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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。 

（１０：００） 

 日程第１  

 議  長  日程第１ 一般質問を行います。 

 質問の通告があっておりますので、項次発言を許します。 

 ７番 福本秀昭議員 

 福本議員  おはようございます。 

 通告に従いまして、３点、質問をさせていただきます。 

 農業問題あるいは建築許可について、更に町有地の利用についてということで、項

次質問を進めさせていただきます。 

 本題に入る前に、実は、文教常任委員会という立場で、学校訪問をさせていただき

ました中で、今回予算計上されて、もう既に学校教員、先生たちは、もうパソコンを

使われておりました。そして、余ったというよりも、まだ使われるようなパソコンに

ついては、大型テレビとセットで使われておるという説明でございました。 

 さらに８月の末をもってクーラーの設置が完了したということで、学校当局も非常

に喜んでおられたわけですし、そのことが子どもたちの教育環境にですね、やはり私

は十分今後生かし、また、それなりに子どもたちが、学校ということに、喜んでやは

り学校教育が、楽しい学校教育になってもらいたいなという思いがしたわけです。 

 もう１点は、もう皆さんもご案内のように、８月２９日に、集中豪雤による土砂の

流出によって尊い命をなくされた７２名の、甚大な被害が出ております。さらに、い

まだに２名の行方不明者がおられると、そういった悲しい出来事が起きておったわけ

でございますし、今もなお復旧、復興に努力をさせておるということでございます。 

 まずもってご冥福をお祈りいたし、また、早く元に戻ってもらいたいなという希望

をいたしておるところでございます。 

 では、本題に移りたいと思います。 

 まず、農業問題でございますけれども。 

 日本の農業は、国土が狭くまた経営規模も小さいと、そのような農業の実態で、貿

易が自由化されれば、農産物はひとたまりもないということだと思います。また、農

業の第一産業は、労賃が非常に高くコストが高いというふうにも言われておるわけで

す。 

 こういったことでのＴＰＰの問題を考えると、やはり将来性への危機感があり、農

業にやはり確信をもって就業する若者が、さらに減尐するのではないかと危惧してお

るところでございます。 

 生産に応じた補助金を出して農家を保護するというのは、これまで農政の基本的な

スタンスであったと思いますが、輸入農産物にかかる高い関税の分が補助金の原資と

なって、国内産のいわゆる保護にあてがわれてきたという、これは、過去からの歴史

があるわけでございます。 

 今後、国際間の交渉であるＴＰＰ等の対応は、やはり避けて通れない大きな問題に

は間違いないわけです。関税の問題は、農業生産物全般に及ぶということで、やはり

早めに対策というものが必要だろうと思います。 

 その、やはり今度のＴＰＰの問題は、国の農業指導によって、農業だけじゃありま

せんけれども、国がこの問題を国際間で解消しようというふうな問題に取り組まれて

おるわけですし、それは当然国が、１００％とは申しませんけれども、サポートはや
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はりしなければならないと思いますと同時に、町、地方自治体においても何らかの手

当てをすべきではないかなというふうにも思うわけでございます。 

 そういうことで、その政策の必要性について考えはあるのか、まずお尋ねしたいと

思います。 

 議  長  農林商工課長 

農林商工課長  おはようございます。 

 今、福本議員ご質問の、ＴＰＰ問題でございます。 

 ご存じのとおり、ＴＰＰにつきましては、昨年３月にＴＰＰ交渉への正式参加が表

明され、いまだ妥協に至っておらず、各方面で活発な議論が繰り返されていることは、

皆様ご存じかと思います。 

 ＴＰＰにつきましては、様々な意見がございまして、メリットといたしましては、

関税撤廃による貿易の自由化が進み、日本製品の輸出額は増大する。あるいは整備貿

易の障壁が撤廃となり、大手製造会社の企業内貿易の効率化、利益が増大する。ある

いは鎖国状態からグローバル化への加速により、ＧＤＰが増加するなどといわれてお

るところでございます。 

 また、反面デメリットといたしましては、安価な海外商品の流入によりデフレを引

き起こす、あるいは食の安全・安心が脅かされる。あるいは医療保険の自由化、混合

医療の解禁による国保制度の圧迫、あるいは医療格差の拡大などが叫ばれておるとこ

ろでございます。 

 さて、農産物におきましては、現在、高関税化により保護されている作物につきま

しては、米、麦など６品目であり、野菜の関税などは約３％にすぎないということは

ご存じのとおりでございますけれど、筑前町の農業の基幹でございます土地利用型農

業につきましては、多大な影響が予想されておるところでございます。 

 それでは、筑前町の農業につきましては、先ほど議員もご指摘のとおり、土地利用

型農業を中心とした農業でございまして、園芸農業などと違い、作物の特産化あるい

は新たな品種導入が非常にやりにくいということはご存じかと思いますけれど、先般

西川新農水大臣の就任あいさつにおきましても、農林水産業の所得向上、あるいは産

業としての魅力のあるものへ、あるいは水稲以外のものの生産推進などが述べられて

おるところでございます。 

 このような中、本町におきましては、基本的には国の政策に従い、規模拡大、面的

集積や集落営農から法人化への移行など、コスト低減や効率化などを進めてまいりま

す他、畑作物であります大豆、特に筑前町におきましては、筑前クロダマルなどの作

付け推進を行っておるところでございます。 

 また、議員、先ほど発言の中にありましたように、農産物を単なる生産のみで終わ

る一次産業から、農産物の加工により付加価値を高め、販売までも行う農業の六次化

産業を推進し、高齢化や主婦の方々までもが、いつまでも農業に携われるような仕組

みづくりを進めることを検討しておるところでございます。以上です。 

 議  長  福本議員 

 福本議員  町長もこの問題は非常に心配はされておるのには間違いないだろうというふうに

思います。 

 今、担当課長から、ほんと詳しく掘り下げた形でご答弁いただいて、もう町長から

答弁いただくのもどうかなと思いながらも、もし町長、ご意見がございましたらお答

えいただきたいと思います。 

 議  長  田頭町長 

 町  長  お答えいたします。 

 まず、ＴＰＰ問題を考える前に、やはり土地利用型農作物の海外比較をやってみる
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必要があろうかと思っております。 

 よく言われますように、日本の農地の、土地利用型農地の約１００倍がアメリカで

あり、１，０００倍がオーストラリアだといわれております。 

 ということから考えれば、わが町の１戸当たりの作付面積を１００倍、１，０００

倍にすることは不可能でございます。 

 そういった面から考えますと、まともな競争はできないということを、まず前提に

すべきだと思っております。 

 そうすると、どういったことが考えられるかというと、やはり国の一つの保護政策

でございます。これは、土地利用型農業の作物においては、当然必要だろうと、私は、

まず前提とするものでございます。 

 これは、各ヨーロッパにしろ、様々にそういった政策はやっているわけでございま

して、アメリカでも乳製品等についてはやっているということは、皆様方ご承知のと

おりでございます。 

 そういった中においても、各国の農業は、他の第二次産業、第三次産業の就業者と

比較しても、やはり農業就業者は所得が低いわけでございます。外国においても低い、

国際的においても低いと。だから、そういった矛盾を絶えず第一次産業というのは、

こういった工業社会の中では、不利な分野であると、これまた事実だろうと、私は思

います。 

 オーストラリアはかなりいいらしいですけれども、アメリカにおいても、ヨーロッ

パにおいても、やはり農家は低位にあると、そういったことは言えるということでご

ざいます。 

 それともう１点はですね、先ほど課長も申し上げましたけれども、よく今、六次産

業、六次化、六次化と国も言っておりますけれども、これはもう以前からですね、２．

５次産業とか、いろいろ言われてきたわけでございます。 

 うちもみなみの里を１つの実験材料として、農産物を確保したら、どれだけ農家の

手取りが増えるのか、あるいは会社の手取りが増えるのかというのを、実験的に取り

組んでいる最中でございます。 

 議会のほうも視察に行かれたということでございますけれども、例えば大豆のドレ

ッシングにすることによって、付加価値がついて、１キロ当たり例えば５００円の大

豆が、付加価値を付けることによってドレッシングにすれば、それが数倍になってい

くと、こういった分野に農業関係者は非常に、国も県も町も疎くございました。 

 生産部門については普及センターを用意してですね、しっかりとした育成をやって

きました。それはかなりのレベルだと思っております。 

 そういった分野は疎いからこそ、今、盛んに国も六次産業においてこれをやってい

くと。これは、中村学園大学の甲斐学長が試算されたものでございますけれども、国

内の生産額の農業の農産物としての生産額は９．４兆円、しかしながら、これが、実

際我々が口にする段階になるとですね、それは約７４兆円になると。だから、この７

４兆円と９兆円の間を埋める。それをぜひ、農家のほうの手取りを増やす、あるいは

農家にかかる、農業にかかる人たちの関連産業に、付加価値をもっていくというとこ

ろにシフト替えをするというのが、私は六次産業の考え方だと思っております。 

 そういったことにおいて、今後はぜひ、そういった六次産業についての研究、取り

組みも重要だと考えます。 

 そこで、本町を考えた場合ですね、本町は将来的にどんな町を目指すのかというこ

とが基本でございます。私は、土地利用額、都市計画額的に言えば、田園文化都市を

つくるんだということでございます。 

 要するに土地利用的に言えば、周囲を農地に囲まれて、背景に山があって、そして

中心都市の人の営みがあると。そういった町をつくるんだという基本理念のもとに農
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業政策も進めていくべきだと、そのように考えます。 

 それともう１点は、ならばそういった加工品はどうやって作るのかと。今までお互

い合併前からですね、様々に取り組んできましたけれども、やはりロットの問題があ

りました。いかに山芋を作ろうと、木酢を作ろうと、例えばイチゴを作ろうと、なか

なか全般的に広がりを見せにくいというのがございました。 

 そういった中で、本町は大豆に取り組んでいくというのは、広がりの可能性がある

という意味で、私は推進すべきだと考えております。 

 今から米の値段は、補助金も下がりますし、上がることは考えにくいです。そうい

った分野からすれば、本町の最高のポテンシャルである大豆を生かした土地利用型作

物の展開、それこそが今後の農業を、１つ可能性として希望があると、そのように考

えます。以上でございます。 

 議  長  福本議員 

 福本議員  今、担当課長からもまた町長からも重ねて、いわゆる土地利用型の六次産業をいか

に、意識も含めて実行に移せるかということで、私も農協に行ってですね、この問題

もお話、相談をしてきました。 

 しかし、農協からは、特段に今のところ何も回答がないわけです。それだけに答え

が出しにくい問題ではないかなと。それは、とりもなおさず筑前町が、やはり普通作

で長年歩んできたという、やはりそういうのが一番農業をされておる方の、心がやっ

ぱり定着と言いますか、強硬なもので歩んできたという証ではないかなと思うわけで

す。 

 今後ＴＰＰによって、やはりもうここで尐し経営内容を切り替えていかなければな

らないというふうに思うわけです。 

 それとやはり普通作についてはご案内のように、年１回の所得しかないわけです

よ。年に１回支払いの体制と言いますか、そういうことでですね、若い人は、果たし

てこういう姿は魅力があるのかなというふうな思いがするわけです。 

 今、町長も言われた六次産業にですね、やっぱりそういう方向で、身近な所で、朝

市としてみなみの里なりとまとなり、三輪のほうにもいちごいう形で、毎日収益が上

がるような仕組みというものを考えていかなければならないというふうに思います

し、何様担い手が高齢化する中で、なかなかそこんにきの切り替えも、なかなか難し

いだろうと思いますので、やはり若い人にそういう改革と言いますか、農業の経営の

改革を、今後理解をしていただくということが大事だろうというふうに思うわけで

す。 

 この点について、担当課長、お答えいただきたいと思います。 

 議  長  農林商工課長 

農林商工課長  お答えいたします。 

 今、議員、申されましたように、筑前町の土地利用型につきましての、新規就農と

いうのは、家族の、後継者としての新規就農以外につきましては、あまりございませ

ん。 

 皆様ご存じのとおり、新しく青年の方々が新規就農される場合には、ほとんどが施

設園芸を噛み合わせた農業の収納でございまして、今後はそちらのほうにも力を注い

でいかなければならないと考えておるところでございます。以上でございます。 

 議  長  福本議員 

 福本議員  現在、経営をされて、大体どのくらいの農家所得があるのか。この点、提示されま

す範囲内で結構ですけど、所得の状況について、お答えいただきたいと思います。 

 議  長  農林商工課長 

農林商工課長  お答えいたします。 
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 正確な所得については控えさせていただきますけれど、町のほうでは農業経営基盤

強化促進法に関する基本構想ということで、担い手と呼ばれる認定農業者が目標とす

べき所得水準を定めておるところでございます。 

 目標とすべき所得水準につきましては、農業以外の産業と同程度の水準を確保する

ことを基本としております。 

 他産業の従事者２０歳から６４歳までの年間所得である３１０万から約５７０万

のおおよそ平均所得でございます４３０万程度を目標として、年間農業所得を設定し

ておるところでございます。 

 現在、認定農業者が作成します農業経営改善計画につきましては、この基本構想を

照らしまして策定されており、ほとんどの農家は、この目標とすべき所得水準を満た

して申請をされておるところでございます。以上でございます。 

 議  長  福本議員 

 福本議員  私も資料はいただいたんですけど、確かに筑前町の普通作の種類ごとの所得という

のは非常に低ございます。 

 やはり規模拡大をされて経営してある方については、また論外でございますけれど

も、普通の３町なりですね、４町未満程度の経営ですと、なかなかやはりこの米、麦、

大豆、そういったものの所得を見るとですね、非常に低ございます。 

 そう考えたときに、やはり７００万以上の純所得を上げようとすれば、２０町近く

ぐらい経営しないと達しないと。７００万に達しないというような、非常に厳しいよ

うな状況でございます。 

 それと、それだけ２０町と言いますと、今度は土地をまた集積するのも大変だろう

と思いますし、それには昨年の１２月でしたか、人・農地プランの台帳を作成される

ということで、各生産組合を巡回されて、説明会もあって、大体ほぼこの台帳は作成

されたものというふうに思っております。 

 そこで、今さっきも申しましたように、担い手が高齢化する中で、歯止めを考えた

ときに、新規就農者に対しての条件整備が必要と思われます。 

 例えば、農地集積協力金とか規模拡大加算金等が過去にはあったということですけ

れども、現在は、この制度はなくなっておるというようなお話を聞いております。 

 何か特段に新規就農者に対しての支援策はあるのかどうか、お答えいただきたいと

思います。 

 議  長  農林商工課長 

農林商工課長  お答えいたします。 

 国は、新規就農し定着する農業者を１０年後に、４０歳代以下の農業従事者を２０

万人から４０万人に拡大する目標を掲げておるところでございます。 

 目標達成の措置の１つとしまして、青年就農給付金制度というのがございます。こ

れは、経営リスクを負っている新規就農者の経営が軌道に乗るまで、年間１５０万円

を５年間給付する制度でございます。 

 また、本町におきましても、この制度を利用する農業者が年々増加しておるところ

でございます。以上です。 

 議  長  福本議員 

 福本議員  確かに国はＴＰＰで、日本の農業を、体制を一変しようという、おそらく目論見が

あるだろうと。併せて、やはり農業をこれまで誇示してきた、守ってきた神話という

ものがですね、大きく覆されると。そういった大きな変革を望んでおるのではないか

なというふうに思えてならないわけです。 

 そういうことで、生き残るためにはですね、いろんな個人的にも、また集団ででも

努力をしながら、今後取り組みをしなければなりませんけれども、その根底というの
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は、やはり農業所得だろうというふうに思うわけです。 

