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 再  開   

 議  長  皆さん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、順次発言を許します。 

４番 山本一洋議員 

山本一洋議員  おはようございます。 

 通告に基づきまして、今回の地域コミュニティの推進についての質問をさせていた

だきますので、よろしくお願いをいたしたいと思います。 

 近年の地域コミュニティを取り巻く状況といたしましては、少子高齢化、都市化や

過疎化の進行、家族形態の変化、価値観やライフスタイルの多様化、そして人間関係

の希薄化、孤立化などが進み、すべての地域ではありませんが、住民同士の繋がりが

弱くなってきているのではないかと思っています。 

 私は、地域づくりで大切なのは、住民同士の顔見知りの関係を結び、繋がることが

重要ではないかと思います。 

 そこで質問に移りますが、昨年の１２月議会で、地域コミュニティの質問がなされ

ており、その中で平成２８年度には、筑前町でももう１地区増やすような方向で努力

をすると回答をしてありました。 

 その後の今日までの取り組みの進捗状況について、担当課にお尋ねをいたします。 

 議  長  企画課長 

 企画課長  おはようございます。 

 お答えさせていただきます。 

 まずは、南部地区のコミュニティの取り組み状況から報告させていただきます。 

 皆様ご存じのように、平成２１年度からモデル地区となっていただきまして、２３

年度までは主にイベント型、そして２４年度ぐらいからは地域課題解決型という取り

組みを住めていただきました。 

 近年ではさらに進んで、自立自主発展型への移行というふうなところまでの取り組

みを感じていたところですけれども、２７年度は地域の自発的な計画の具現化とし

て、福岡県の特色ある地域の自主防災組織育成強化事業の実施を決定され、環境防災

課との連携によりまして、県の採択を受けました。８月３０日には防災講演会と災害

図上訓練を行われています。 

 今後も引き続き、住民参加による避難訓練、防災訓練までを計画されているところ

でございます。 

 また、福祉課との連携では、各区の取り組み状況と課題の報告をし合い、意見交換

をするという、高齢者等見守り支援活動情報交換会がありました。継続されて活動し

てあるわけですけども、そのコミュニティ活動の成果としまして、今回は近隣にあり

ます障害者支援施設の菊池園のほうからですね、何か協力できることはないでしょう

かというふうなことで、オブザーバー参加として加入していただきました。 

 今後の活動では、事業所との協働という可能性も出てきたものと思われます。 

 このように、地域と町、地域と企業の協働についても、少しずつ形成され、発展し

つつあるというふうな状況であります。今後も役員会や専門委員会のほうに職員が積

極的に関わって、一緒に取り組んでまいります。 

 次に、２８年度に２カ所にするというふうな計画につきましては、今年も総合計画
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の実施計画の中に上げて、引き続き取り組んでまいります。 

