見でございますけれども、静かにゆっくりしたいという意

見も、尐数意見として現実的にはあるようでございます。 

 それから、館の基本的な有効利用というご質問もございました。 

 この両施設につきましては、高齢者にとって、先ほど申し上げましたように、健康

増進、交流できる場としての身近な施設でございます。 

 館に通うことで、閉じこもりの防止、社会活動への参加促進、また、筋力低下の予

防など、介護予防としての効果、総じて健康増進に繋がっていくものと考えておりま

す。 

 またこの施設は、高齢者の方を対象に、健康教室、さらにふれあい生き生きサロン、

合同交流会の会場、さらに老人クラブ連合会の交流の場としても活用がされておりま

す。災害時には避難の場所としても指定をいたしております。 

今後ますます高齢化が進み、ひとり暮らし高齢者等が増加している状況の中で、施

設の有効利用については、引き続き検討課題ということで捉えております。 

 それから、現在、めくばり館、敬老館につきましては、交通手段といたしまして自

家用車、さらには福祉バスを利用して来館されてある方も多いようでございます。町

の福祉バスも充実されておりますし、利用しやすくなっているというふうに思ってお

ります。 

 福祉バスまで遠い方につきましては、福祉課の事業でございますそったくタクシー

券の利用、そういったもので交通手段のつなぎ役として利用していただきたいという

ふうに思っております。 

 現状といたしましては、福祉バスそれからそったくタクシー券の利用、そういった

ものでご来館をしていただきたいというふうに考えております。以上でございます。 

 議  長  久保議員 
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 久保議員  敬老館、めくばり館ですね、確かに入館者はそこそこあるというのは、目の当たり

にしておるわけでございます。 

 しかしながら、先ほども申し上げましたように、交通弱者、駅まで遠い方とかです

ね、バス停まで遠い方とか、足の弱い方あたりですね、なかなかお見えになってない。 

 来館者の中にはですね、大体もうメンバーが決まっておるようでございます。１回

も行ってないような方もたくさんおられます。 

 今は社協に任せておるというかね、補助金を出しているという関係上、行政はノー

タッチの場面が多々あると思います。これは、社協と役場と、こういう面に関しては

共同で企画運営をしていかなければならない、そういうことだと、私は思っておりま

す。特に、独居老人あたりの一人ひとりの健康保持が、私は大事ではないかなと思い

ます。 

 町長にお聞き申し上げます。 

 いろんな企画等もですね、まだ考える余地がございます。そしてまた、そういうふ

うな独居老人、どうしてもバス停まで行けないような方に対するマイクロバスでの送

迎、こういうこともですね、マクロの意味で大事じゃないかなと。全体的じゃなくて、

本当に困ってある方に対してそういうことをしていく。 

 学校、ビル関係でもバリアフリー、エレベーターがございます。１人でも障害のあ

る方には手を差し伸べようという取り組みがあります。 

 今回の東京オリンピックもですね、もう１００％のバリアフリーという考え、計画

で進めるということでございますけど。 

 やはりこういうマイクロバスあたりの送迎も大事な考える要素じゃないかな。研究

をしていくことで大事じゃないかなとか思うわけでございますが、町長、その辺の見

解をお聞かせください。 

 議  長  田頭町長 

 町  長  お答えいたします。 

 高齢社会の中でですね、非常に交通機関というのは極めて重要だと思っておりま

す。そのことからも公共交通の充実を、わが町は進んで事業も実施しているところで

ございます。 

 バスにつきましても、来年明けましてですね、今、企画のほうで取り組んでおりま

すけれども、新しいバスをもう１台導入いたします。そのことによって、よりこまめ

なですね、交通利用ができるんではなかろうかと、そのようにも考えております。 

 と併せまして、これもなかなか他の自治体ではないことだろうと思いますけれど

も、寄附金をいただきましたので、そのそったく基金を活用しながら、タクシーチケ

ットの配布等も行っておりますし、さらに細やかなサービスともなれば、ぜひ地域の

力、そういったものを引き出すことが大事じゃなかろうかとも思うところでございま

す。 

 行政といたしましては、今の取り組みをですね、より充実していくと。もちろん社

協ともですね、連携は重要だと思いますので、もっと密にしながらですね、今の施策

を、新規施策も出ますので、充実させていきたいと、そのように考えます。以上でご

ざいます。 

 議  長  久保議員 

 久保議員  確かにですね、今、福祉バスに関しましては、バスの小型化、増便、そして路線の

増設ということで、きめ細やかな改革がなされていると、もう十分承知しております。 

 しかしながら、バス停もですね、利便性のいいバス停にしたにしても、そのバス停

まで５００ｍとか１ｋぐらいある家庭の方も多々おられます。 

 そういうふうな繊細なるですね、福祉等も十分考えながら、このマイクロバスでの
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送迎等も考えながら検討していただきたい。 

 高齢者の健康はですね、やはり今回国民健康保険でも、２億円が１億１千何百万の

赤字で済んだ。１つは健康診断とかですね、いろんな自治公民館でやられております

サークル活動、こういうものが貢献してきたんじゃないかなと思いますけど。 

 やはり老人の健康のためには、こういう施設の活用、そのための方法、政策、対応

が大事じゃないかなと思います。 

 ぜひ、今後ともですね、活力のある住みやすい、住みたいまちづくりにまい進をし

ていただきますように、よろしくお願いを申し上げまして、私の一般質問を終わりま

す。 

 散  会   

 議  長  これにて一般質問を終結します。 

 本日の日程は、全部終了しました。 

 本日は、これにて散会します。 

 お疲れ様でございました。 

（１１：１７） 

 