 その農業所得を維持していくためにも、そういった、これから到来するであろう六

次産業に着目して、そういうことで、努力していくということを、やはり生産組合も

含めて、目の前の作業と併せて、今後の農業について、やはり協議なり、そういうこ

とをですね、やっぱり深めていくということも大事だろうというふうに考えるわけで

す。 

 農業問題は最後になりますけれども、誰しもですね、安定した老後を過ごしたい、

年金問題も極めて重要なことだというふうに思います。 

 本町独自の推進また支援策は考えてあるのか、お答えいただきたいと思います。 

 議  長  農林商工課長 

農林商工課長  お答えいたします。 

 農業者年金の加入促進につきましては、本町の農業委員会会長及び会長代理が、夜

須地域及び三輪地域のそれぞれの加入推進部長として、加入要件を満たしてあります

農業者の方々へ、電話や戸別訪問等により加入促進を行っているところでございます

けれど、なかなか加入に至らないケースが大部分でございます。 

 支援策ということでございますけれど、年金問題は社会保障制度の根幹を成す国

家、国民的課題でございまして、現在、尐子高齢化に伴う制度改正は避けて通れない

中、動向を注視する必要があり、町独自の支援策につきましては、現在、検討してい

ない状態でございます。以上です。 

 議  長  福本議員 

 福本議員  確かに年金問題の手当というのは、やっぱり個人の意識が、しっかり持ってなけれ

ばなかなか対応ができることではないというふうに認識はしております。 

 例えば、国民年金だけでは老後はおそらく厳しいと思うわけです。そういうことを、

やはり将来のことを、やはり農業をされておる方がそこまで、後々のことも考えて、

若いときにきちっとした、補填できるような体制を確立しておかなければならないわ

けですが、過去は、農業者年金は一応なくなったわけですね、廃止されて、そして経

営移譲をしなければ年金受給はできないわけです。 

 それで、今度の新農業者年金については、これは、もう６５歳の受給年齢に到達す

れば自動的にもらえると、これは、経営移譲しなくても、農業をしながらでも受給で

きるのか、まずお答えいただきたいと思います。 

 議  長  農林商工課長 

農林商工課長  お答えいたします。 

 今、議員ご指摘のとおりでございます。 

 議  長  福本議員 

 福本議員  では、農業者年金は、先に答弁されましたように、今、農業者年金の推進は厳しい

状況にあるということで、理解していいですね。はい。 

 いわゆる私も、この国民年金基金ですね、基金にかたってある方がおられるわけで

す。それはなぜかというと、年金がかける控除の対象になるということで、税金がそ

れなりに農業所得税というのがかかってくるということであれば、年金のほうに尐

し、年金基金のほうに追加と言いますか、増額して掛けておりますと。そして６５歳

で需給受けるときはですね、２０万なりですね、そのくらいもらえるような掛け金を

やっておりますと。そして、併せて控除の対象になるということですので、やはりそ

ういったプランをですね、年金問題を真正面からいろいろ検討していただいて、老後

がやっぱり安心して遅れるような経済を確立するためにも、その辺の指導もですね、

年金係の方はよろしくお願いしておきたいというふうに思います。 

 以上で、農業問題は終わらせていただきます。 
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 次に、建築許可について、お尋ねをいたします。 

 プレハブユニットハウス等は、簡単に組み立て、解体撤去などができことでも、自

由に建てられると誤解される場合もあるわけですが、都市計画法あるいは建築基準法

の規制を受けるため、町での指導はどのようになっておるのか、まずお答えいただき

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。 

 まず、関係法律等の内容について、簡単に触れますと、都市計画法は団体規制及び

建築基準法は個別規制となります。 

 建築基準法に基づく監督処分権限は、特定行政庁に在籍する建築主事の判断となり

ます。建築主事は法に基づき、１級建築士及び建築基準適合判定資格者でなければな

りません。 

 朝倉管内では、朝倉県土整備事務所建築指導課長が、建築主事でございます。 

 福岡市、北九州市、久留米市、大牟田市は建築主事を置いています。他の市町村は、

福岡県から委任事務をした、用途地域の種別、都市施設の有無、道路調査などを建築

確認申請時に、市町村経由で調査報告を提出している状況でございます。以上でござ

います。 

 議  長  福本議員 

 福本議員  プレハブの位置づけとして、建築物に該当するものかどうか、お答えいただきたい

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。 

 建築基準法の審査権限は市町村にありませんので、建築指導課に確認した一般的な

回答を答弁させていただきます。 

 法第２条第１頄に建築物の定義がございます。それは、土地に定着する工作物のう

ち屋根及び、柱もしくは壁を有するものとなっております。 

 一般的なプレハブは屋根及び壁を有しており、土地に定着されていれば建築物に該

当します。ただし、売買するために置いているものについては、建築物として取り扱

わないとのことです。また、建築物としての利用があれば、建築物とみなされるよう

です。 

 しかし、仮設の工事現場事務所などは、建築確認の手続きを要しないという状況で

ございます。 

 議  長  福本議員 

 福本議員  確かに今、課長から説明がございましたように、一時的に置いた状態であれば、建

築物の申請はしなくていいということですが、例えば、家でもですね、屋敷の中に物

置として置いた場合は、一応建築物という扱いになるというふうなことだそうです。 

 市街化調整区では、建築が、縛りが確かにあろうかと思いますけれども、このプレ

ハブについては、認められるのかどうかお答えいただきたいと思います。 

議  長  都市計画課長 

都市計画課長  お答えいたします。 

 筑前町は、全域が都市計画区域でありますが、市街化区域及び市街化調整区域の線

引きをしていない非線引き市町村でありますので、用途地域はありますが、市街化調

整区域はございません。 

 このようなことで、該当事務がありませんので、一般的な概要を述べさせていただ

きます。 

 まず、市街化区域は市街化を促進する区域であり、市街化調整区域は市街化を抑制
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する区域であります。建築物の建築は容易に建築することができません。 

 しかし、例外はありますので、審査基準に基づき都市計画法の建築許可、または建

築基準法の確認を得られれば建築が可能な部分もあります。 

 いずれにせよ市町村の判断ではなく、福岡県都市計画課との協議となっておりま

す。以上でございます。 

 議  長  福本議員 

 福本議員  確かに市街化調整区内でのプレハブの設置については、非常に物議を醸し出すとい

いますか、いろんな問題が発生するというふうに言われております。やはり事前に相

談して、プレハブを移動するとか設置するとか、そういう手項を組んだほうがいいと

いうふうに言われております。 

 次の質問で、違反をした場合には、指導や罰則が科せられるのかどうかお尋ねいた

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。 

 建築基準法第９条第１頄違反建築物に対する措置があります。 

 その内容としましては、特定行政庁は、建築基準法の規定に違反した建築物に対し

て、除却などの是正するために必要な措置を命ずることができるという条文がござい

ます。 

 また、建築基準法第９８条に罰則規定があります。 

 特定行政庁は、又は建築監視員の命令に違反したものは、３年以下の懲役又は３０

０万円以下の罰金に処するというものでございます。 

 実際に罰則がかけられる場合は、まず告発があり、司法の判断により処分がなされ

ますので、行政が容易に罰則などの処分が適用されるかどうかは、この場で申し上げ

ることができませんので、よろしくお願いします。 

 違反物件の事案書については、相当な時間と対応が必要と推測されます。建築指導

課では、建築物が極端に迷惑施設であるとか著しく周辺に悪影響を及ぼしているかな

どを総合的に判断して、対応されている状況でございます。 

 そうしないと全体を見た場合に、平等性を欠くことにも繋がれないということで、

そういう判断がなされている状況でございます。 

 議  長  福本議員 

 福本議員  今、課長から縷々説明がございました。 

 皆さんも大体分かりにくいと。ただ、プレハブだけを考えて、プレハブは便利が良

くて、どこにでも移動ができ、設置できるわけです。 

 そういう便利なものがですね、ややもすると問題を引き起こしたり、トラブルの問

題に発展したりするというふうに言われておるわけです。 

 そこで、担当の課長も大変だろうと思います。しかし、例えばそういう問題が地方

で起きたときに、都市計画課に相談に行くわけですよ。そうすると、十分な回答が得

られないわけです。 

 そういう場合は、どうしても朝倉県土の建築課のほうに行って、その後の追加分を

確認しなきゃならないわけです。 

 それで、できたなら、やはり筑前町で県土が下すような説明をしていただく分をで

すね、やはり都市計画課である程度できるぐらいのレベルぐらいまで、この問題はや

っぱり習得していただいたらなということで、そういう思いがするわけです。 

 わざわざ甘木に行かなくても、それは、許可をとるときは別ですよ。許可をとると

きは別ですけど、やはり指導を受けるにあたっての回答は、できるだけ高い話までし

ていただいておくほうが、いいかなというふうに思うわけです。 
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 町長にすみませんが、この件について、よろしくお願いします。 

 議  長  田頭町長 

 町  長  お答えいたします。 

 これは事務権限の問題でございます。やはり権限を持った立場の人でないとです

ね、責任ある説明、回答はできない。と同時に、絶えず状況、法律、規則等も変更が

あり得るわけでございましてですね、町のほうで、そこまでの権限がないのに具体的

な指導をして、損害を与えることも考えられると。 

 そういった場合は、ぜひ建築主事という資格を持った、その立場の事務所に尋ねて

きていただきたいと、それは、私からもそう思うところでございます。 

 これがですね、市になりますと、また、権限が違ってまいります。それは、ご存じ

のように、保護関係につきましてもですね、福祉事務所を、市になれば設置義務があ

る。しかし、町村ではその義務はありません。 

 したがいまして、そういった分野についても、やはり県のほうに、責任ある立場か

ら説明はお願いしていると。もちろんお繋ぎはしますけれども、そこで役場職員が、

権限がない職員が説明をして、そのことで事業を進められるということは、ある面で

は問題があろうかと思いますので、十分なある程度の知識は有しながらも、やはり本

来の、最終的な決断の説明は、朝倉まで行っていただくと。そのようなことを今後と

も続けていきたいと思っております。 

 あくまで法律上の問題であろうと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 議  長  福本議員 

 福本議員  確かにプレハブは、さっきも申し上げましたように、移動も簡単でですね、そうい

う便利さの中で、やはりきちっとしたルールがあるんだということを、再認識してお

るところです。 

 特にですね、いわゆる家庭菜園あたりに目を付けて、土地を借りて、ぽんとプレハ

ブを置かれるわけです。そして井戸は掘られる、電気は取り込まれる、そして中は住

まわれるような造りにされるわけです。中を改造したりしてですね。 

 そういうことで、分譲の家庭菜園がいくつも分割されてあるわけです。１件、そう

いう状態にプレハブを置かれると、また次のところにまた置かれるわけです。そした

ら、またそこで物議を醸し出すわけです。 

 そういうことで、やっぱり区長さんたちは非常にこの問題で悩んでおられるわけで

す。残りの残地も、まだ区画がいくつも残っておるから、おそらくまだあとでくると

やないかなとかですね、そういうことが現実あるわけでございます。 

 この問題は、以上で終わりまして、最後の町有地について、質問をいたします。 

 未利用の公有地をそのままの状態で保持することは経費がかかるだけではなく、資

産の発展に繋がる利用が見込まれる場合には、民間利用等の活路を見出しては、とい

うことでお尋ねいたします。 

 駐車場並びにため池は、農林商工課で確認しましたところ、ため池で今、遊休地と

してのため池は今のところないと、みんな農業施設として使われておるため池、すべ

てがそうだそうです。 

 町営住宅等の町有地の活用が確定していない物件数について、どのくらいあるの

か、お答えいただきたいと思います。 

 議  長  財政課長 

 財政課長  ご質問にございました駐車場でございます。 

 駐車場につきましては、今、普通財産として管理しておるものが３カ所ございます。

場所として、大刀洗駅の駐車場なり新町、小学校の前の駐車場なりというところでご

ざいます。全部で５，２００㎡ほどございます。 
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 それから、町営住宅の跡地につきましては、先ほどの新町の駐車場もそうでござい

ますが、町営住宅の跡地でございますし、あと久光の中学校の前の跡地については、

中学校の行事があるときの駐車場として活用されております。 

 それから、先ほど申し上げられましたため池の関係でございますが、ため池につき

ましても、普通財産として管理するのが大体１０４筆、８４町ほどございます。 

 農林商工課のほうに私も確認をいたしました結果ですね、農業用水用の確保をして

あるということで、確認をしております。以上でございます。 

 議  長  福本議員 

 福本議員  今、町有地について、説明いただいたんですが、これは、櫛木のあれも含まってお

りました。それから、栗田のごみ焼却場跡地とかも入っておりますか。 

 議  長  財政課長 

 財政課長  今、駐車場それからため池、それから町営住宅跡地のことでお話をいたしましたが、

そういうものを含めますと、全部で普通財産として５１９筆ございます。２３１万㎡

ほどございます。一応普通財産としての管理の中には入っております。以上でござい

ます。 

 議  長  福本議員 

 福本議員  では、駐車場については、以前も議会で質問があったわけですが、駐車場は、すべ

て無料ですかね。 

 議  長  財政課長 

 財政課長  駐車場につきましては無料で、住民の方が利用していただくように管理しておると

ころでございます。 

 議  長  福本議員 

 福本議員  無料に越したことはないのかもしれませんが、やはりそれなりにきちっとした駐車

場としての規制と言いますか、約束事とか、そういうものをやはりきちっとしていた

だきたいというふうに思うわけです。 

 どうしても場所が場所でね、いい所、それこそ町長言われるように、１丁目１番地

じゃないけどですね、そういう場所の駐車場でもありますので、今後町民にしっかり

した報告ができるような内容の駐車場であってほしいなというふうに思います。 

 ２番目に、町有地の有効活用の考えはということで、私は課長にも申し上げました

ように、いわゆる協議会等でですね、やはり町有財産についての活用方法、そういっ

たものをやはり模索するということも、私は大事であろうと。 

 それが決まったから、そのとおり即というのは、ちょっと執行部のまた判断にゆだ

ねられると思いますけれど、とにかくやはりこの町有地についての協議、利用につい

ての協議というのは、私は持つべきではないかなというふうに思いますが、再度答弁

いただきたいと思います。 

 議  長  財政課長 

 財政課長  議員おっしゃるとおりだと思います。 

 今、町有地につきましては、行政財産としてですね、公有地それから公共施設用地、

それから普通財産として管理しております。 

 その中でもいわゆる公用地、箱物といわれるものがございますが、それを含めたう

えでですね、土地それからインフラの整備、すべてを考えて、今、公共施設管理総合

計画というのを策定するようにですね、今、準備段階で進めております。 

 これにつきましては、国が音頭をとって、国からの申請によりまして、２６、２７、

２８、３年間で作りなさいというところでしております。 

 今、手をかけたばかりでございますので、今から先ちょっと、どうなっていくかと

いうのは考えておりますが、基本的には早いうちにそれを作って、それから難しいも



 12 

の、どういうふうにもっていくのかというのがですね、まずは計画を起こしていきた

いというふうに考えております。以上です。 

 議  長  福本議員 

 福本議員  確かに協議会を立ち上げて、国ですか、指導に従ってということですが。 

申し上げましたように、やっぱり町民の皆さんにですね、やはり逐次説明ができる

ような、内容説明ができるようにですね、お願いしたいなというふうに思うわけです。 

 ３番目の質問で、土地、施設を利用した事業を展開していただく民間事業者のアウ

トソーシング等を取り込んではという、私は希望を持っておるわけです。 

 非常にその道にたけた方と言いますか、精通された方たちの知恵も拝借することも

大事だろうというふうに思うわけです。 

 まず、町長にお答えいただきたいと思います。 

 議  長  田頭町長 

 町  長  お答えいたします。  

 この配置計画あるいは利用計画等をアウトソーシングしたらということでござい

ましょうか。それとも具体的な利用プラン。それをアウトソーシングしたらというこ

とでしょうか。はい。 

 これはですね、やはり一番内容を知っております町がですね、将来的にこの土地は

不要なんだと、将来的に必要なんだという分析は、やはり町職員が審議会等で十分協

議しながら決めるべきだと、主体性をもってやるべきだろうと考えております。 

 やはりその中において、基本的には不要なものについては、民間に売却という手法

もありましょうし、さらなる今、新しい社会の動きの中で、必要な施設をつくらなけ

ればいけませんでしょうし、そういったことを見極めながら土地利用、施設利用、跡

地利用を考えていくべきだろうと思っております。 

 現にですね、保育所施設等についてはアウトソーシングしたわけでございまして、

そういったことも今、十分分析もしておりますので、そういったことも含めながら、

今後検討していきたいと思います。 

 議  長  福本議員 

 福本議員  私も他力本願はあんまり好きじゃないわけです。やはり自力で立ち上げ、そしてし

っかり中身を掘り下げてという取り組みが、姿勢が大事だというふうに思っておりま

す。 

 保育所はまた違う受け皿という形でですね、民の力ということになると思います。 

 いずれにいたしましても、面積的にはかなりの町有地があるわけです。どれを取っ

ても大事な町有地に間違いはないわけです。 

 よく町有地はどういうふうに、何と言いますか、隣地を処分するとか、隣地の方に

ですね、処分したりされることも多々あるのかもしれませんけどですね、今後町民の

皆様方に、やはり正しくまた報告ができるようにお願いしまして、私の質問を終わり

ます。どうもありがとうございました。 

 議  長  これにて７番 福本秀昭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。 

 １１時１０分より再開します。 

（１０：５６） 

 再  開  

 議  長  休憩前に引き続き、一般質問を行います。 

（１１：１０） 

 議  長  ６番 川上康男議員 
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 川上議員  おはようございます。 