 ２６年度の区長会研修では、まず、地域コミュニティの必要性、南部地区コミュニ

ティの活動を知るということ。次に、モデル地区と各行政区との情報共有、各行政区

同士の広域での連携体制づくりなど、協働体制のネットワークを構築するという、繋

ぐということを話させていただきました。 

 今後も筑前町にあったコミュニティ形成へのベースづくりとして、音頭を高めてい

く活動を継続して行います。 

 ２７年度は、大規模で重要な統計調査であります国勢調査が今あっているところで

すから、まだ、実施できていませんけれども、今後コミュニティ推進の講演会を計画

しているところでございます。以上です。 

 議  長  山本一洋議員 

山本一洋議員  今、今日までの経過や取り組みについての回答がございました。 

 昨年の１２月議会では、平成２８年度に１カ所増やすということでございました。 

 今、回答では、平成２８年度の総合推進計画の実施計画の中で上げておられた、当

初の目標２カ所どおりに取り組みをしていただけるというようなことでございます

が、これはたいへん良いことだと思います。 

 取り組みについては聞きましたので、また後でも述べますけれども、担当課は今日

までたいへんな事務量を持ってがんばっておられるのは十分承知をしておりますが、

住民自身の自主性や主体性に任せていたのでは、いつまで経っても組織化はされない

と思います。 

 地域では役員の掛け持ちや役員の高齢化や役員のなり手不足が言われています。 

 そこである意味、行政のやる気と言いますか、姿勢、仕掛けが必要ではないかと思

いますが、町長はどのようにお考えでしょうか、お尋ねをいたしたいと思います。 

 議  長  町長 

 町  長  お答えいたします。 

 地域コミュニティにつきましては、合併時の、非常にその当時、約１０年ほど前に、

合併する自治体は、合併するがゆえに、地域が広くなるもんですから、地域のそれぞ

れの個別の地域を活かすために、コミュニティ議論が非常に活発になりました。 

 その折にまた、阪神大震災等がありまして、コミュニティの重要性というのが叫ば

れてきたわけでございます。 

 と同時にわが町においても、小さな集落においては、役員等のなかなか困難である

ということで、町のほうも合併を推進いたしました。その中で２つの合併が生まれた

ことはご承知のとおりでございます。 

 ただ、その他の地域についても、地域の中で様々な議論がなされた地区がありまし

たけれども、実際には合併には至らなかったということでございました。 

 その後、地区から合併等、あるいはコミュニティ地区のですね、設置の要請等、要

望等については、そう私どもの耳には入っておりません。また、地域にもそういった

ことで、入っておりませんけれども、今は行政区がしっかりしているからという意見

も多々聞くわけでございます。 

 今、区長会のほうでも様々に、区長会の運営委員会なるものが設置されまして、区

の中で積極的なコミュニティを図っていこう、責任ある自治区をつくっていこうとい

うような働きが活発だと、そのような認識をしているところでございます。 

 ただ、その中においてもやはりある程度領域を持った、広い圏域の中で町づくり、

地域づくりを考えていくことも必要だということでございました。 

 その中で考えられますのが、今、取り組まれておりますコミュニティスクールでご

ざいます。コミュニティスクールにつきましては、各小学校単位、間違いなくこれも
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コミュニティでございます。小学校単位のコミュニティスクールが、今は学校の行事

等あるいは活動等についての議論がなされておりますけれども、学校を考えることは

地域を考えることでもございますので、そういったコミュニティスクールがより成長

する。それとリンクした形で、コミュニティを考えていくことが、私は重要だと考え

ているところでございます。 

 それと同時に、自治区、行政区はですね、極めて根幹的な任意的な自治組織であり

ますので、この意向を十分尊重しながら進めるということが大事だろうと思っており

ます。 

 私どもも当初は宗像地域等ですね、盛んに職員等も研修に行ったわけですけれど

も、その後の状況等を見ましても、ちょっと状況がわが町とは違うのではなかろうか

と、そういった思いもしているところでございます。 

 １０年前に作りました計画でございますけれども、十分に内容等も検討、検証しな

がらもですね、進めていくべきだと思っております。以上でございます。 

 議  長  山本一洋議員 

山本一洋議員  今、町長が言われましたけれども、私もそれぞれの行政区がしっかりされており、

またその中でいろんなコミュニティ活動がなされている。例えば祭りであったり、地

域の伝承文化であったり、それから地域の要望、要求をいかに吸収して、行政区とし

てがんばられているか、たいへん活発に行われているということは存じ上げておりま

すが、私も南部コミュニティに足を運ばせていただき、いろいろな方とお話をする中

で、人と人との繋がりを大切にしながら、地域の支え合いや思いやりを持った取り組

みが数多くなされており、関係者の方のご努力に敬服したところでもございます。 

 南部地区コミュニティ運営協議会も、モデル地区として丸６年が経ちましたが、南

部コミュニティから見えてきた課題などの検証がなされたのか、またその成果と課題

を、今後他の地区にどのように活かそうとされているのかを、担当課にお伺いしたい

と思います。 

 議  長  企画課長 

 企画課長  南部地区コミュニティから見えてきた課題ということでございます。 

 まず１点目はですね、地域コミュニティ活動のリーダーの方が１年で交代される方

が多いという、これは行政区でも共通の悩みかと思います。 

 ということで、毎年度初めにはコミュニティの必要性から、説明を繰り返すという

ふうな取り組みが今もされているところでございます。 

 強力なリーダーシップを発揮していただける数人の役員さんが継続してお残りい

ただいてですね、グイグイ引っ張っていただいていますので、毎年の活動は盛昌し続

けて、活発になっていっているというのも事実でございます。 

 やはり複数のがんばっていただける熱い人が、非常に重要だということが言えると

思われます。 

 それと次には、各行政区、各個人のコミュニティの必要性についての温度差がいか

に大きいかというのも実感したところでございます。お世話をするというのが非常に

大変だと、煩わしい、また私には関係ないのに、何で私がそこまでせないかんのかと

いうふうなことでありましたり、諸々のご意見があるのも事実でございます。 

 まずは、その身近なところから経験していただくということ、一度いろんな委員さ

んとか役員さんとかですね、経験されますと、自分たちの問題だからやっぱり自分た

ちで解決しなければならないという意識に、変わっていただいているのも実感してい

るところでございます。 

 例えば、防災や高齢者等見守り支援などについては、他人事では済まされない問題

でございます。いつ自分が当事者になるかもしれない、町の対応には限界がある。で
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はどうすればいいのか、私だけではとても無理ですといふうなこと。 