 通告に基づきまして、今回は、平成２７年の秋に一部オープンし、２８年度全体オ

ープンする多目的運動公園の費の管理運営、それから周辺の地域振興計画について、

質問をいたします。 

 この質問は、２５年度から本格的工事が始まりましたので、昨年の６月に同様の質

問をしておりました。今回、基本設計が一部見直され、方向性が定まりましたので、

再度質問するものでございます。 

 まず、これはですね、平成２４年５月２０日に実施されました町政報告会の資料で

ございます。これは、住民の方から私頂いたわけですが、この中に多目的運動公園の

目的ということで、一堂に集まる楽しむ場所が尐ないと。 

 そういうことで、本町には核となる公園がなく、大きな競技やイベント、災害時の

救援拠点などにも活用できる都市公園の整備が必要になってくるというようなこと

での目的を掲げておられます。 

 それから、これがですね、今年の５月３０日に実施されました町政報告会の、パワ

ーポイントの資料でございます。 

 この中の目的は、レクレーション、スポーツの拠点と。それから、多目的に利用で

きる空間の創出ということで、若干目的が２年前と、今回になってくると尐しニュア

ンスが違うのかなというようなことで、ちょっと思ってきたんです。 

 と言いますのが、災害時の拠点となるようなところ、まだ載っていませんでしたの

で、まず、その目的を担当課長のほうにお伺いいたします。 

 議  長  都市計画課長 

都市計画課長  お答えいたします。 

 多目的運動公園の目的につきましては、町政報告会等でも説明させていただき、一

堂に集まるスポーツ、レクレーション、いこいの広場、そういうものを目的として、

災害拠点にもなるということで、２４年度は説明しておりますが、災害拠点というこ

とに関しましては、多目的運動公園が広域避難地の機能を有する都市公園であり、都

市公園に位置する位置づけはされております。 

 一般的な防災公園というものが、担う役割をする都市公園というのは、とりわけ高

い防災機能を有する都市公園が防災公園になりますので、その防災公園とは若干意味

合いが違ってくると。 

 防災公園というのは、例えば今、防災意識が高まっておりますけれど、様々なグッ

ズがあります。災害対応トイレとかソーラー発電の公園等とかかまどベンチとかです

ね、それから飲料給水槽、機材物資倉庫など、そういうものがいろいろありますけれ

ど、防災公園という意味合いではないので、そういうものは設置しておりません。 

 しかし、有事の際は仮設住宅の候補地とかですね、ドクターヘリなどの離発着地点、

そういうものにはなり兼ねますし、平成２５年度からそういう目的にも使えますとい

うことで、国の補助を社会資本整備交付金から防災安全交付金という、交付金の趣旨

を変更しまして、内示率も約９０％ほどに上がっている状況でございますので、そう

いう意味合いでは防災の拠点、今後防災の拠点になることは間違いないと思っておる

ところでございます。 

 議  長  川上議員 

 川上議員  私が今度聞こうかなということを、まず、すぐ回答していただきまして、防災公園

でなければ、今言われましたような災害対応を、トイレとかソーラー発電等の、公園

等災害時の備蓄倉庫等はもう考えておらんということで、今、回答されました。 

 ただ、関係機関の活動拠点としてのヘリポート、ドクターヘリの広場としては考え

ておるということでございますので、それであれば災害時の拠点としては、そのよう
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な程度であるということであれば、それでしか認識はできないと思うんですが。 

 先に言いました一堂が集まるイベント、競技大会、今、一番この筑前町で大きいの

はど～んとかがし祭というのが、今、安の里公園でされておりますが。そのようなも

のをですね、こちらへ持ってくるのか、それともまた様々なサッカー大会とか球技、

キックベースボールいろいろあります。これは、一緒に場所を取りますので、ここだ

けでできるかと言いますと、ちょっと難しい問題もあるかもしれませんが、どういう

ものをここで、この多目的運動公園で今度みんなが集まるようなイベント等計画され

ているのか、まず、お伺いいたします。 

 議  長  都市計画課長 

都市計画課長  お答えいたします。 

 今のところ、後の質問でも出てきますけれど、筑前町多目的運動公園運営及び管理

検討委員会において検討して、想定でしかお話ができませんけれど、まず、マラソン

大会、パークゴルフ大会、ソフトボール大会、中体連の野球、サッカー会場、スポー

ツ尐年団の体育協会のサッカーなどの各会場、また、スポーツではございませんけれ

ど、消防ポンプ操法の会場などが考えられます。 

 それから、公園全面の開園にしては、オープン記念のスポーツイベント等について

も検討しているところでございます。 

 また、今、議員のほうから、ど～んとかがし祭の開催会場等々にふれられましたけ

ど、かがし祭等につきましては、やはり今現在は安の里公園で開催されておりますけ

れど、約２万人の来客があっているようで、安の里公園周辺には公共施設、農業者ト

レーニングセンター、夜須中学校、ＪＡ夜須とか、そういう役場も含めて公共施設の

駐車場がある程度確保されておりますので、そういうところの立地場所でなければ開

催できないのではないかという考えから、この多目的運動公園ではど～んとかがし祭

の開催は不可能ではないかなというふうに考えているところでございます。以上でご

ざいます。 

 議  長  川上議員 

 川上議員  今後のイベント、スポーツ大会について、サッカーですか、中体連等の計画もされ

ておるようでございますので、そちらのほうはまた後で詳しくお聞きしますが。 

あれだけのですね、約９ｈａの多目的公園でございますので、やはり私は大きな祭

りと言いますか、いうのはあそこでしたほうがいいんじゃないかなということで思っ

たわけでございます。 

 ぜひ、まだ来年の秋からの開園でございまして、まだ時間はあと１年近くあります

ので、様々なことを検討していただきたいと考えております。 

 先ほど言いました、この２４年度の町政報告会、昨年は町長選挙の関係で町政報告

会はされておりませんが、資料としては２年前と今回のが２つ、私、見たわけでござ

います。 

 ホームページにも、開けばですね、すぐこの２つは出てくるわけですが、目的は申

しましたけど、このときの資金計画を見てみますとですね、このときは一応、資金計

画は１１億円でこの運動公園をつくりたいと。 

 それから調達方法、資金の調達方法は国土交通省の補助金事業である社会資本整備

総合交付金、それから夜須グラウンド売却代金を積み立てていたものを取り崩して、

この公園をつくりたいというふうなことで、２４年度は計画を立てておられました。 

 これが、今年の報告会でございますが、今言いましたような資金の計画ですが、こ

れは、１７億９千万と。約７億円ですか、増えております。 

 これの調達方法につきましては、国庫補助金が７億６，８００万と、それから、県

の補助金が２，５００万、合併特例債が５億５，８００万と。それから、野球場の売
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却費が４億円近く行って、自己資金として、１億８，３００万を自己資金で充てると

いうような形での報告でございました。 

 私たち議会もですね、様々な各種団体等の意見交換会をしております。 

 まず６月に三輪地区、夜須地区の女性の会との意見交換会をしたわけですが、その

ときにもその質問が出まして、産建委員長のほうからですね、この事業費の関係につ

きましては、詳しく説明して、その関係の方々の納得がいかれたと思うんですが、そ

れの説明をしております。 

 また、９月４日に三輪地区の区長会と、私は三輪地区の議員で意見交換会をしたわ

けですが、その時に私のほうから、この多目的運動公園のこの２５年度の関係につき

まして報告をいたしました。 

 そのときにやはり、この大体計画では、１０億から１１億円の計画が約１８億円に

なったというような形で、報告をしたわけですが、そのときにもう区長さんのほうか

らですね、どうしてそのようになったのかと、中止はできなかったのかというような

ことも聞きましたし、議会としては、チェック機能はどうしていたんだというような

ことでですね、大変なお叱りも受けたわけでございます。 

 やはりこれだけの工事費が増額したことについて、私はやはり住民の方への説明責

任が必要だと思うんですが、担当課長はどのように考えておられるのか、まず質問を

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。 

 事業費が約１１億円から１８億に変更増額になったことにつきましては、たいへん

申し訳なく思っておりますところですが、これに至るまでの経過につきましては、議

会の議員の皆様方には詳細な説明がされていると思われます。 

 住民の皆様方につきましては、町政報告会等で多目的運動公園の整備計画について

は説明しているところですが、その変更内容については説明してない部分がございま

すので、機会があればですね、そういうところを説明も必要があるかなというふうに

思っているところでございます。 

 議  長  川上議員 

 川上議員  そうですね、今、課長言われましたように、５月の３１日ですか、そのときでも説

明していただければ、非常にそのような問題は起こってなかったんじゃないかなと思

うんですが。私たちも議会としてですね、もうこれは承認したわけでございますので、

もちろん責任があるわけでございます。 

 そういう中で様々な住民の方々、それから組織の方々、いろんな方々に報告をして

おるわけでございます。 

 また、筑前町に興味のある方は非常にホームページを開いて、見ておられると思い

ます。町内外の方々がですね。 

 そうした中でこういう資料が２つあって、その中の２年後にはこれだけの工事費が

かさんだということに関しましては、本当にホームページも非常にアクセスが多いと

いうことは聞いているわけですが。 

 やはりそういう中ではですね、やはりもう早急にですね、工事の変更の内容、それ

から経過等を含めて、早く住民の方々に説明をしていただくことが、私は必要だった

と思います。 

 本当に私たちも、そういう面では報告をしながらお叱りを受けている現状でもござ

いますので、町長としてどういうふうに今後考えておられるのか、まずお伺いいたし

ます。 

 議  長  田頭町長 
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 町  長  お答えいたします。 

 まずもって、説明不足であったことを認めさせていただきたいと思います。 

 この増額の額、割合がですね、あまりにも大きいということで、ご心配を非常にお

かけしているということでございますので、ぜひ、広報等で紹介させていただきます。 

 それと、次年度の町政報告会でこの旨も報告をさせていただいて、併せて、このグ

ラウンドの趣旨なり、そういったものを広くお知らせをしていきたいと、そのように

考えるところでございます。たいへんご心配をおかけいたしました。 

 議  長  川上議員 

 川上議員  早急な対応がいいと思います。私たちまた１０月の１８日には議会報告会を開催い

たします。当然、この質問がまた出てくるんじゃないかなと思ってですね、もちろん

思っておるわけでございますので、できましたら早めの対応をしていただいたらなと

いうことで考えております。 

 それでは、次の質問に移ります。 

 ふれあい広場、健康広場ゾーンの遊具、樹木や花の種類、それと外周ランニング、

ジョギングができるようなコースが準備されているのかについて、お尋ねをいたしま

す。 

 こども広場、健康広場におけるシンボル遊具、健康遊具の導入は、プロポーザルコ

ンペによる関係業者の提案により、遊具の安全性を最重点に、安価で導入されること

はたいへん評価しております。 

 ただ樹木類ですが、自然の中でふれあい、くつろぎの空間づくりは重要ですが、パ

ークゴルフ場も日陰や休息を考慮した樹木や花の植栽が重要です。どのような考えを

お持ちなのか、また、来年５月に計画されております県の植樹祭の内容を含めてお伺

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。 

 遊具については、議員ご承知のとおり、ふれあいゾーンのこども広場に大型遊具、

幼児遊具、大型ブランコを設置する予定でございます。 

 また、健康つどいのゾーン広場には健康遊具を設置し、大人の方も楽しめる施設と

なってまいります。 

 植樹等につきましては多くの種類がありますので、時間の関係上代表的なものを述

べさせていただきます。 

 高木樹では、常緑樹、落葉樹、主に白樫、クロガネモチ、ソメイヨシノ、山桜、コ

ブシなどで１６種類、約２７０本程度でございます。 

 中木樹で、常緑樹、落葉樹、主にカクレミノ、ネズミモチ、ハナカイドウなど９種

類、７０本程度でございます。 

 低木樹は株物となりますが、常緑樹、落葉樹で、ペリカムヒデコートとユキヤナギ

など１３種類、約４，０００株程度配置する予定にしております。以上でございます。 

 議  長  川上議員 

 川上議員  今の説明では、高木が１６種類で２７０本、それから中木が９種類で７０本と、低

木が１３種類で４，０００株ということで、今、報告を受けました。 

 なんと言いますか、やはりくつろぎの空間と言いますか、また、非常にパークゴル

フ等は、暑いときには非常に危険性も伴うわけでございまして、やはりそこに日陰を

作っていただくとかいうふうなですね、やっぱりその公園にマッチした、そこの現場

にマッチした植栽を私はお願いしたいと思っているわけでございます。 

 確かに景観もありますので、難しいところは、私たちもプロじゃありませんので分

かりませんが、そこら辺も考えていただいて、ぜひすばらしいものをつくっていただ
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きたいと。  

 ただ、県の植樹祭につきましては、先だって課長のほうから説明がありましたので、

その花木はそこだけでというような判断でよろしいんでしょうか。場所的なものです

が。 

 議  長  農林商工課長 

農林商工課長  お答えいたします。 

 来年５月の福岡県植樹祭が当多目的運動公園のほうで開催することは、先般より議

員の皆様にはご報告申し上げたところでございます。 

 これにつきましての花木と言いますか、樹木の選定につきましては、一応現在のと

ころ担当課の植樹計画に則った樹木で、先日実行委員会のほうで提案をさせていただ

いておりましたけれど、議員ご質問の中でもございますように、その木が果たして植

樹祭の趣旨に合うのかというご質問もいただいたところでございますので、これは、

再度検討をする予定で動いておるところでございます。以上です。 

 議  長  川上議員 

 川上議員  ぜひですね、私はそれだけ立派な公園ができますので、その景観に即した木を植樹

していただきたいなと思っております。 

 健康広場においてはですね、８つの健康遊具を備えられて、全身を使って運動でき

るように設定をされております。この器具を利用することによって、大いに健康増進

が図られると私も思っておるわけですが。 

 実は、福岡大学スポーツ科学部の田中教授の研究はですね、高齢者の足踏みステッ

プ上下運動、ウォーキングでございますが。高齢者の健康を維持し医療費抑制効果研

究の効果を見た自治体事例があるということで聞いたことがあります。 

 福岡の大濠公園や今津運動公園、桧原公園など、公園の周遊園路ですか、をランニ

ングやウォーキングをしている市民の例を見ますと、こういったサービスの提供がで

きる施設、いわゆる公園の外周ですね、そちらのほうにウォーキングなりジョギング

ができるようなコースが必要ではないかと、私は考えるわけでございますが、そのよ

うな計画があるのでしょうか、担当課長にお伺いいたします。 

 議  長  都市計画課長 

都市計画課長  お答えいたします。 

 ウォーキング、ジョギングの専用コースは、面積の関係上とか立地の関係、丘陵地

を２段上に計画したような公園でございますので、計画をしているところではござい

ません。 

 しかし、公園外周に歩道がございます。２．５ｍの歩道となるわけですけど、これ

を利用しまして、また、公園内の園路及び野球場の外周も園路が入りますので、園路

を利用されれば約１㎞から１．５㎞のランニング等、ウォーキング等はできることに

なりますので、そういう部分をご利用いただきたいと思っているところでございま

す。 

 議  長  川上議員 

 川上議員  南北線の歩道なり取り付けの歩道を使ってということで、あとは運動公園内のです

ね、中を走ったら１㎞から１．５㎞はあるということでございます。 

 やはりですね、非常に今、ウォーキング、ジョギングをされている方が増えてまい

りましてですね、私は、これは必要じゃないかなと。 

 そこを使えばできるということですから、そこの整備をもう尐ししていただいたら

なと考えるわけですが。 

 私たちの山隈の南側にあります大刀洗町の公園ですね、あそこは本当に１周５００

ｍから８００ｍぐらいなのを２コース、同じコースは、途中からちょっと離れてある
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わけですが、非常に多くの方が歩かれたり、ジョギングされたりされております。 

 それもチップ舗装と言いますか、非常に足にやさしいですね、取り付けでごさいま

すので、本当になんと言いますか、そういう方たちのためのやさしい施設ということ

で見ております。 

 ですから、できればそういうものが私たちも欲しかったんですが、何にせよ工事費

が大変なものでございますので、いろんなものをですね、こちらから要望しても難し

い点があるのも理解しております。 

 ただ、今言われましたように、１㎞から１．５㎞のものができるということであれ

ば、その歩道関係の安全的なものですね、取り組みを是非していただいてですね、そ

して、そこの公園内の道路も、道路と言っていいのか、私もできておりませんので分

かりませんが、皆さんがそこで楽しく走ったり歩けるような施設は、ぜひお願いした

いということで考えておるわけでございますので、最終的には２８年度でございます

ので、そこら辺ももう尐し考えていただいたらなということで考えております。 

 それから、多目的広場につきましては、サッカーやグラウンドゴルフ、ゲートボー

ル等の使用がですね、使用できるということで報告があっておりましたし、野球場は、

尐年野球クラブとか一般野球クラブ、それからソフトクラブの方が使用されると思い

ます。 

 やはり多目的広場におきましては、ちびっこサッカー、中体連のサッカー大会、そ

ういうもので使用ができると思うんですが。 

 また、野球場におきましても、両翼が９８ｍありまして、センターまで１２２ｍの

硬式の野球場でございます。 

 そうすれば、野球場におきましても、中体連なり高体連、社会等の呼びかけをすれ

ばですね、多くの方の利用が見込まれるのではないかというふうに考えるわけでござ

いますが。 

 そのためにはですね、やはり応援席なりダグアウト、バックスクリーンなり本部席、

それから放送設備など、様々な器具なり設備が必要になってくるわけでございます

が、どんなでしょうか、そのような設備まで考えておられるのでしょうか。担当課長

にお尋ねします。 

 議  長  都市計画課長 

都市計画課長  お答えいたします。 

 野球場につきましては、硬式規格の議員ご承知のとおり、両翼９８ｍのセンター１

２２ｍ、甘木朝倉管内では筑前町のみとなります。 

 経費の関係上、外野芝生等はありませんし、野球連盟等からの話でも芝生の必要は

ないということを聞いておりますので、ベアグラウンドというような形で整備してい

く予定でございます。 

 観覧席等につきましては、現在計画はございません。 

 それから、本部席等につきましては、野球バックネット裏に本部席を設置する予定

でございます。以上でございます。 

 議  長  川上議員 

 川上議員  今の答弁によりますと、普通の愛好家の方たちが来て、好きに野球やらソフトボー

ルを楽しむといいう施設というふうなことで理解していいんですね。 

 それから、今言いました多目的広場、これにつきましては、やはり一般の社会人の

サッカーが１面取れると。中学生も１面取れますし、小学生の子どもたちは２面取れ

るというようなことでございますので、そちらのほうもですね、ぜひ、こちらのほう

はさっき課長からお話がありましたが、中体連等の協議は持ってきてもいいのかなと

いうことでございますので、そうすれば、その辺のやっぱり家族なり学校の生徒なり、
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たくさんの応援者が来るわけですが、そちらのほうについても、やはり応援席という

のはないわけですかね、多目的広場につきましては。 

 議  長  都市計画課長 

都市計画課長  お答えいたします。 

 多目的広場につきましても、専用の観覧席等は設置する予定はございません。 

 ただ、周辺が芝生等で覆われますので、そちらからの観覧とか、野球場と多目的広

場の間に５ｍの段差ができます。そこは中央園路広場への階段等にもなりますし、斜

面がございますので、その辺の空間を利用されてですね、保護者の方とか応援の方た

ちが利用されていただければというふうに思っているところでございます。 

 議  長  川上議員 

 川上議員  周りは芝生で覆われますので、それでも仕方がないのかなと思うんですが、これだ

けの広さでありますし、できたらそういう施設ができたらと考えておりました。 

 次に、この公園建設に向けての、庁舎内でプロジェクトチームを編成されて、今現

在協議をしているということを担当課長からお聞きをしたわけでございますが、どの

ようなことを検討されておられるのか、コンサル等の有識者も含めてですね、この検

討をされておられるのか、単なる庁舎内の職員の方々で、今後のこの管理運営に対し

ての協議をされているのか、どういうことをされておられるのかをお伺いします。 

 議  長  都市計画課長 

都市計画課長  お答えいたします。 

 先ほども尐し述べさせていただきましたが、筑前町多目的運動公園運営及び管理検

討委員会というものを発足させていただいております。関係各課９課にまたがり、副

町長をはじめ１２名の職員プロジェクトチームでございます。 

 ５月下旪と７月下旪に会議を行っておりまして、今までの会議内容については、公

園開園に伴う各課への影響、または活用方法などの検討を行ったところでございま

す。 

 今後においても引き続き多目的運動公園の管理運営に関すること全般について、検

討しているところでございます。以上でございます。 

 議  長  川上議員 

 川上議員  私、この公園の施設と控室等いろいろあるわけで、様々なものがあるわけですが、

そういうものの管理なり運営についてを、どのように今後しておられるのかなという

ことを、詳しく聞けるのかなと思っていたんですが、まだまだそこまでの状況ではな

いようでございます。 

 私が思いますのは、これだけの管理棟を建てられて、これだけの大きな設備をされ

るわけですから、非常に今後の管理運営がですね、難しいものがあるんじゃないかな

ということで考えております。 

 これはまた後からお伺いしますが、そういうふうなための検討も早期に考えていた

だきたいと思っております。 

 次に、この施設の管理について、お伺いいたします。 

 この公園は、小さいお子さんからお年寄り、体の不自由な方々、多くの方々が使用

されると思います。そういった方々のために、やさしい施設となっていますかという

ことで聞きたいんですが。 

 授乳なりおむつ替え等もできるような場所も確保されておられるのでしょうか、お

伺いします。 

 議  長  都市計画課長 

都市計画課長  お答えいたします。 

 授乳に関しましては、管理棟のほうに多目的室を確保していますので、こちらの利
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用をお願いしたいと思っておるところでございます。 

 おむつ替え等につきましては、トイレ２カ所に、多機能便所にベビーベッドが設置

されますので、これらを利用していただきたいと思っているところでございます。以

上でございます。 

 議  長  川上議員 

 川上議員  分かりました。 

 そういう設備が必要で、重要でございますので、今報告を受けまして安心をいたし

ております。 

 また、この公園の維持管理をしていくためには、今言いましたように、管理棟が建

設されます。 

 そこに管理人、指導員といった人員も配置されると思いますし、施設管理、安全管

理を施されると思います。 

 また、電気設備・機械設備点検、遊具の保守点検、植栽管理、様々な経費がかかる

と思われるんですが、この施設の安全性とですね、利用満足度を高めると、それなり

に経費がかかるのは当然のことでございますが、このすべての経費を、どのくらい年

間経費を想定されているのか、担当課長にお尋ねをいたします。 

 議  長  都市計画課長 

都市計画課長  お答えいたします。 

 年間経費につきましては、平成２６年の第１回定例議会において、一般質問で同様

な質問がなされております。 

 経常的な管理費といたしまして、約２２００万円程度を想定していると回答してい

るところでございます。 

 しかしながら、全面オープンまで２年間の期間を要しますので、労務単価の上昇と

か消費税のアップ、光熱水費の上昇など、物価上昇の要因は含んでおりませんので、

管理費が増加する可能性はあると思っております。 

 類似施設をもつ他団体の状況を見ながら、検討委員会などで整理を行い、管理費は

どのくらいになるのか、必要になるのかを検討したいと考えているところでございま

す。以上でございます。 

 議  長  川上議員 

 川上議員  年間に２，２００万程度ですね、維持費がかかるというようなことでの報告を受け

ました。 

 この施設を利用されるわけですが、当然無料で使用できる施設と多目的広場なりパ

ークゴルフ、野球場につきましては、有料で使用する施設になろうかと思います。 

 また、昼間、夜間でも施設の使用料は異なると思いますし、また町内、町外でもで

すね、また使用料が異なるのではないかと考えますが、これだけ１８億円を投資して

の施設でございますが、この使用料については、どのような料金設定を考えておられ

るのか、お伺いいたします。 

 議  長  都市計画課長 

都市計画課長  お答えいたします。 

 公園整備も生活基盤の整備であり、インフラ整備の１つと考えております。多くの

来園者が公園を利用されますが、収益的施設ではございませんので、住民サービスを

提供する場だというふうに認識しておるところでございます。 

 住民サービスを提供する場所としての使用料につきましては、都市計画課と生涯学

習課において協議検討している段階であり、明確なお答えが出来かねるところではご

ざいますけれど、今後とも協議を行い、既存条例の使用料、経常的にかかる費用など

も勘案しながら、適切な料金を設定したいというふうに考えるところでございます。 
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 主な有料施設としましては、野球場の使用料、野球場の照明使用料、それから多目

的広場の照明使用料などを想定しています。以上でございます。 

 議  長  川上議員 

 川上議員  今まで同様の使用料ということであれば、非常にまた利用者も多いかと思います。

しかしながら、やはり維持費につきましては、非常な高額な金額になるわけでござい

まして、何と言いますか、町内、町外、もちろん区別はされると思うんですが、そこ

ら辺をですね、より良い料金設定をまたお願いしたいかなと思っております。 

 それでは次にですね、この施設の管理の方法について、お伺いをしたいと思うんで

すが。 

 現在の公園管理はですね、すべて業務委託でされておるのが現状だと思います。 

 でも、これだけですね、大型都市公園と言いますか、多目的運動公園になりますと、

利用者のサービスの向上、それから経費節減、その観点から見てもですね、私は一括

管理がいいのではないかとも思うわけですね。今まで植栽は何課、それから保守点検

はどこの課と、すべてバラバラで今まで業務委託をされておるんですが。 

 やはり今後この大きな施設でありまして、利用者のサービスの点から言いまして

も、相談機能があったりとか、いろんな苦情があったりとかします。それが、そのた

びたびに所管課が違うからということでですね、連絡じゃサービスの向上には繋がら

ないというふうなことも考えまして、私は、今申しますように、この多目的運動公園、

これにつきましては、そこの費用をすべて１つの課でですね、一括管理したほうがい

いのではないかと思いを持つものでございますが、どのような、今後管理の仕方をで

すね、計画されておられるのか、お伺いいたします。 

 議  長  都市計画課長 

都市計画課長  お答えいたします。 

 筑前町多目的運動公園に関しては、管理費の想定はしているものの、明確な把握は、

実際に管理運営を行って初めて可能であると考えております。 

 当面管理に要する費用の把握は行い、コスト縮減や利用促進などのために、指定管

理者による管理が必要という判断になれば、導入に向けた検討を行う必要があると考

えています。 

 また、指定管理者制度のメリット、デメリットを考慮しながら、導入したほうがい

い公共施設と、そうではない公共施設などもあると思われますので、検討を要すると

ころでございます。 

 管理費用が発生するということは、地域の雇用の創出もされるということでありま

すので、そのような面も含め総合的に判断したいという考えでございます。 

 議  長  川上議員 

 川上議員  以前ですね、都市計画課長の話によりますと、業務委託をお願いするにしても、シ

ルバー人材センターは、もう引き受けきらんという、前話を聞いておるわけですが。 

 非常にこれだけの施設でございまして、やはり受付業務とかそういうふうになって

きますと、当然高齢者の方々が、そこら辺は難しいと思われるかもしれません。 

 ただ、園内の作業等については、もちろんシルバー人材センターあたりが引き受け

られるかもしれませんが、そういう話を聞きましたので、私はやはりまず住民の公共

施設、この多目的運動公園が１番だと考えておりますし、その後が経費節減と考えて

おります。 

 そうしますと、やはり何と言いますか、１つは指定管理者制度を利用したほうがい

いんではないかなというようなことも考えております。 

 これは、私が知っておるコンサルタントの方から頂いた資料でございますが、ここ

に福岡市内、小郡市運動公園は、これは市が管理しておりますが、他に指定管理して
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いる公園が６つ、７つあります。一番大きいのは春日公園が３０ｈａからですね、一

番ちっちゃいのは福岡県の県営の名島運動公園、これは５ｈａぐらいのあれでござい

ますが。 

 面積単価で見てみますと、㎡当たりの単価で、何と言いますか、管理費をここに出

されております。一番高いのは８００円ぐらいになっておるものがありまして、一番

安いのは３３５円と、㎡当たりですね。 

 ということであれば、うちが９ｈａであれば２，７００万ぐらいかなというふうな

感じを持つわけでございます。 

 ですから、やはりもうそちらに任せれば、そちらのほうがすべて保守契約まで、す

べてなんもかんも指定管理者が行うと。そこに任せておけばいいと。苦情についても

そこが行う。 

 先生とお話をしていたんですが、やはり管理棟には２人の人員の方がおられまし

て、１人は受付業務をされていると、１人はやはり遊具施設と、またそういうふうな

スポーツ施設。いつも回られてですね、安全管理面のためにいつも公園内を回ってお

られて、例えば周知されたり、また、いろいろあったら指導されたりと、いうふうな

ことでされておると。 

 そういうことでありまして、やはりそういうふうな取り組みが、やはり指定管理で

あれば非常にしやすいのかなと、いうふうなことも考えておりました。 

 今申しましたように、コスト面では高くなるのは当然かもしれませんが、様々な管

理者の、業者の名前も頂いておるわけですが、やはり１回はですね、こういう方に伺

ってみて、どのような、うちの公園でできるのか、私は、そういう提案書を出してい

ただいたらいいんじゃないかと思うわけですね。 

 ですから、そういうことをひとつ研究されたらと思うんですが、見解をお伺いいた

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。 

 管理面につきましては、指定管理者制度が望ましいという議員のお考えですけれ

ど。 

 指定管理者制度につきましては、課のほうでも２、３社同じような仕様でですね、

どのくらい費用がかかるのかということを、参考程度には情報を把握しておりますけ

れど、やはり相当な金額が出ている状況でございます。以上でございます。 

 議  長  川上議員 

 川上議員  初めて聞きました。 

 ということは、そういう方を、指定管理者的なことを調べて、一応現状把握はして

おるということですね。 

 そうですか。 

 それで非常に経費が高くつくというふうなことでお聞きしたんですが、そこがどち

らのほうの会社に調査されたか分かりませんけど。 

 私は、この資料を見てみますと、公園は７つあるわけですが、㎡単価まで出てます

からですね、もしよかったら、これを見て、おあげしてもいいからですね、再度検討

していただいたらと思います。 

 それでは、最後の質問に移らせていただきますが、周辺施設との関連について、質

問をいたします。 

 まず、このパークゴルフ場をはじめ、この施設を利用される方は、やはりこれから

先たくさんの方がですね、この公園にお見えになろうかと思います。 

 そうしますと、近隣にあります花立山温泉についてもですね、多くの方が利用され
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るのではないかなと思います。 