であれば、隣近所で支え合おうか、じゃあ隣組でもうちょっと広げようか、さらに

は行政区で取り組んでみようか。またまた複数の行政区の連携で取り組んではどう

か、などと考えが結びついていくんではないかというふうに思います。 

自分たちの問題です。自分たちで何とかしようという、やはり当事者意識というの

が非常に重要だと思われます。 

 南部地区ではですね、このような形で取り組みをどんどん進化させていただいてお

ります。このような課題、そしてまたそこから出てくる成果等々、未だに試行錯誤で

私どもと一緒に取り組んでいただいていますけども、いずれは南部地区コミュニティ

のような活動ができるような姿に、私たちもなりたいなと思われるようなですね、活

動を目指して、今後も南部地区コミュニティ、支援してまいります。 

 議  長  山本一洋議員 

山本一洋議員  今、南部コミュニティの課題から見えてきたものというようなことで、いろいろお

話をいただきました。役員や指導者の熱意であったり、コミュニティの必要性につい

て感じてある方々の温度差や防災や高齢者見守り支援など、他人事ではないと思って

いるような方々、また、町の対応にも限界があると思っている方々など、いろいろあ

るようでございます。 

 そのことを踏まえ、次の地域の活力を高めるための方策は、どのように考えてある

のかについて、お尋ねをしてまいりたいと思っております。 

 私は、地域のことは地域の皆さんが一番よく知っておられ、地域の状況に応じた取

り組みをすることにより、満足度の高いサービスの提供はできるのではないかと思っ

ています。 

 そのようなことから、近隣の朝倉市、筑紫野市、大刀洗町でも地域を活性化させる

ためには、地域全体で情報を共有し、地域でできることは地域で行う地方自治の取り

組みとして、既に地域のコミュニティが組織化され、その地域に必要な取り組みが活

発に行われています。 

 先にも言いましたけれども、地域でできることは地域で行うことが重要視されてお

り、今日まで各行政区で取り組まれている健康づくりや自主防災、環境、高齢者見守

りネットワーク、それから公民館活動、みんなでつくる里づくり事業などの補助事業

がございますけれども、これを一元化することにより効率化を図りながら、地域の独

自性を進めるためにも、１つの行政区ではどうしようもない限界に来ており、いくつ

かの行政区とを単位とした地域を集め、ぜひともあと２つから３つの地区のコミュニ

ティ運営協議会を設置していただきたいと、改めてお願いをしたいと考えておりま

す。 

 町長はどのようにお考えでありましょうか、お尋ねをいたします。 

 議  長  企画課長 

 企画課長  町長へということでございますけれども、私のほうからまずはお答えさせていただ

きます。 

 地域でやれることは地域でやっていくということでございます。先ほども自主防災

組織育成強化、並びに高齢者等見守り支援の活動について紹介させていただきました

ように、南部地区コミュニティにおいては、行動される中で新たな課題が出てくると

いうこと。それにまた気づかれて、みんなで話し合いをされて、行政区ごとに取り組

むよりも、南部地区コミュニティで全体で取り組もうかというふうな行動に移されて

ある事例だと思っております。まさしく自主、自立、発展型に近付きつつあるという

実感がございます。 

 またその他にも健康課の協力をいただきながら、テーマをシリーズ化して健康講座
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や健康ウォークなどを主体的に開催してあります。 