 たいへんいいことであります。私たちも入湯税をいただいておりますので、こちら

の利用も多くなったほうがいいわけでございますが。 

 ただ、だからといって、近隣の区なり、町としてはそのような恩恵はないわけでご

ざいましてですね、そこで、私は１つの提案があるわけですが。 

 せっかくあそこに花立山温泉があります。そうしますと、それからですね、温泉を

引き込んできて、あそこに足湯かなんかをつくっていただいたらなというふうなこと

も思うわけですね。 

 そうしますと、疲れた体を足湯で癒して、リラックスして帰られるということもあ

りますので、できたらですね、社長と町長が提案していただいて、そういうふうな施

設を、うちの施設内なり、また、今花立山温泉も１ｈａから２ｈａの、あそこに敷地

がありますので、そちらのほうにそういうふうな施設をですね、１つ作っていただい

たら、またこれは１つの名所になって、多くの方が利用されるんじゃないかなと思う

わけですね。 

 町長、ぜひそこら辺のトップ会談をしていただいたらと思っておりますが、いかが

でしょうか。 

 議  長  田頭町長 

 町  長  お答えいたします。 

 多目的グラウンドをあの場所に整備をする意味合い、意義というものは、まさに民

営でですね、立派な温泉がございます。そして周辺には梨園がございます。荒廃地も

ございます。 

 １つの、あそこの地域の活性化の、１つの起爆になっていくんじゃなかろうかとい

う思いでございます。 

 と同時に、今言われましたようにですね、花立山温泉とは本当に、あそこは、町の

仕事というのは、町の財政が潤うだけが仕事じゃございませんで、地域経済が活性化

することこそ、本来の仕事でございますので、そういった意味合いからすれば、ぜひ

温泉のほうとも様々な話をしていただいて、お互い協力すべき点探ってですね、より

良い方向で、今言われましたのも１案だと思いますので、話をしてみたいと思います。 

 議  長  川上議員 

 川上議員  それと、これも昨年６月の一般質問で出しておったんですが、四三嶋地区ですね、

あちらのほうに、本当に虚空蔵様から焼ノ峠古墳があります。それから花立山もあり

ます。名所旧跡でございますが。 

 それから、下髙場、四三嶋地区はですね、合同で開発した梨団地もですね、今回の

運動公園の開発によりまして、下高場の２、３名の方が残っておられるだけで、後は

もう四三嶋の方だけということでございましたので、非常に農業も衰退をしておりま

す。 

 今後の活性化のためにですね、やはり観光農園なり、その地域のですね、名所旧跡

を発信することがですね、私は重要だと考えておりますし、このことにつきましては、

今申しましたように、昨年の６月に質問をしておりました。 

 そのときに、必要なものであれば観光案内や散策のマップ、それからトイレ等につ

いても整備することは、地域の活性化のためになりますので、地域の方と考えて返答

したいと、考えていきたいということを返答いただいておりました。 

 このことにつきまして、もう来年秋開園をするわけでありますので、どのような考

えをお持ちなのか、再度お尋ねをいたします。 

 議  長  企画課長 

 企画課長  お答えいたします。 
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 先ほど町長話されましたように、地域活性化の起爆剤になり得る１つの拠点であろ

うと認識しております。 

 昨年の６月にもお答えした部分と一部重複するかもしれませんけれども、運動公園

ができましたらですね、人の動きというのが大きく変わってくるものと思います。 

 ですから、今後地域の財産をいかにして生かしていくかというところですね、町主

導でぐいぐいというパターンも１つあるわけでございますけども、やはり地域を一番

ご存じなのは、やはり地域住民の方であろうかと思います。 

 ここにはこういうものがある、これはもうちょっとアピールしていくともっといい

かもしれないとかですね、そういうふうな中で、皆様のおもてなしの心でですね、わ

が地域の魅力づくりを、どのような夢、そして形として描いていただけるものであろ

うかというものをお手伝いしたいと考えております。 

 そして町は、一緒になって夢の形を現場に実際落としてみると。そしたらこういう

ふうなイメージはどうですかということで働きかける。そして、そこでいくと、やっ

ぱりここは周辺マップを作って、ここに道しるべを置いて、分かれ道をきちんと分か

るようにしようとだったり、ここには拠点として、観光案内板であったり、休憩スポ

ット、トイレがあったらいいねとかですね、そういうふうなお話をたくさんお伺いし

たいと思っております。 

 その周遊するコースの中のポイントに、何をどのように配置したら、一番お客様が

喜んでいただけるだろうかというふうなところの視点でですね、まず話をしていただ

ければと思っております。 

 場合によっては、用地の相談ということもあり得るでしょうから、やはり地元の方

の協力なしでは進められないと思っています。 

 みんなで作った、愛するコースであればですね、やはり訪れた気持ちが、訪れた人

たちが気持ちよく、それぞれ思い思いの時間でゆったりと過ごしていただけるような

ですね、所ができたらなと思っております。 

 例えば、そういうことであると、ポイ捨てがあったらちょっと拾っておこうとかで

すね、あそこは草が伸びとるけん、ちょっと刈ってやっとこうかねとかですね、また、

花壇作りとかですね、うちはオープンガーデンにしてもいいよとか、そういうふうな

いろんな発想が出てくると、とってもいい関係ができるのかなと。 

 そして、訪れていただける方も、やはり他人様の庭先を歩かせていただいていると

いうふうな気持ちでですね、訪れていただけたら、お互いにとても気持ちがいい関係

というふうな形で、地域振興が目指せるんじゃないかなというような夢を描いており

ます。 

 主役はあくまでも地域の皆さんということで考えておるわけでございます。行政

は、皆さんの夢を受け止めて、可能なものはそれを具体的に進めていくという、サポ

ート役に徹して、積極的にかかわっていきたいというふうに考えています。 

 仮定でこういう人がこういうふうな形で来るのかなということよりも、実際に運動

公園ができてみてですね、例えばどこの地区からみえるのか、年齢はどうなのか、性

別はどうなのか、親子連れなのか、高齢者なのか、個人なのか団体が多いのか、いろ

んな場合が想定されますのでですね、また、日曜日だけが多い、平日は尐ないとか、

そういうふうなところの実感を地域の方が捉えられてですね、一緒に議論していけた

らというふうに考えておるところでございます。以上です。 

 議  長  川上議員 

 川上議員  今でもですね、花立山をジョギングされる方は結構おられます。 

 今度多目的運動公園ができればですね、そちらを発進元であそこまでウォーキング

されたり、ジョギングされたり、そして帰りには焼ノ峠古墳を見たり、虚空蔵様に寄

ったりとですね、１つのコースができ、それこそ散策マップなり観光案内ができれば
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ですね、なお一層多くの方が出かけて来るのではないかと思っておりますし、そうす

ることによって、そこの地域の農業が振興し、潤うんではなかろうかということを考

えております。 

 ぜひ、早急にその地域の方と話し合いをしていただきまして、そのような取り組み

が実現できますことをお願いいたしまして、私の一般質問を終わります。 

議  長  これにて、６番 川上康男議員の一般質問を終了します。 

休  憩  

議  長  ここで休憩します。 

 午後１時より再開します。 

 （１２：０３） 

再  開  

議  長  休憩前に引き続き、一般質問を行います。 

 （１３：００） 

議  長  ５番 石丸時次郎議員 

石丸議員  通告に従い、項次質問をします。 

 今回は教育問題について、大きく２点質問します。 

 まず１点目は、豊かな心や生きる力を育む教育活動についてです。 

 本町では９月より、小中学校の全教室にエアコンが導入されました。昨今の異常と

もいえる気温の高さを考えれば、エアコン導入も致し方ないのかなと思っているとこ

ろです。 

 いずれにしましても、また１つ充実した教育環境が整い、子どもたちにとっては快

適な環境の中で勉学に集中でき、学力向上に大きな効果をもたらすものと期待をして

いるところです。 

 が一方、今の子どもたちに不足しているといわれている忍耐力や対応能力の低下

が、さらに進むのではと懸念をしているところでもあります。 

 そこでお聞きをします。 

 今回のエアコン導入により、どのような議論がなされたのか、まず、お尋ねをした

いと思います。 

議  長  教育課長 

教育課長  お答えいたします。 

 町内小中学校のエアコン導入につきましては、以前より議会においてご質問があり

ましたように、近年の猛暑の影響などから、各教室の室温が非常に高温、３５℃以上

になるなど、厳しい学校教育環境にあり、児童生徒の安全、健康面から改善を望む声

が、保護者や現場の学校及び議会からも空調設備の設置に対し、日に日に高まってま

いりました。 

 町といたしましては、このことを深刻に受け止め、今後も予想される猛暑に対し、

学習意欲の低下や、併せてＰＭ２．５等による環境悪化などの改善を図るための主な

検討課題といたしまして、１つ目に、既に導入されている自治体、先進地への視察を

行い、導入状況などを確認いたしました。 

 ２つ目として、国県の補助金制度の活用状況について調べました。 

 ３つ目に、扇風機の導入も視野に入れて検討してまいりました。扇風機につきまし

ては、熱い風を回すだけで、効果については疑問となることなどから、将来二重投資

とならないようにするということを考えたところでございます。 

 ４つ目に、導入後の電気代、ランニングコストの試算や子どもたちの健康面を考慮

し、機種の選定、配置などを検討をいたしました。 

 以上のようなことを計画の段階で検討いたしまして、まず、導入の対策の１つの条
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件といたしまして、財政面においても国の補助制度を活用しての整備が可能であるか

などを踏まえ、最終的に町の政策的な判断として、空調設備導入の補助を事業選択を

条件として、近隣の自治体に先駆け、昨年の７月末に導入の方針を決定したところで

あります。 

 このことから、平成２５年度の９月定例議会におきましてご理解をいただき、各小

中学校の各教室へのエアコン導入に向け、実施設計委託費を計上し、昨年度より繰り

越し事業において、本年度５月に着工して、現在完了したところでございます。 

 以上、説明を終わります。 

議  長  石丸議員 

石丸議員  導入経過については、よく分かりました。 

 ところで、何事においてもそうだろうと思いますが、とりわけ子供の成長過程では、

バランスの取れた働きかけが必要であると、私は常々訴えてきたところです。 

 子どもたちが集中して勉強ができる環境を整える。これも大人である私たちがやら

なければならないことですが、同時に、物の豊かさや快適さの中で失っていくものを

どう補っていくのか、その取り組みも私たち大人が責任をもってやっていかなければ

ならない大切なことではないかと思っているところです。 

 そういうことについては、しっかりですね、取り組みをやっていただきたい。 

 そこで具体的な取り組みがですね、実際に実施されることを、今後期待をしまして、

次の質問事頄に移りたいと思います。 

 次は、本年から全国学力テストの学校別成績公表が解禁をされました。このことは

教育現場に、さらに競争をあおり、加熱させるのではないかと危惧をしているところ

です。 

 また、昨年から導入されました土曜授業につきましても、当初の趣旨から外れ、授

業時数の確保に動き始めた自治体もあるようです。 

 このような経過の中、学校にエアコンが導入されたことにより、まだ一部ではあり

ますが、夏休み短縮の声も聞かれます。 

 そこで、夏休みの意義を含め、教育委員会の見解をお聞きします。 

議  長  大雄教育長 

教 育 長  お答えいたします。 

 教育委員会では、夏季休業の意義について、次のように考えております。 

 夏季休業は、児童生徒が自主的な生活設計のもとに、これまでの学習を深めたり、

部活動の様々な大会に参加したり、日ごろは体験できないボランティア活動や自然体

験、地域での集団的な活動、自由研究や読書などをしたりすることで、児童生徒の成

長を促す可能性を持った、たいへん有意義な期間であると、そのように考えておりま

す。 

 石丸議員ご指摘のように、教室へのエアコン導入に伴い、夏季休業期間を短縮する

自治体もあると、そのように承知をいたしておりますし、また、本町におきましても、

一部の保護者の皆様から、同様の声を聞くこともございます。 

 教育委員会としましては、学校運営協議会での熟議や近隣の市町村の動向を踏まえ

ながら、今後エアコン導入に伴う夏季休業日の短縮の可否等について、十分議論し検

討してまいりたいと、そのように考えております。以上でございます。 

議  長  石丸議員 

石丸議員  関連してもう１点お聞きをします。 

 エアコンが導入されたことにより、子どもたちの学習環境はより高まったわけで

す。 

 そこで、今後予想されるのは、学校が休みのときも教室で勉強がしたいという子ど
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もたちも出てくるのではないかと思われますが、その点については、どのような対応

を考えているのか、お聞きしたいと思います。 

議  長  教育課長 

教育課長  まだ、具体的にそういう話があっているわけではございません。 

 そういう要望があった場合に、例えば、三輪小学校においてはスクールバスの確保

とか、じゃあ、その授業する中において、学年が違うとかバラバラになるとか、いろ

んな想定が考えられます。今後の検討課題と思っております。 

議  長  石丸議員 

石丸議員  先ほど、特に子どもたちの成長過程においては、非常にバランスが大事なんだとい

うお話をしたわけですが、尐し話をさせていただきます。 

 今はもう目にすることがほとんどなくなったわけですが、天秤棒、別名六尺棒とい

うものがありました。 

 今日のように農業機械が発達していない時代でしたので、農家の人たちにはたいへ

ん重宝がられた道具の１つでした。１８０㎝程度の棒の両端に籠を吊り下げ、そこに

物を乗せ、肩に担いで運ぶのですが、いつも前と後ろのバランスが、重さが同じとは

限りません。そのときは支点を変え、バランスを取りながら目的地まで運ぶわけです。 

 また、天秤棒は必要なものを運ぶために、今は必要でないものを一方の籠に乗せ、

バランスを取らなければ運ぶことができないことを教えてくれました。 

 昔の人が作った道具は、今の利便性だけが追求された機械とは違って、哲学があり

ました。人としての生き方を学ぶことができました。 

 私は、これを天秤思想と呼び、大切な教えの１つとして大事にしてきたところです。

これからもずっと大事にしていきたいと思っています。 

 尐し余談が長くなりました。 

 それでは、次の質問事頄へ移ります。 

 昨年３月、県教委は、公立の小中学校で土曜授業ができるという方針を、県内の全

市町村教委に通知をしました。本町においても早いところでは、５月から土曜授業を

実施してきたわけですが、これまでの各校の取り組み内容、及び成果と課題について、

お聞きをしたいと思います。 

議  長  教育課長 

教育課長  お答えいたします。 

 土曜授業につきましては、学校週５日制の趣旨を踏まえ、外部人材の協力や地域保

護者への参画が得やすい土曜日に実施いたしております。 

 土曜授業の内容といたしましては、各校とも地域、保護者への公開授業、学力向上

のための補充学習、発展学習を行っているところであります。 

 また、体験活動といたしましては、各校が学校運営協議会と協議を行い、それぞれ

年間計画に従って取り組んでいます。 

 具体的には、三輪小学校、地域と連携した防災訓練、ウォークラリー、持久走大会。

東小田小学校、人権学習、祖父母学級、避難訓練、水泳記録会。中牟田小学校、地域

と連携した防災訓練、食に関する体験学習。三並小学校、水泳記録会、学習発表会。

両中学校、地域と連携した防災訓練、文化発表会、マラソン大会等、各校特色ある取

り組みを実施しているところであります。 

 成果といたしましては、普段の授業では確保することができにくい補充学習、発展

学習の機会を確保できたこと、地域や保護者と一体となった体験活動を実施すること

ができ、児童生徒の自ら学ぶ意欲を向上することができたこと、地域の方や保護者が

参加しやすくなり、学校への意識を高めてもらうことができたことであります。 

 課題といたしましては、学習をサポートしていただく地域人材の確保が難しいこ
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と、児童生徒が参加する社会教育団体、スポーツ団体等の授業との日程の調整が上げ

られます。以上でございます。 

議  長  石丸議員 

石丸議員  平成２４年９月議会において、私は、土曜授業を活用し、食の教育の取り組みにつ

いて質問をしました。 

 と言いますのも、９月議会でも申し述べましたが、本町は豊かな自然に囲まれた、

教育環境に恵まれたすばらしい地域であります。 

 このような環境の中にあって、残念ながら本町の子どもたちの多くも自然体験が尐

なくなり、社会性の不足や自立心の希薄さが指摘されていることは、以前にも申し述

べたとおりであります。 

 さらに本町は、農業が基幹産業であるにもかかわらず、それを体験することなく育

っていく本町の子どもたちは、これから先必ず体験するであろう厳しい社会の中で、

それでも強かに生き抜く力を身に付けているのだろうか、そのような懸念をしている

ところです。 

 言うまでもなく自然体験、なかんずく農業体験は、人間の基礎をつくるうえで欠か

せない体験であると考えています。 

 そこで、農業体験というほど大げさなものではありませんが、緑のカーテンの取り

組みを検討していただきたいと思っています。 

 ご承知のとおり、緑のカーテンは、日よけには最高です。必然的に室内の温度を下

げ、エアコンの消費削減にも繋がります。また、緑色には疲れを癒す効能もあるよう

です。昨今ストレスを抱えているのは私たち大人だけではありません。そういう意味

からも今日の学校現場には欠かせない教育環境の１つではないかと考えますが、教育

委員会の見解をお聞かせください。 

議  長  教育課長 

教育課長  お答えいたします。 

 平成２４年９月議会におきまして、石丸議員の一般質問に答弁いたしましたよう

に、農業体験や栽培体験などの自然体験活動は、児童生徒の豊かな心や生きる力を育

むために必要となる効果的な体験活動の１つであると捉えております。  

 議員お尋ねの緑のカーテンにつきましては、現在、環境教育及び栽培体験の１つと

して、町内の３小学校、三輪小学校、東小田小学校、中牟田小学校、両中学校で実施

されております。 

 小学校におきましては、主な総合的な学習の時間や理科の時間等の教育課程内で、

中学校においては、休業日にＰＴＡとの協力を得ながら取り組んでいるところであり

ます。 

 教育委員会といたしましても、各小中学校が緑のカーテンに取り組むことは、環境

教育や命の教育、食育などの視点からも、その教育的な効果があると考えております

ので、各学校には、緑のカーテンの取り組みの意義を理解していただき、学校運営協

議会やＰＴＡ等の協力を得ながら、土曜授業での取り組みを含めて推進していただく

ことを考えております。以上でございます。 

議  長  石丸議員 

石丸議員  先ほど課長のほうから、土曜授業の内容についての報告がありましたが。 

 私はですね、小学校、中学校時代には、やはり農業体験、しかし、この農業体験と

いうのは、非常にいろんな課題があってなかなか難しいと思いますが、尐なくとも栽

培活動、これはですね、やはり中学校を卒業する、できれば小学校を卒業するまでに

ですね、ぜひ、すべての子どもたちに体験させていただきたいと、そのように考えて

おるわけです。 
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 そういう意味では、先ほどの土曜授業の内容についてはですね、もう尐しここら辺

に力を入れてほしいなと、そういう思いでおります。 

 そこで、子どもたちが自らの手で育てていく栽培活動の必要性、重要性というのは、

先ほど課長が申されましたので、私がここで縷々申し上げる必要もないと思います。 

 そのようにすべての人がですね、非常に大切な取り組みなんだと、体験なんだとい

うことは認めていることであると思っています。 

 なにしろ栽培活動というのは、命と接する機会を、大人である私たちが子どもたち

に与えるわけですから、そういう意味では非常に大切な活動であるというふうに考え

ています。 

 いろいろとこの栽培活動にはですね、特に教職員の手を煩わせるということになれ

ば、またいろいろと問題にもなります。先ほど言いましたように、やはりこれはです

ね、地域教育の一環としてやっていっていただきたい。そういう意味での地域の人た

ちの協力、援助、云々を考えればですね、大きな課題もあると思いますが、しかしな

がら、この体験は子どもたちに、ぜひ、やらせてほしいんだと、そういう熱意をもっ

てですね、私も実際、地域の人たちにそういうお話はしていきたいと思いますし、今

までもしてきたつもりです。 

 そういう意味ではたいへん困難もあろうと思いますが、ぜひ、こういう栽培活動を

子どもたちが体験できるような、そういう取り組みをぜひ、やっていただきますよう、

お願いをしておきたいと思います。 

 次の質問へ移ります。 

 今年から解禁された全国学力テストの学校別成績公表については、いろいろ賛否両

論あるようですが、まず、教育委員会の見解をお尋ねします。 

議  長  大雄教育長 

教 育 長  お答えいたします。  

 全校学力テストの結果につきましては、町民の皆様への説明責任を果たす観点か

ら、教育委員会主催の学力向上研修会や広報ちくぜん等を通じまして、平成２１年度

から、町民並びに保護者の皆様等への公表を行ってまいったところでございます。 

 ご質問の学校別の成績公表につきましては、今回から地教委の判断でできるものと

なりましたが、本町では既に各小中学校がホームページ等で公表を行っておりますの

で、筑前町教育委員会といたしましては、重ねて学校別の結果の公表をする必要はな

いのではないかと、もう既に各学校が公表いたしておりますので、公表する必要もな

いんではなかろうかなと、そのように考えているところです。以上でございます。 

議  長  石丸議員 

石丸議員  ご承知のとおり、このテストで測定できるのは、学力のほんの一部でしかありませ

ん。そのような点数を公表し、学校の序列化をはかれば、点数を取ることだけに偏り、

豊かな心と生きる力を育む本来の教育活動から、私は大きく逸脱し多くの子どもたち

の心を傷つけるだけのものではないかと、そのように考えています。慎重にですね、

この公表についてはやっていただきたい、そのように思います。 

 次の質問へ移ります。 

 次は、本年４月から各校の栄養士が削減されました。 

 先の教育委員会答弁では、なんら問題はないということでしたが、子どもたちの食

育、食の安全に問題はないのか、再度お聞きをしたいと思います。 

議  長  教育課長 

教育課長  お答えいたします。  

 平成２５年９月定例議会におきまして石丸時次郎議員の一般質問、並びに平成２６

年３月定例議会で河内直子議員の一般質問にもお答えいたしましたように、栄養士の
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削減に伴う食の安全確保につきましては、常に危機感を持って対応しております。 

 特に食物アレルギー、アナフィラキシーは、児童生徒の命にかかわる問題でありま

すので、その対応につきましては、一栄養教諭だけが対応するものではなく、教職員

すべてが組織かつ迅速、的確に対応することが必要になります。 

 そのため各学校で緊急対応マニュアルを作成し、定期的に校内でアレルギーを持つ

児童生徒の情報共有を行っております。 

 さらに昨年度から、専門医の指導の下にエピペンの実技研修を実施しております。

また、本年度から教育課の栄養士が物資発注業務を一括発注しており、食物アレルギ

ーを有する児童生徒に提供する食材の発注についても、統一した管理が可能となって

きました。 

 このことから、栄養教諭は２校兼務になっても、統一献立における除去食等への対

応が安心して行えるようになっております。 

 食育の推進につきましては、本年度から栄養教諭は２校兼務でありますけども、町

内すべての学校に配置することになり、栄養教諭が持つ専門的な知識を踏まえた充実

した食に関する指導が可能となりました。 

 今後各学校の食に関する年間指導計画に基づいた食育を進めていく所存でありま

す。以上でございます。 

議  長  石丸議員 

石丸議員  もう１つお聞きします。 

 栄養士削減に伴い、教職員への負担については問題ないか、このことをお聞きした

いと思います。 

議  長  教育課長 

教育課長  お答えいたします。 

 平成２５年９月定例議会で、同じように石丸時次郎議員からの一般質問でお答えし

ておりましたように、昨年度まで栄養士が行っていた主な業務である食材の発注管理

については、本年度より教育課に栄養士を配置し、一括管理を行っております。 

 そのため従来どおりの業務が円滑に行われていることから、栄養教諭に過度な負担

があるという報告はございません。 

 また、教職員一人ひとりへの負担につきましても、食物アレルギー、アナフィラキ

シーへの対応について、学校の体制づくりがより充実したことにより、これまでと大

きく変わらないものでございます。以上です。 

議  長  石丸議員 

石丸議員  この件については課長申されますように、私も前回質問させていただきました。 

今回取り上げましたことは、栄養士削減に伴いですね、子どもたちの食育、食の安

全、さらには教職員への負担については、教育委員会と現場の教職員との認識が共有

されていないのではと感じています。 

 ですから、今回またやったわけですが、答弁は、まったく前回の一般質問の内容と

同じでしたので、そういうことです。 

 現場の先生たちとの認識が尐し違っているんではないかと、そのように感じました

ので、再度質問をしたわけです。 

 先ほど課長も申されましたように、この食の安全については、いわゆるこのことは、

子どもの生命にかかわる問題です。再度現場の声を聞いていただきますよう、強く要

望をして、次の質問事頄へ移ります。 

 最後の質問です。 

 今月より本町のすべての教室にエアコンが設置されました。完璧といえるほどの教

育環境が整ったのではないかと思っています。 
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 ところで、教育の成果を上げていくためには、教育設備も必要ですが、やはり人の

力に勝るものはないと思っています。 

 このたびの栄養士削減につきましては、検討に検討を重ねてのこととは思います

が、現場ではいくつかの問題もあるようです。もう一度調査をしていただき、しかる

後には、栄養士配置について検討していただきたいと思っていますが、教育長の考え

をお聞きします。 

議  長  大雄教育長 

教 育 長  今回、栄養士の配置を教育課のほうに集約するというような形でですね、食材等を

一括して発注するような体制に変更をさせていただきました。 

 教育課に栄養士を配置した後、各学校からのクレーム等は一切ございません。また、

食材の発注管理等も円滑に行われております。 

 今回、栄養教諭を全小中学校に兼務発令させていただきましたのは、本町が進める

食育のさらなる充実と推進を図るものでございまして、今後ですね、議員申されます

ように、現場の声にも、また、調査等も行いながら、改善する必要があれば改善を図

りたいとは考えてはおりますけれども、現状ではですね、特段の事情等ですね、改善

または改めなければいけないというような特段の事情等がですね、できておりません

ので、この体制を維持してまいりたいと、そのようには考えておるところでございま

す。 

議  長  石丸議員 

石丸議員  ぜひですね、現場の声もしっかり聞いていただいて対応をお願いしたいと思いま

す。よろしくお願いしておきます。 

 さて、季節はこれから収穫の秋、味覚の秋を迎えます。 

 ところで、魚や野菜に旪の時期があることは周知のとおりでありますが、実は人間

にも旪の時期があるのではないかと、私は思っています。 

 つまり子ども時代は子どものときにしか体験できないことを、確実に経験してお

く、それが実は味のある大人へ成長していくための基礎となるものと、私は考えてい

るからです。 

 笑顔の出る、心豊かな筑前っ子が、さらに味のある大人に成長するため、私たち大

人がやらなければならないことはたくさんあるのではないでしょうか。共に汗をかか

なければと思っています。 

 以上で、私の質問を終わります。 

議  長  これにて、５番 石丸時次郎議員の一般質問を終了します。 

休  憩  

議  長  ここで休憩します。 

 １時４５分より再開します。 

（１３：３０） 

再  開  

議  長  休憩前に引き続き、一般質問を行います。 

（１３：４５） 

議  長  １０番 梅田美代子議員 

梅田議員  通告に従いまして、質問させていただきます。 

 まず、公共交通活性化事業について、でございます。 

 巡回バス、愛称ちくちゃんバスとなりまして、住民から親しみやすい存在になって

おると思います。昨年総務委員会におきまして試乗をさせていただきましたが、午前

中１番の便は多く乗客がありまして、本当にこのバスがあるけん助かっておりますと

いうことで、喜びの声を聞くことができましたが、一方ではやはり時間帯また巡回区
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域におきまして、利用がほとんどなかったというのを目の当たりにいたしました。 

 第３ステップといたしまして、本年１月から施行運転が見直されました。利便性の

向上に日頃より極力努力されていることは認めるところでございますが、やはり最近

の乗車状況を見てみましても、昼の時間帯は空で走っている姿を目にし、課題がある

ということを感じております。 

 本格運行に向けて、今後議論されていくと思いますけれども、やはり本格運行に向

けては、利便性向上のためにさらなる検討は必要だというふうに感じております。 

 まず、これまでの事業経費、また利用者の推移について伺います。 

議  長  企画課長 

企画課長  私のほうからお答えいたします。 

 これまでの経緯でございます。 

 平成２３年の７月まではですね、従来の福祉バスというふうなことで回っておった

ところでございます。 

 その当時は改正前ということで、平成２２年度で１日４８人でございます。金額、

経費が４６３万円ほどでございます。 

 そして見直しということで、第１次の改革、平成２３年７月から第１ステップの改

正を行いました。ここで、金額、２３年度で１，２２８万６千円、そして利用者は１

日当たり７０人というところまで増えております。 

 そして、そこのまた見直しを行いまして、平成２４年７月から第２ステップという

改善を行っております。 

 ここで金額的にはあまり変わっておりませんが、１，２９４万９千円、そして、利

用者数は７９人というところまで利用が伸びてきております。 

 ということで、ここまでの改善、改革というふうなことを踏まえまして、今おっし

ゃいましたように、２６年の１月からはですね、１台増やしたいというふうな、大き

な改革を行いまして、第３ステップというところにきております。 

 見込みとしましては、年度で言いますと、２，１００万円ぐらいかかる経費でござ

います。そして、人数的には、今のところ７月までということで、７カ月間だけでは

ございますけども、７９人というふうな形でございます。 

 ちょっとまだ７カ月だけということで、今後も慎重に見ていく必要があると思いま

す。 

 ６月、７月でちょっと落ち込みまして、それまでは８０人ちょっとという経緯でお

ったんですけども、そこで落ち込んでおります。また、今後の経緯を注視したいと思

っております。以上です。 

議  長  梅田議員 

梅田議員  いろいろこれまでに改正もされておりまして、また、バス停を新規に追加したりと

かですね、そして、ルートも４０分以内とか様々な改善はされてきております。そし

て、第３ステップにおきましては、小型のちくちゃんバスということで、三箇山地域

も走らせてあるようなんですけれども。 

確かに改正前、福祉バスとして、２３年７月以前というのは１日４８人、この資料

の表を見ますと、４８人ぐらいで、そしてあとがですね、ずっと７０人から８０人と

いうことで、確かに利用者は増加していると思いますし、しかしながら、２６年１月

からそったく号も運行を開始されて、３台運行になっていますが、人数的にはあまり

変化がないというふうに、この資料を見たら感じられるわけでございます。 

 そういったことで、本当に努力はなさっているんでございますけれども、そして、

今までずっと計算しましたら、やはり６千万近くかけて来られているんじゃないかと

思います。これは、総務委員会のときの資料を見ますと、大体６，１００万ぐらいか
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けてあります。 

 本当にそういうふうで、努力はなさっているにもかかわらず、しかしながら費用対

効果ばかりでは議論できる問題ではないと思っておりますけれども、この現状をです

ね、町長どのように、率直にお考えになっておられるのか、お尋ねをいたします。 

議  長  田頭町長 

町  長  お答えいたします。 

 現状では非常に乗降客が尐ないと、そのような認識でございます。 

 ただ、今やっているのは試行期間である。と同時に、将来をにらんだ施策であると

いう認識は十分持っております。 

 まだまだ不十分ではありますけれども、将来はですね、かなりこのバスの利用は必

要度は高まってまいります。 

 そういったことも含めて、まだまだ試行段階でございますので、改善はしながらも

より良い運行形態に持っていきたいと思うところでございます。 

議  長  梅田議員 

梅田議員  公共交通活性化対策検討委員会の中で、様々に議論はなされてきていると思います

けれども、そしてアンケート調査もされたというふうにお聞きしておりますが、この

アンケート調査を踏まえて、検証されたということになると思うんですけれども、今

後どのようなことを取り組んでいかれるのか、アンケートを生かしていかれるのかと

いうことをお尋ねいたします。 

議  長  企画課長 

企画課長  平成２６年、今年の４月から５月にかけてアンケート調査をいたしました。 

 区長さんへの配布のお願いという部分でのランダムなアンケート、それから老人ク

ラブでやりましたし、老人福祉施設でやりましたりというふうなことで、回答数が５

７７通というふうなですね、アンケート調査を行いました。 

 その分析ということですけども、まだ一部分の十分分析しきってない部分がござい

ます。しかしながら、まず代表的なところで報告したいと思います。 

 まず、認知度というふうなことで、大元ちくちゃんバスというのをご存じですかと、

地域巡回バスをですね。そしたら、９１％の方が「知っている」という回答。ですか

ら、ラッピングを施して町内３台で走っていますから、認知度は非常に高いというふ

うに認識しております。 

 それから、次に、利用交通手段でございます。一般的に自分で車を運転している方

が５７％、そして家族の車に同乗しているという方が１７％でございました。合計の

７４％は何らかの車で自由に移動ができていると実態。ですから、さほど困っていら

っしゃらないというふうなことですね。 

 それから、外出時の交通手段について、「困っていますか」というストレートな質

問もございました。「まったく困っていない」という方が約６割でございます。「あま

り困っていない」という方が約３割、合計の９２％の方がほとんど困っていないとい

うふうなことで、困っているという方は、８％しか今現在はいらっしゃらなかったと

いうことで、この段階では、将来的には必要ですけども、近々のうちに地域巡回バス

の乗客数が大幅に伸びるというふうなことは、あまり想定してはいけないようなアン

ケート結果だと認識しております。 

 それから、今後のバスの利用意向でございます。「ちくちゃんバスを今後利用する」、

それから「改善されれば利用する」、そして「今は利用しないけれども将来は利用」

という方、こういった方合計で８７％の方が利用の方向でございます。 

 そしてもう１つ、金額のことを表示してですね、それでも必要かというふうなこと

も問いております。年間運航経費約２，１００万というものを費やしたとします。そ
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して、その場合に「必要ですか」という質問をしております。「必要」という方が４