 青少年育成部会では夏休み１泊のキャンプの夕べやクリスマスコンサートなどを

行ってあります。めくばーるやコスモスプラザまで行かなくても身近なところでいい

ということ、身近な場所で行われることで、自分たちの地域の良いところを改めて知

るという機会にもなっております。 

 また、各行政区で実行委員会を作らなくても、各行政区から委員を出し合って全体

の実行委員会、また複数の行政区の実行委員会ということで、より素晴らしいものが

できるということ、これからは筑前町全体でのコミュニティ推進を考える中でも、よ

り良い実践事例として活かせる活動だと思っております。 

 議  長  山本一洋議員 

山本一洋議員  私が今までずっと申し上げてきた地域で、もう１つの行政区では無理だから数地区

でまとまってコミュニティをつくり、そしてそこで協議会をつくって、後でも述べま

すけど、行き届いた行政運営ができるのではないかと。 

 今、全体でのコミュニティというようなこともちょっと言われましたけれども、私

はそうではなくて、もう少し地域に入り込むほうがいいのではないかというふうに思

っています。 

 昨年の１２月議会の中で町長は、コミュニティの原点は帰属意識であろうという言

葉を使った表現をされました。この意味は、ある集団に自分が属している。その集団

の一員であるという意識だそうでございます。 

 まさにその集団となるのが地域コミュニティであり、ふれあい、話し合い、助け合

いではなかろうかと、私は思います。 

 平成１９年３月に出されましたコミュニティ推進計画の中では、町が行っておりま

す事務事業を、地域でできるものは地域コミュニティ運営協議会に移譲をし、必要な

経費を交付するとなっています。 

 このことにより、町の担当課を通してからしかできなかった事業を素早く行うこと

ができる。また、町は地域コミュニティ運営協議会事務局に職員を一定期間派遣し、

協議会の運営を支援するとなっています。 

 そこで、地域コミュニティの推進を行う上での、町の支援体制についてお尋ねをい

たします。 

 今、企画課がコミュニティの所管課になっておりますが、実態として、事務職員の

数が少ないこともあり、複雑化する住民の方々の要望、要求も多く、コミュニティ以

外の事務量も多いため、当初の目標達成に向けた取り組みが進みきれなかったのでは

ないかと思います。 

 南部コミュニティの検証の中でも出てきたかとも思いますが、問題解決をクリアす

るためにも、また、地域と町を繋ぐためにも、本年３月議会で私が提案をしておりま

した地域おこし協力隊の導入について、どのように進められたのかを、町長にお伺い

したいと思います。 

 議  長  企画課長 

 企画課長  地域おこし協力隊の取り組み状況ということですので、私のほうからお答えさせて

いただきます。 

 地域おこし協力隊につきましては、うきは市また長崎県の対馬市など、先進事例の

取り組みを研修させていただきました。様々な補助制度であったり、交付税措置制度

の中でも、自治体が何をしてほしいのか、地域おこし協力隊のミッション、使命は具

体的に何なのかということを明確に示し、雇用後のフォローをきちんとできる体制を

取れていけば、非常に有効な制度だと言えます。 

 ということから、平成２８年度当初ではなく、途中からの雇用となるかもしれませ
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んけれども、早速、地域おこし協力隊の隊員雇用に向けて準備を今進めておるところ

でございます。 

 想定通りの取り組みということで実践できましたら、次の年度も、また新たなミッ

ション、テーマで雇用を考えておるところでございます。 

 これらの中で地域コミュニティ推進に関するミッションにつきましても、より具体

的にじっくりミッションを詰めましてですね、実施に向けて検討していきたいという

ふうに思っております。 

 やはり地域おこし協力隊、いろんな事例ございます。単なる労働力として捉えるで

ありましたりですね、いろんな考え方、自治体によって様々ですけれども、やはり３

年間なりその方の人生をお預かりして、そして筑前町にできれば定住して、仕事をし

ていただきたいという思いがございます。 

 そのためにはやはりうちのほうとしましても、覚悟をもってですね、人生を預かっ

ているんだというくらいな覚悟をもって、より細かなミッションまで詰めて募集をか

けたいと思っておるところでございます。以上です。 

 議  長  町長 

 町  長  お答えいたします。 

 具体的な取り組み状況については、課長が申し上げたとおりでございますけれど

も。 

 地域おこし協力隊、これはですね、今、地域創生、地方創生と合わせた問題として、

全国的に展開されている、国も推進している制度であります。わが町もぜひ、今、職

員が視察もやってまいりましたし、取り入れたいということでございます。 

 非常なこれまた人材でございまして、優秀な人が来ていただいて、そこに定住を覚

悟するような覚悟で来ていただかなければならないということで、非常に重要でござ

います。 

 そういった中で、わが町にも様々な課題がございます。国際交流、環境問題、ある

いは健康問題、それからまた空き家問題、様々な課題を、これを役場職員、役場だけ

で解決するのは極めて困難であると。そういった新たな解決するような組織づくりが

必要ではなかろうか、その一環としての，この協力隊でもあろうかと思っております。 

 これは地方創生の中で、ぜひ議論を起こしていきたいと思っておりますので、よろ

しくお願いしたいと思います。 

 議  長  山本一洋議員 

山本一洋議員  早速取り組んでいただけるようでございまして、たいへんありがたく思っています

し、今後もこういうふうに素早い対応というか、今後もお願いしたいものだと思って

います。私も定住を含めた覚悟を持った方に応募をしていただきたいし、様々な課題

を組織づくりの一環として、町長言われましたような形で進んでもらいたい。 

 そういうことも含めて、いろいろな問題を想定されて進められるのでしょうけれど

も、私は町と地域を繋ぐためにも、その方がパイプ役となり、コーディネーターの役

割も兼ねた、仮称ですけれども、地域担当職員と地域おこし協力隊の複数配置を考え

てはどうかというふうに思っています。  

 その点について、町長はどのようにお考えでしょうか、お尋ねをいたします。 

 議  長  町長 

 町  長  お答えいたします。 

 先ほどの地域おこし協力隊、過度な期待は、これまた禁物でございます。そして、

行政で一番悪い丸投げもまた禁物でございます。 

 やるからには主体性をもって、来てくれる人と町のほうとしっかりしたタッグが組

めないと、物事は進展しないということは当然だろうと思っております。 
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 そういった中で、コミュニティも含めたところでですね、コミュニティに限定した

ことでは全くございません。様々な課題がございますので、そういった中で、どうい

った方々に応援してもらえるかと、向こうの好みもございます。希望もございます。

そういったことがうまく合致いたしますと、その方たちに来ていただいて、ぜひ、町

づくりに参加していただきたいと思うところであります。 

 それと役場職員等の考え方でございますけれども、議員も十分ご承知のとおり、本

町は合併前が２２８名の職員から、今は１７１名と非常に減じました。その分の財源

が非常に削減できましたので、今の教育行政あるいは下水道行政、そういったものに

重点的に充当ができたわけでございます。 

 そして今、なおかつ地方創生という新たな課題がですね、というか古くからあった

課題ではありますけれども、今後取り組まなければいけない課題が目前となりまし

た。早速来年度からはプランに基づいてですね、施策を展開しなければなりません。

その分の職員配置、そして来年度につきましては、２８年度につきましては退職者も

多く出ます。そういった中で、どう業務を分担していくのか、新たな事業にどう応え

ていくのか、そのことを来年度でしっかり考えていきたいというふうに考えていると

ころでございまして、なかなか一概に職員を配置するということは、非常に今の段階

では厳しい状況にあると、そのことだけはお伝えしておきたいと思っております。以

上でございます。 

 議  長  山本一洋議員 

山本一洋議員  私は、職員を増やしたりというようなことは考えていません。今いる職員の中で、

少しでも仕事がスムーズに行く、地域に派遣をすることになって、地域でまとめても

らって、そこを指導するという形を取れば、増やすというようなことは、私は考えて

いません。 

 そういう意味で、今後調査研究をしていただきながら、町の職員が無理であるなら

ばですね、地域コミュニティでの取り組みの内容が、社会教育にまたがる事業も多く、

そこに地域おこし協力隊と現在の社会教育指導員さんや地域活動指導員さんなどを

地域に配置することで、地域と町を繋ぐ連携、協働の組織がつくれるのではないかと

思いますが、町長はどのようにお考えでしょうか。 

 議  長  生涯学習課長 

生涯学習課長  お答えいたします。 

 町長へということでございますけれども、指導員の関係でございますので、障害学

習課のほうでお答えさせていただきたいというふうに思っております。 

 生涯学習課に所属をしております社会教育指導員、それから地域活動指導員は、通

学合宿等を含めた青少年の体験活動などの青少年育成事業、それから筑前町青少年育

成町民会議の各部会の事務局、成人講座の企画運営、めくばーるやコスモスプラザで

開催をしておりますコンサートや講演会といった自主文化事業の担当をさせていた

だいておるところでございます。 

 地域にシフトした体制となれば、生涯学習課の体制、事業の大幅な見直しも検討が

必要になってくるというふうに思っておりますので、地域コミュニティの今後のあり

方につきましては、生涯学習課としましても企画課と連携をしながら、近隣の状況も

把握をして、調査研究を進めてまいりたいというふうに考えております。 

 議  長  山本一洋議員 

山本一洋議員  ぜひとも今後研究をしていただいて、複数の体制というようなことでお願いをした

いというふうに再度思います。 

 私は、２カ所程度の自治公民館や公民館支館、今あります公民館支館などを常時開

放をしながら、有効活用することにより、子どもやその保護者はもちろん高齢者も気
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軽に足を運び、世代間の交流や子育て支援、青少年の育成をする場所として、寺子屋