割、「どちらかと言えば必要」という方が４２％、合計の８２％の方が２，１００万

かかってもやっぱり運行してくれ、「必要です」というご回答があっております。 

 近い将来を見据えますと、ちくちゃんバスの必要性は非常に大きいということで、

もし将来免許証を返上するとかでですね、自分で運転できないとか家族と別になって

しまったとかいう場合には、あそこのバス停まで行けば地域巡回バスに乗って移動で

きるという、公共交通の中での最低限のですね、サービスの補償というふうな形での

続行は望まれているというふうな分析をしております。 

 ただ、やっぱりおっしゃいましたように、費用対効果ということで、やっぱり念頭

に置かなければなりませんので、また今後サービスの低下を極力抑えまして、経費を

削減できる方策がないかというふうなところ、さらにまた試行というふうな形でです

ね、しばらくまた様子を見る必要があるのかなというふうな気がしております。 

 まだ具体的には活性化対策委員会のご意見を賜りながら、町のほうで判断したいと

思っております。以上です。 

議  長  梅田議員 

梅田議員  現在はあまり利用されてないんですが、将来的には利用したいという高齢化の進展

とともに、そういう声は当然あるだろうと思います。それがアンケート結果に出てい

るんだと思いますけれども。 

 やはり現状、走っている車を見てみますと、本当に空で走っているのを目の当たり

にしますと、果たしていいのかなということを思いますし、住民の方もそれを目にさ

れたときにですね、もう空で走って何事かというような、利用されて本当に助かって

らっしゃる、その声は声としてあるんですけれども、反面そういった視点で見られて

いる住民の方たちもおられると思います。 

 だから、本当にこのバスに関しては悩ましい、予算は投入しないといけない、乗り

手は尐ないということで、担当課にしましてもたいへんご苦労されているし、悩まし

い部分がある。しかし、これをやり続けていかないといけない。これが実態ではなか

ろうかというふうに、私自身も思っているところでございます。 

 実は７月１５日に、八女市の黒木総合支所に、登録制の予約型乗合タクシーの視察

に行ってまいりまして、ふるさとタクシーという愛称で運行されております。 

 どういうものかと言いますと、電話予約によりまして、ドアツードア方式で、タク

シーの便利さと、１回片道３００円というバス並みの料金で利用できるというもの

で、八女市と筑前町は置かれている環境、面積も全然違いますが、八女市は、合併後

の市内を１１エリアに分けまして、そして１２台のバス、１０人乗りのワゴンタクシ

ーを導入されて運営しているということなんですね。 

 八女市が、筑前町の大体面積が７倍はあると思いますし、人口で言いますと６７，

５００人ぐらいですので、２倍ちょっとかなというふうに考えますが。 

 そこで、本当にこの登録者数も１万２千人からおられまして、２５年度実績として

６万１千人、１日平均２６０人がこの乗合タクシーを利用されているということを聞

いてまいりました。 

 やっぱりこれは筑前町だけではなくて、この公共交通機関の問題というのは、日本

全国どこの自治体においても、これからの大きな課題、問題になってくると思います。 

 そういったことで、今、運行をいつまで続けられるのか、将来的にどういう展望で

考えておられるのかですね、このまま何年間走らせる、そういうふうなお考えという

のがあるのか。もし、今のバスで、３台でやり続けたいというお考えも１つの考えか

もしれませんが、八女が行っておりますような、予約制の乗合タクシー、こういった

こともですね、ぜひ、検討課題に今後取り入れて、研究していくべきじゃないかなと

いうふうに思います。 
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 それで、今の３台のバスを運行する。このこと、今、アンケート調査も行われたと

いうことで、すぐには結論は出ませんが、大体どういうふうにお考えになっていくの

か、お尋ねをいたします。 

議  長  企画課長 

企画課長  私のほうからお答えさせていただきます。 

 先ほどおっしゃいましたように、デマンドタクシーというふうなことで、予約をし

て、何時の便でどこまで行きたいということでですね、予約を受け付けました。その

代り料金をいくらですよというふうなことで、言ってもらうという、ドアツードアと

いう、非常に便利な乗り物でございます。バス賃並みに安いという料金もそのとおり

でございます。 

 ただ、筑前町の特徴的な部分としましては、福祉バスの時代から現在の地域巡回バ

スの第３ステップまでただ、無償運行ですね。ただで乗れるということを続けてきて

おります。 

 町民の方にも無償運行というのが身に付いてますので、デマンドタクシーにします

と、先ほどおっしゃいましたように、八女市さんですと１回３００円という、お金を

支払うということが出てまいります。 

 そうなった場合の町民の方のお考えがどのようなものであろうかというのを、非常

に危惧するところがございます。 

 今まで、例えば、敬老館なりめくばり館に行くと、バスでただで行けて、１日１０

０円の入館料を払えば、朝から夕方まで１日のんびり過ごせたという方が、片道３０

０円と仮定しますと、往復で６００円の運賃、それに１００円で、１日７００円かか

ると。週何日も行けたけど、ちょっとやっぱ控えないかんとかですね、そういうふう

な意識がどのくらい出らっしゃるのかなというのもございます。 

 ですから、１つは無償運行から有償運行に切り替えた場合に、お客様がどれだけ減

尐と言いましょうか、乗り控えという形で尐なくなるのかというのが、非常に危惧で

きます。 

 ですから、もしこのデマンドタクシーといわれる乗合タクシーを導入するなら、今

回のアンケートとまったく別の視点でですね、有料になりますけども、どのくらいの

方が利用されますかとかいう視点のもとのアンケートを、もうちょっと広範囲に取る

必要があるのかなというふうなことを考えております。 

 それから２点目はですね、私ども町のほうで運行している公共バスというのは、あ

くまで民間の方がされている公共交通機関、バスであったりタクシーであったりとい

う、そういうふうな運行の中で、やっぱりどうしても町内の空白地帯があると。南北

の交通の便が非常にぜい弱であるということを、補完するために町が考えている部分

でございます。 

 ですから、例えばデマンドタクシーを町が導入したことによって、そのような他の

既存の公共交通機関が困りましたと、民業圧迫されているんじゃないでしょうかと、

そのようなことになってしまうと、元も子もございません。 

 ですから、先ほどの活性化検討委員会の中でも、タクシー業者の代表の方であった

り、バス事業者の代表の方であったり、そのような方も一緒に来ていただいて、筑前

町の公共交通の活性化を、どう考えていきましょうかと、いうふうな論議をしている

わけでございます。 

 ですから、そういったところとの調整、連携、共存というふうな部分を、どう仕組

みとして作っていくかというのが、２点目の課題であろうかと考えております。 

 しかしながらも、非常に便利でございます。バス停まで歩いて行かなくていいし、

目的地の前で下していただけると。ただ、お金は払ってもいいですよ、という方がど

のくらいおられるかというのもありますので、新たな交通手段ということで、今から
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十分に調査研究してまいりたいと思っております。以上です。 

議  長  梅田議員 

梅田議員  やはり需要と供給ということがあると思うんです。やはりこの需要にきちっと供給

体制を引くということがですね、デマンドタクシーの特色ではないかなというふうに

思います。 

 高齢者の方にとっては、買い物に行きます。そして、抱えて今のバスに乗って、そ

してバス停まで来ます。それから家までたどり着くのに、やはり５０ｍの方もいらっ

しゃれば、１０ｍ、しかし１００ｍの方もいらっしゃると思います。 

 でも、その１００ｍの距離がですね、たいへん厳しい距離であるというふうなこと

も聞いております。そういったことで、ぜひ検討をお願いしたいと思うんですけれど

も。 

 もう１つは、これはまた、矢野副議長のほうからの質問とも重なるかもしれません

けれども、今、福祉タクシー券が支給されておりますが、このそったく基金を活用さ

れた福祉タクシー券は、支給対象者の線引きというのが、甚だ難しい部分がございま

す。 

 そういったことでですね、福祉タクシーに代わるものもカバーできる、そういった

ことで考えていけば、予約型乗合もいいのかなというふうに思いますし、今、財源の

問題言われましたけれども、無償は本当に皆さん喜ばれると思います。私も何でもた

だが一番いいなと思います。 

 しかし、持続可能なものを目指していかないと、今の人は、今のきちっとサービス

を受けられますけれども、じゃあ、将来の方たちが、そのサービスを同じように受け

られるかといったら、それは甚だ疑問だと思います。 

 そういったことで、今の人も受けられる、将来にわたってもきちっとそれが確保さ

れるという、持続可能な制度でないといけないんじゃないかなというふうに、私は考

えているわけです。 

 八女市と比べますと、八女は１２台回っていますが、筑前町の場合は人口も尐ない

し面積は７分の１ですので、尐し経費的にはかからないのかなというふうに思ってお

ります。 

 そういったことで、福祉タクシー券をカバーできるものとしての乗合タクシー導入

に対して、担当課長、何かご意見ございましたら、お尋ねしたいと思います。 

議  長  福祉課長 

福祉課長  お答えいたします。 

 明日、矢野議員のご質問でですね、そったくタクシー券の質問というのが出ており

ますので、詳細については、その時に答えさせていただきたいと思いますけれども。 

 今、梅田議員おっしゃったようにですね、高齢者の外出支援というのは、５年後に

なったらそったくタクシー券を打ち切っていいというものではないと思います。 

 これから高齢化社会を迎えるにあたってですね、ますます高齢者の方の通院とか買

い物とかの支援は必要になる時代はやってくると思いますので、その辺を総合的に考

えて、どのようなやり方が住民の利便性にかなうものかというのをですね、検討した

いなというふうな考えでございます。以上でございます。 

議  長  梅田議員 

梅田議員  先ほど予約型乗合タクシー制度についても、十分に研究、検討をしていきたいとい

う、課長の答弁だったと思います。 

 確かにですね、新たなシステムを構築するということは、これをもし取り入れてい

ただきましたら、タクシー会社の入札とか予約センターの整備とか、初期投資は必要

になると思いますけれども、やはりいかに持続可能なものを作り上げていくかという
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ことがですね、たいへん重要になってくると思います。 

 アンケート調査もやるということでございますので、しっかりその辺の取り組み

を、ぜひ調査研究をお願いしたいと思いますが。 

 最後にもう一言、町長、ご意見をお伺いしたいと思います。 

議  長  田頭町長 

町  長  お答えいたします。 

 デマンドタクシーについては、国もかなりの強い関心を持っておりまして、交付税

措置を十分考えていくというような方向性でございます。 

 私も広川の町長とこの問題を議論いたしまして、うちはやっているから、ぜひ見に

こんかということでございましたので、私と総務課長と一緒に研修をしてまいりまし

た。 

 なるほどなというような取り組みでもございましたので、早速企画課長から副町長

等々に、視察に行って来てくださいという指示をしたところでございます。 

 そのことも含めまして、確かにデマンドタクシーならではのメリットは大いにある

な、というところは認めるところでございます。果たしてうちの町に適当なのか、十

分検討していきたい。 

 併せてですね、その広川町の公共交通活性化委員会の会長は、うちの会長と同じく

福岡大学の辰巳教授でございます。共にメリット、デメリットを十分承知の上で、こ

の事業を推進していただいておりますので、その教授の意見も十分聞きながら、方向

性を求めていきたいと、そのように考えます。以上でございます。 

議  長  梅田議員 

梅田議員  後日、総務委員会におきましても八女市のほうに視察に行く予定にしておりますの

で、私たちもまたしっかり勉強してまいりたいと思います。 

 次の質問に移ります。 

 財源確保について、でございます。 

 ふるさと納税について、でございます。 

 財源確保の一助といたしまして、本町でもありがたいことに、ふるさと納税頂いて

おります。これまで納税頂いた納税額の推移、納税の合計額、また、納税の使い道、

使途内容、そして納税された方に返礼をされていると思いますが、そのこともお伺い

したいと思いますし、返礼をされておりますので、納税に対しましての実収入額とい

うのがどのようになっているのか、お尋ねいたします。 

議  長  企画課長 

企画課長  お答えいたします。 

 まず最初に、ふるさと納税額、寄附いただいた金額でございます。平成２０年度か

ら各年度ごとに読み上げさせていただきます。 

 平成２０年度４７万円、平成２１年度１４０万５千円、平成２２年度１４万５千円、

２３年度７万円、２４年度４７万５千円、２５年度２４９万円、合計の５０５万５千

円でございます。 

 それからあと、使い道でございます。どのように使わせていただいたかというふう

なことでございます。 

 平成２１年度に赤ちゃんの駅事業というふうなことで、書物用の棚とかを購入させ

ていただきました。ここで１４万１千円でございます。 

 そして、２５年度には、赤ちゃんの駅事業では、ベビー用のふとんセットでありま

したりですね、そのようなもので３２，７６０円。 

 それから、草場川の桜並木の補植ということで、４８万９千円ということで、２５

年度は５２万円ほど使わせていただきました。 
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 今のところ、使っているところの合計は、６６万２千円余りでございます。 

 それと、後はですね、実収入と申しましょうか、１万円以上ご寄附いただきました

らですね、送料込みの５千円相当の筑前町の特産物を送っております。 

 というふうなことで、例えば２万円ご寄附いただきますと、送料込みの５千円相当

の特産品を送っていますから、１万５千円が実際の筑前町の収入になるというふうな

ことでございます。 

 しかしながら、金額だけではございませんで、筑前町の特産品はこういうことがあ

るんですよというご紹介ができるということ。送ってみてよかったら、例えば農産品

だったら、おいしかったら改めてまた注文いただけるというふうな、販路の拡大とい

うふうなこともありますので、副産物ということもメリットではなかろうかというふ

うに考えております。以上です。 

議  長  梅田議員 

梅田議員  実質収入、具体的な金額を知りたいなと思っていましたけれども。 

 ご承知のように、政府が２０１５年度からふるさと納税制度の拡充を図るというこ

とで、今、マスコミ等の報道を見ますと特集報道、テレビをつけますと、特集がどん

どんされておりますし、新聞報道を見ましても、そういった報道が数多くなされてお

りまして、どこの自治体においても、全国の方々から、いかにわが町、わが市に納税

をしていただくかということを、知恵をこれからいよいよ絞れていかれるんじゃない

かなというふうに思っております。 

 そういったことで、筑前町も今からさらなる取り組みをしていただくことになると

思いますけれども、納税額獲得に向けてどのように知恵を出して、また、企画対応さ

れていかれるのか、お尋ねをいたします。 

議  長  企画課長 

企画課長  お答えいたします。 

 先ほど平成２１年度に１４０万５千円というふうなことで、ここだけ非常に納税

額、たくさんやったんですけども、ここは特異的に大刀洗平和記念館の事業のほうに

ですね、多額のご寄附を頂いたというふうな、方がいらっしゃったというふうなこと

が、原因がございます。 

 それを除きますと、２５年度の２４９万円というご寄附は非常にありがたいことで

ございます。２４年度からですね、１万円以上のご寄附で５千円相当、送料込みでご

ざいますけれども、ふるさとパックを贈呈いたしますというＰＲ、この効果でですね、

やはり飛躍的に、本年度マスコミ等も非常に取り上げたふるさと納税でもありますの

で、筑前町というふうなことが、そういうランキングの中で、特産品というリストが

出て、非常にお客様にたくさんご寄付を頂いたというふうなことがあろうかと思いま

す。 

 これは、やはり政府のほうのですね、お話でもかなり先駆的に今から伸ばしていく

方向というふうなことでございますので、やはりチャンスとしてとらえて、やっぱり

これはいただきたいと。 

 筑前町で育ったから応援しようとか、筑前町では縁もゆかりもないけれども、筑前

町はなかなかいい取り組みしておるねと、５つの事業に対して、自分はもう応援する

よというふうなところでのご寄附をいただくという形で、今からやはり頑張っていか

なければならないと思ったところでございます。 

 例えばですけども、もう今のところ、他のところもいっぱい知恵を絞っていますの

で、同じようなことをしてもどうかなという気もいたしますけども、まずは、調査を

するというふうなことが、まず一歩かなと思っております。 

 どういう施策を展開して、ここはどのくらい寄附をいただいているんだろうかとい
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うふうなところで、寄附される方の動向と言いましょうか、そういうふうな狙いとい

うのを、ちょっと見極めたいというのが１つございます。 

 それと、あとは筑前町の寄附の制度をもってみますと、やはり申し込みをまずいた

だかなきゃいかんと。そして、その次に、振込用紙をお送りしますよということで、

ちょっとそこが手間だなということに感じている方がいらっしゃりはしないかなと。 

 それからしますと、やっぱりそこ辺の事務手続きと申しましょうか、そういう寄附

の手続きの簡素化というのも、１つの方策だろうと思ってます。 

 また、今のところは１万円以上寄附いただくとということで、１ランクしかござい

ませんけども、例えば、もう一歩多くのご寄附をいただいたら、ワンランク上のふる

さとパックをご準備してますよ、というふうなことも効果的かなと思っております。 

 でありましたり、また、一括して請け負わさせてくださいというところもですね、

申込みから発想からすべてのＰＲから、うちのほうで手数料いただければ、こんなサ

ービスをしますよということもございますので、今から調査研究ということでです

ね、たくさん応援したくなるような制度に改善していきたいと考えております。以上

です。 

議  長  梅田議員 

梅田議員  今、課長が、手続きの簡素化ということを申されましたけれども、クレジットによ

る納税を進めている自治体もございまして、やはりクレジットにしたことで納税額が

増加したという話も聞き及んでおりますので、このクレジットによる手続きの簡素

化、これは、大事なことじゃないかなというふうに考えます。 

 報道を見ていますと、豪華なお返しを期待する寄附の増加が目立っているというこ

とを言われておりまして、例を言いますと、北海道の上士幌町では十勝ナイタイ和牛

とか熱気球体験とか様々されてまして、２０１３年度が、前年度比で１５倍の約２億

４千万寄附が集まって、これは、同町の町民税とほぼ同額であるというふうなことも

載っておりまして、今年は既に３億円突破し、７億円を見込まれているというふうな

ことも載っておりました。 

 近場では玄海町が釣り体験を入れ込んだりとか、宮崎県の三股町では宮崎牛を送る

コースを設定したとかですね、これが昨年１，６００万だったのが、今年は５千万に

上ったとかいうことでですね、本当に、先ほど申しましたように、様々に皆さん知恵

を出しておられます。 

 返礼に伴いまして、実収入というのは額面どおりにはいかないと思いますけれど

も、やっぱり税収増を得ながら、もう１つは筑前町を全国にアピールできる。これは、

金額に勝るとも劣らない大きな効果、メリットがあるんじゃないかなと思います。 

 それで、これをチャンスととらえて、いかに筑前町をＰＲするのかという、このこ

とが求められていると思います。 

 それで、今、町のホームページに載せておられますけれども、やはり今、課長言わ

れましたように、このことを民間にお願いして、発信してもらうのか、どのツールに

乗せて発進するのが一番効果的なのかというですね、そういったこと、様々に知恵を

出せば出した分だけ税収が増えるという結果に繋がるんじゃないかなと思います。 

 それで先ほど、２５年度までで約５００万ですので、まだまだ本当にこれ、５千万

ぐらい目標を掲げてもいいのかな、大きいことを言えばですね、そういうふうにも私、

考えるわけでございますが、町長、その点どのようにお考えですか。 

議  長  田頭町長 

町  長  お答えいたします。 

 このふるさと納税はですね、ニセコ町等が非常に積極的に展開しておりましたし、

今の菅官房長官がですね、非常に今の制度は分かりにくいと、手間暇がかかるんだと
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いうことで、今度法改正がなされるというようなことも伺っております。 

 このふるさと納税の本来の目的はですね、物のやり取りではないんです。本当にそ

の地域を応援してもらう。それが本来の目的でありましたけれども、最近はともすれ

ば景品目当てというのが非常に多くなりましてですね、それはそれで経済効果はある

んですけれども、本来は、本当に地域を応援していただく。 

 例えばうちの記念館をですね、しっかり町づくりの趣旨が賛同できるから、応援し

ていただくというのが、本来の姿だと私は認識しております。 

 しかしながら、経済効果も非常に大事でございますので、そういったことで、仮に

税収を１万円頂いて、仮に５千円の物を送るとすれば、５千円の税収しか差し引き入

らないわけでありますけれども、確かにその経済効果というのは、５千円が生まれる

わけでございます。 

 そういったことからすれば、積極的に取り組んでいきたい。そのことによって、あ

まり民間委託ばっかりじゃなくてですね、やっぱり職員が知恵を出す機会にしたい

と。そのことによって、愛着心もより職員に醸成されると、そのようにも考えている

ところでございます。 

 いかんせん住民の方と一緒になってですね、何が売れるのかと、何が、お土産物が

筑前町はできるのかと、そういったチャンスの機会だとも捉えております。以上でご

ざいます。 

議  長  梅田議員 

梅田議員  行政と住民と、また民間も、商工会等もございますので、しっかり知恵を出してで

すね、とにかく税収増も含めて、そして町をどれだけ全国発信、アピールできるのか

という、本当に大事な機会だと思いますので、しっかり取り組んでいただきたいと思

います。 

 次に移ります。 

 ボランティアポイント制度について、でございます。 

 介護支援ボランティアポイント制度について、まず質問いたします。 

 ２００７年の１２月議会、そして２０１４年の６月議会にて、この介護ボランティ

ア、支援ポイント制度については、質問させていただいております。 

 篠栗町におきましては、２００８年の６月の議会を受けまして、調査をされて、２

０１４年の４月から介護支援ボランティア制度を速やかにスタートさせて、現在に至

っておられるわけです。 

 やはり各自治体からも注目をされておりまして、マスコミもこれまで数回取り上

げ、また現在に至るまで多くの自治体が視察に訪れているということでございます。 

 私も４月２２日に視察に行かせていただきました。 

 矢野副議長のほうが３月議会の質問で、このことを取り上げていただきまして、早

い方向で実施を検討したいという回答でございまして、朝倉市は市長選が終わった後

の６月補正予算に、制度スタート準備のための予算措置、１３３万円がされたという

ふうに聞き及んでおります。 

 本町においても早急に実施していただきたいという思いでいっぱいでございます

が、来年度からスタートできるように、なるべく頑張ってほしいなと思っております

が、そのためには本年度中の予算確保が必要じゃないか、予算措置が必要じゃないか

なというふうに考えます。 

 予算措置、どのように考えておられるのか、お尋ねいたします。 

議  長  福祉課長 

福祉課長  お答えいたします。 

 予算措置につきましては、このポイント制度の導入については、入り口予算として、
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県の補助事業がございますが、毎年度ですね、協議が４月３０日まで、最終的な変更

が７月までとなっておりまして、今年度補正をいたしましても、来年度の新規にはも

う間に合わないということで、当初予算でですね、やるとすれば、２７年度の当初予

算で対応をさせていただきたいというふうに考えております。 

議  長  梅田議員 

梅田議員  当初予算に期待するわけでありますけれども。 

当初予算は当初予算といたしまして、しかしながら、やはりこれには一定の準備が

必要だと思います。 

じゃあ、２７年度から準備にかかられるのか、それではもう後手後手と遅くなって

しまうんじゃないかなというふうに考えます。 

この当初予算ということは、準備のための予算なのか、もう２７年度にスタートさ

せるための予算なのか、それに至るまでの、今お考えになっている行程表なり手項が

ございましたら、お尋ねいたします。 

議  長  福祉課長 

福祉課長  お答えいたします。 

 ちょっと回答、ストレートではございません。 

 その前に尐しだけ説明をさせていただきたいと思います。 

 先ほど議会のほうでですね、このポイント制度導入についてのご質問は何件かあっ

たということをお尋ねしております。 

 実はですね、今年６月から７月にかけまして、町内の事業所に対してですね、この

ポイント制度導入についてのアンケート調査を実施させていただきました。 

 非常に参考になる貴重な意見、提案等がありましたので、尐し時間をいただきまし

て、その一部を紹介させていただきます。 

 まずですね、ポイント制度に対する意見としては、ポイント制度導入で地域貢献を

しているという意識ができる。高齢者の社会参加の意欲を引き出す１つの手段とし

て、有効な取り組みと思う。ボランティアの導入は地域の活性化、各事業所との連携

が図れ、安心した町づくりができると考えられるが、ポイント制度となれば、そもそ

もボランティアの趣旨とはかけ離れているように思う。ボランティア受益者の尊厳に

かかる問題もあるので、関係者で十分な論議と目的の共有を行ったうえで着手すべき

であるというのがですね、ポイント制度に対する意見です。 

 もう１つですね、事業者、受入れに関する施設側の意見としましては、地域の方に

は利用者や施設について理解をいただく良い機会になるのではと思う。利用者はボラ

ンティアから元気をもらう。ボランティアは人の役に立つことができる喜びがある。

ボランティア活動時の事故の補償はどこが持つのか。施設の職員も仕事をするうえで

多くのルールがあり、最も大事なのが守秘義務である。町内の方が入所してあり、中

には入所を知られたくない家族もいるため、受入れ前の事前説明や同意書などによる

守秘義務の徹底が必要。利用者とのトラブルや事故のリスクから、職員が常にボラン

ティアの活動を見守る必要がある。などの意見をいただいております。 

 そういうことを踏まえまして、現在、福岡県内で、このポイント制度を実施してい

る市町が９でございます。未実施５１市町村で、その内実施する予定ありが１９市町

村、実施予定なしが３２市町村となっております。 

 また、実施予定ありの１９市町村のうち、１４市町村は、実施時期未定ということ

でございますが、これら１４の市町村と実施予定なしの３２の市町村につきまして

は、予算、ニーズ、費用対効果の検証、有償ボランティアが定着をしている、高齢化

対策として、他の優先事業があるなどが、そういう理由ということでございます。 

 ただ今の資料はですね、県の高齢者支援課から頂いた資料でございます。 
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 これから先のですね、当初予算で来年度から始めるための予算なのか、準備するた

めの予算なのかということでございますが、ただ今申し上げましたようにですね、事

業者からの意見も参考にしつつ、制度導入のメリットやニーズの把握、活動にあたっ

ての課題、そして１０月に開設されます筑前町ボランティアセンターとの事業の調

整、その他関係者の意見を聞く機会を設け、これらの意見を集約してから、制度設計

や県との補助協議、予算措置も必要になりますので、２７年度にこれらの作業に取り

掛かりまして、準備が整った時点で、早期にこのポイント制度を開始したいというふ

うに考えております。以上です。 

議  長  梅田議員 

梅田議員  新たな事業を展開されるわけですので、それは様々な課題も、早期に解決もされな

いといけないと思いますし、出て来ることと思います。 

 介護支援ボランティアの活動内容の制定とかですね、そういうことも一番大事なこ

とになってくるんじゃないかなと思いますので、しっかりですね、２７年の準備を進

めていただきまして、早い時期に、そして関係者の皆様から、気持ちよくご協力でき

るような体制をして、１日も早いこのポイント制度スタートとなることを期待させて

いただきたいと思います。 

 次に、ボランティアセンターが開設されるにおきましての、他の方々のボランティ

アのポイント制度について、でございますが。 

 本当に長年待望のボランティアセンターが、いよいよ１０月に開設される運びとな

りました。窓口が一本化されるわけでございまして、今後のボランティア活動が大き

く広がることを期待をしております。 

 先ほど、今まで申し上げました介護予防支援ボランティア活動の対象、どういうも

の、何を対象にするのかということが、今後決められていくと思いますけれども、そ

れでは、じゃあ、介護支援対象外のボランティアをなさっている、もう既にそういう

ボランティアをなさっている一般のボランティアの方々、高齢者の方もおられます

し、若い方もおられます。 

 やはり町長、日ごろからおっしゃっていますが、住民参画の町づくり、協働の町づ

くりを進めて、おかげさまの、そういう町をつくっていきたいということを、常々申

しておられます。 

 無償でボランティア活動をされている方たちへの、このボランティアの制度という

ことも、今後やっぱり検討課題になっていくのじゃないかなというふうに思います

が、この辺の考慮をどのように考えられるのか、お尋ねいたします。 

議  長  企画課長 

企画課長  私のほうからお答えさせていただきます。 

 ２５年３月に策定しましたボランティア活動推進計画、これをいよいよ具現化する

もう一歩のところまで来ております。 

 ２６年４月に、筑前町の社会福祉協議会のほうに委託しました。そして６月にボラ

ンティアコーディネーターを１名採用させていただきました。 

 そしていよいよ１０月１日のボランティアセンター設立に向けまして、準備も最終

段階に入っているところでございます。 

 ご存じのように、ボランティア推進計画では、原則として無償のボランティア活動

を支援するものでございます。 

 推進計画の具現化のためには、やはりまずはコーディネーターさんを、十分育って

いただきたいというふうなことで、この研修とかですね、いうのに力を注いでまいり

たいと。そして、ボランティア情報の一元化と発進、それからボランティア同士の繋

がり、ボランティア人材の育成など、まずは無償ボランティアということでですね、
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当初の計画の具現化のために力点を置いてですね、これをしっかりと推進したいと考

えております。 

 しかしながら、ポイント制度というのもですね、導入している先進事例もございま

すので、並行して、私どもはやっぱり勉強をしていきたいというふうに考えておりま

す。 

 目指すところは、やっぱり住民との協働というところが視点でございますので、い

ろんな施策をまた勉強させていただきたいというふうに思っております。以上です。 

議  長  梅田議員 

梅田議員  まずは、介護支援ボランティア制度がきちっと位置づけられて、そしてからのポイ

ント制度になるのかなというふうには思います。 

 今、ボランティアをされている一般のボランティアの方たちというのは、見返りを

求めたりとか、報酬を期待したりとか、そういう方はおられないと思います。 

 そういうことじゃなくて、やはり何か自分で役に立つことがあればという気持ち

で、共助の精神で日夜取り組んでいただいております。本当に個人の時間を尐し無理

してこじ開けて、そしてボランティア活動をなさってくださっておられますので、や

はりこういう、片やポイント制度導入ということになりますと、尐しその辺の気持ち

が、若干複雑なものが出てくるのかなというふうにも考えられるわけでございますの

で、やはりぜひ今後の課題になるとは思いますけれども、その辺も十分考慮していた

だけたらと思います。 

 そしてまた、大人だけのボランティアではなくて、子ども、青尐年のボランティア

というふうも、やはり若い方々を育てていくということも、これは大事なボランティ

ア育成だと思います。 

 そういったときには、ポイントを図書券の購入に充てたりとかですね、そういうふ

うなことにもなるんじゃないかなと思いますので、しっかりと取り組みをお願いした

いと思っております。 

 とにかく、やはり筑前町がですね、共助の精神が育まれて、そして人を思いやる心

温かい集まり、そういう筑前町になることを私も願って、私自身も微力でありますが、

そういうお手伝いをさせていただけたらと思っておりますので、是非、その点よろし

くお願いいたします。 

 これで、私の一般質問を終わります。 

議  長  これにて１０番議員までの一般質問を終結します。 

散  会  

議  長  本日は、これにて散会します。お疲れさまでございました。 

（１４：３５） 

 