や学童保育、現在支援センターで行われておりますファミリーサポートセンター事業

なども行えるようにすることができないだろうかと思っています。 

 鎌倉市図書館のツイートではないですけれども、近くに子どもたちやその保護者が

気軽に集える場所、居場所づくりになるのではないかと思います。 

 こうした取り組みがコミュニティビジネスに繋がり、生きがいづくりにもなるので

はないかと、私は思っています。 

 しかし、先ほど申し上げましたが、この施設の運営には、地域の役員などのボラン

ティアでは難しく、どうしても行政職員が関わっていくことが必要ではないかと、ど

うしても思います。 

 再度町長、そこら辺のお気持ちを聞かせていただきたいと思います。 

 議  長  町長 

 町  長  お答えいたします。 

 まさにですね、元施設を活用する。私は全く同感であります。まだまだ有効に活用

されていない、もっともっと活用できる、我々は本当に税金でですね、貴重な施設を

建てていただいております。解体をする前にですね、やっぱり有効活用できないかと

いう視点で、しっかり施設を見てみる必要があると思っております。 

 そういった中で、今、議員が言われました施設等については、活用等をやっぱり考

えるべきだと、私も思います。 

 そういった中で、ただ職員の配置、今言われますように、コミュニティビジネス等

でですね、これが成り立つようであればこれに越したことはありませんし、民間活力

によって運営されればですね、これに越したことはありません。 

 そういったことも、視察等も踏まえながら、勉強しながらですね、また、議員の意

見も十分拝聴しながら進めたいと思います。 

 議  長  山本一洋議員 

山本一洋議員  施設の活用の部分では、今、町長から話がございましたけれども。 

 例えば、校区の公民館についても私は思っていますが、これは相手側との話をしな

ければいけませんし、使用料などの問題もあるかと思いますが、また、ここで名指し

をすることもどうかと思っておりますが。 

 三輪地区であれば依井の公民館、栗田の公民館、夜須地区では篠隈の公民館など、

たいへん大きな公民館があります。ここを常時開放するというようなことを、私は言

っているわけでございますが、これはまた例えばの話でございます。 

 行政の手が地域に届くためには、地域に出向き、地域の方々を活用しながら、地域

の課題となるような諸問題を、小さなことからコツコツと行うことにより地域の繋が

りが増し、この町に住んでよかったと言える人たちが増えるのではないかと思ってい

ます。 

 そういった意味で、今後の町長の姿勢ややる気によって、なお一層地域が活性化し、

人が輝くのではないかと思いますので、積極的な仕掛けに期待をしながら、私の一般

質問を終わりたいと思います。どうもありがとうございました。 

 議  長  これで、４番 山本一洋議員の一般質問を終わります。 

 休  憩  

 議  長  ここで休憩をします。 

 １０時４５分より再開します。 

（１０：３５） 

 再  開  

 議  長  休憩前に引き続き、会議を開きます。 
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（１０：４５） 

 議  長  １２番 梅田美代子議員 

 梅田議員  地方創生に向けた総合戦略会議が本町でも設置されております。私ども議会といた

しましても、先日視察に行きました。そのことを踏まえまして、地方創生について、

定住促進策の視点から、まず質問をさせていただきます。 

 先日８月１１日西日本新聞におきまして、筑前町では地域一丸の子育て、食と平和

の町づくりというキーワードが浮上したという記事が載っておりました。 

 地域一丸の子育てということは、大いに歓迎すべきところでございます。子ども、

子育て支援のさらなる拡充を求めたいと思います。 

 定住促進において、筑前町は、子育てにやさしいとのアピール、発信、これは、今

後非常に重要であります。 

 赤ちゃんの駅を設置していただいた当時、幟旗を見た町外の子育て中のお母さんた

ちが、筑前町はいいですね、子育てにやさしい町ということが伝わってきますと言わ

れたとお聞きいたしました。ふるさと納税の対象にもなっています。 

 現在の赤ちゃんの駅の設置状況、利用状況を伺います。それと、この幟旗は視覚に

訴えるということで、非常に町のアピールには効果的と思います。公共施設はもちろ

んですが、さらに設置個所を多くしていただくために、事業所などへの働きかけ、お

願いをしていただくことも、また必要だと思います。 

 さらにはイベント会場での設置、住民グループ、子育てグループが様々なことを開

催、主催する場合の赤ちゃんの駅用のテント、の屋外イベントのテントの貸し出し等

も、今後は必要ではないかと思いますが、赤ちゃんの駅について、お尋ねをいたしま

す。 

 議  長  こども課長 

 こども課長  お答えいたします。 

 赤ちゃんの駅につきましては、平成２０年度から取り組んでおります。現在、町内

の公共施設や民間の事業所など５２カ所に登録いただき、授乳室やおむつ交換などの

場所の提供にご協力いただいております。 

 利用状況につきましては、各事業所に利用者数の取りまとめをお願いするのは難し

いということで、数値としては把握しておりませんけれども、担当者が設置場所を巡

回し、利用状況や目印の旗、ポスターなどの状況を調査しております。 

 本年度の調査では、小学校や幼稚園、保育所など、１５カ所では行事の時などの利

用があるということでした。 

 また、図書館やみなみの里、夜須高原記念の森など８カ所につきましては、訪れる

人も多いためか、利用も多いようです。 

 赤ちゃんの駅につきましては、町内外の方に利用されております。今後も協力店舗

の開拓やイベント時の設置など、利用推進の方策などに取り組んでいきたいと思って

おります。以上です。 

 議  長  梅田議員 

 梅田議員  本町におきまして、赤ちゃんの駅の旗がもっともっとたなびいて、子育てにやさし

い筑前町のＰＲに役立ってほしいなと思っております。 

 今朝の西日本新聞に、産めない環境改善ということで、県の地方創生総合戦略で、

妊娠、出産、育児に伴う医療費提供体制の充実や経済的負担の軽減策を盛り込む方針

であるという記事も載っておりました。 

 山本研修委員長から報告がありましたように、先日、視察に来ました島根県邑南町、

鳥取県日南町、両町共に子育て支援にしっかり取り組み、充実した施策が展開されて

いる、このことが本当に強く実感したわけでございます。 
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 この邑南町の子育て支援ガイド、ここには日本一の子育てを目指してというふうな

ガイド、チラシでございますが、日本一の子育て村、やっぱりこういう大きな目標、

視点というのが大事ではないかなと思います。 

 邑南町におきましては、例えば中学校まで医療費無料、保育料は第２子目から全額

無料、また日南町の保育料は第１子半額、第２子３分の１、第３子無料等々、両町本

当に今申し上げました以上に様々な子育て支援、充実しております。 

 私の意見を申しますと、幼稚園、保育園の幼児教育費の軽減、無償化ということも、

今後の本町の課題として、前向きな検討をお願いしたいなというふうに期待をしてい

るところでございますが。 

 これまで町長は、筑前町は他の自治体に引けを取らない子育て支援をしてきている

と言われてきましたが、地方創生、未来を見据えた地方創生の視点からとらえた場合

に、さらなる子育て支援の拡充、将来像をどのように描いておられますか、質問をい

たします。 

 議  長  町長 

 町  長  お答えいたします。 

 私は常々、町づくりの根幹をなすものは教育と、それと雇用であると、飯が食えて

教育ができれば、立派な町ができるんだというのが基本的な考え方でございます。 

 その中で教育というのは、もちろん子育ても含むわけでございまして、子育てには

様々な事業を展開させていただいていると。 

 地方創生の中でもですね、今回は、特に子育て最中のお母さん方にも委員として出

席していただき、意見を十分に述べていただいていると、私は考えております。 

 職員も一度は出向きましたし、委員会の中でもですね、座長の音頭もありまして、

しっかり子育て世代の意見を聞こうじゃないかということで、聞かさせていただいた

ところでもあります。 

 また併せまして、中学校の子どもたちのですね、率直な意見を聞きたいということ

で、まずは町長との懇談会を開きましたけれども、その意見の内容がすばらしかった

もんですから、ぜひ地方創生の中でも意見発表をしていただきたいということで、思

いを述べていただいたところです。 

 そのような様々な現場的な意見をしっかり受け止めて、そして地方創生の中で議論

を起こしてですね、そして施策を年度内、年末には取りまとめたいと、そのような作

業の最中でございます。もっともっと議論を起こしていきたいと思っております。以

上です。 

 議  長  梅田議員 

 梅田議員  本年度発行、筑前町子ども・子育て支援事業計画という立派なものができておりま

す。この中身は７項目からなる基本目標が掲載されているわけでございまして、一つ

一つの素晴らしい内容、言葉としては網羅されているわけでございますが、やはり地

方創生の視点から考えましたときに、これは２７年度から３１年度の事業計画なんで

すけど、やはりこの内容をしっかり充実させること、言葉を連ねただけで、ちょっと

失礼な言い方かもしれませんが、そういうふうではなくて、やはりこの目標に対しま

して、しっかりした取り組み、見直すところがあれば、やっぱり見直す必要もあるん

じゃないかなと思いますが、この事業計画については、どのように今後捉えていかれ

ますでしょうか。 

 議  長  こども課長 

 こども課長  お答えいたします。 

 子ども・子育て支援事業計画につきましては、平成２５年度に１１歳以下の児童の

保護者を対象にアンケート調査を実施し、その集計、分析結果を基に支援施策のニー
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ズ及び必要量を推計し、子ども・子育て会議における協議を経まして、本年度から５

年間の計画として策定されております。 

 この計画につきましては、これから毎年子ども・子育て会議において、実施状況及

び進捗状況の検証を行ってまいります。 

 また、この計画の中の施策につきましては、こども課だけでなく健康課や教育課、

生涯学習課など、各課の関連施策と結びついております。 

 施策に基づく具体的な事務事業というのがございますが、それは毎年担当課におい

て評価を行い、他の自治体の状況や住民ニーズの反映など、必要に応じ見直しや改善

などを図る仕組みとなっております。 

 これによりまして、サービスの改善や効果的な運営を図ることができると考えてお

ります。まずは、この現計画の事業にきちんと取り組み、事務事業評価を実践するこ

とで、住民サービスの向上に努めてまいりたいと考えております。以上です。 

 議  長  梅田議員 

 梅田議員  この事業計画、たいへん重要なものになってくると思います。地方創生の視点から

ですね、検証もしていただきますし、そして事業内容を見直すべきところは見直し、

拡充すべきところは、しっかり今後取り組みをお願いしたいと思います。 

 次の質問に移ります。 

 三並小学校の魅力発信によりまして、定住促進を図ったらどうだろうかということ

で、お尋ねをいたします。 

 筑前町の総合計画には、緑輝く快適空間筑前町ということが謳われております。子

どもたちは豊かな自然に恵まれたすばらしい環境の下で、健やかに成長しているわけ

でございますが、まず、三並小学校の各学年の生徒数、現在の全校生徒数、そして来

年度、新１年生の人数、来年度の全校生徒数がどうなるのか、伺います。 

 また、田園都市筑前町におきまして、中山間部に位置する三並小学校は、小規模校

として他の学校にはない、多くの様々な魅力が上げられると思います。 

 具体的にどのような魅力、認識し、評価され、また、それをどのように発信を、現

在なさっているのか伺います。 

 議  長  教育課長 

 教育課長  現在の三並小学校の児童数でございます。学年ごとということでございました。 

 調査時点は今年の５月１日です。 

 １年生が７名、２年生が１３名、３年生が８名、４年生が１５名、５年生が１３名、

６年生が２１名、計７７名であります。 

 筑前町の全小学校の児童数は１，５８４名でありまして、１年生が２７０名、２年

生が２７６名、３年生が２５１名、４年生が２５８名、５年生が２６７名、６年生が

２６２名であります。 

 なお来年度以降、６年間とか言われますけども、今年の一般質問で回答した経緯が

ありますけども、今日は数字を持ち合わせておりませんので、ご了解願いたいと思い

ます。大きな差はないと思います。 

 議  長  教育長 

 教 育 長  三並小学校の魅力発信について、お答えをいたしたいと思います。 

 現在、町内の小中学校ではコミュニティスクールを要とした地域とともにある学校

づくりが積極的に進められ、地域の特色を活かした魅力ある教育活動が実施されてお

ります。 

 議員ご提案の三並小の魅力の発信についてでございますけれども、教育委員会では

平成２５年度にホームページをリニューアルし、保護者をはじめ地域住民、町外にお

住いの方々に、各学校が推進している特色ある学校づくりを積極的に発信をしてまい
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りました。 

 特に三並小学校では、小規模項の良さを活かした少人数指導やＩＣＴ機器を活用し

た学力向上のための先進的な取り組みが推進され、成果も着実に上がってきておりま

す。 

 また、自然豊かな環境の中で実施されるセカンドスクールや学校と地域が一体とな

ったボランティア活動など、特色ある取り組みも行われております。 

 これらの取り組みは５月と８月に私、発表する機会がございまして、全国町村教育

長会や福岡県市町村教育長会におきまして、紹介をさせていただいたところです。 

 今後も各小中学校の教育活動をはじめ、三並小学校の良さを活かした情報を積極的

に発信してまいりたいと、そのように考えております。以上でございます。 

 議  長  梅田議員 

 梅田議員  現在の三並小学校の各学年の生徒数、課長から伺ったわけですが、１０人以下とい

う学級もあるわけです。今後の将来の推移はどうなるのかはまだ分からないとは思い

ますけれども、やはり１０人以下が、クラスが増えてきますと、複式学級等の考えと

言いますか、その方向も出てくるのではないかというふうに、少し危惧するわけなん

です。 

 今、東京一極主義が進んでいると言われておりますけれども、その一方で、本当に

田舎に住みたいという、この田舎回帰も生まれているというふうに聞いております。 

 移住者に占める女性が、割合が増えているとも言われております。 

 特に母親、若い女性の立場から言いますと、小規模な学校で子どもを育てたいとい

う女性が増えており、そしてその意向を受けて、ファミリー世帯の移住の動きが目立

ってきているとも言われております。 

 そういった中で三並小学校がこのまま減少すれば、存続、複式学級もそうなんです

が、存続自体も危ぶまれかねないと思いますし、やはりしかしながら三並小学校は地

域の大事な拠点になるものでございますので、存続というのは大事なことではないか

なと思います。 

 そういったことで、筑前町の立地を見ますと、福岡市都市圏への通勤、通学の圏内

にあります。福岡都市圏に勤務する方は本町に居を移しても、本町から福岡都市部に

通勤できるというメリットがございます。三並小学校、女性、若い母親の希望に沿う

ように、小規模校ということをしっかりアピールいたしまして、そして先ほど教育長

が言われましたように、ＩＣＴも活用されてる、セカンドスクールという事業もある、

少人数だからこそ細やかな配慮もできる。そういったことを積極的にアピールするこ

とによって移住者を呼び寄せる、定住を図れるということに繋がっていくのではない

かなというふうに考えます。 

 そういったことも踏まえて、町長にご見解をお尋ねしたいと思います。 

 議  長  町長 

 町  長  お答えいたします。 

 三並小学校だけの問題ではなくて、やはり三並地区全体の問題であろうと思ってお

ります。 

 ただ、見ますと、税を様々にいただいております。民間事業者からたくさんの税を

いただいておりますけども、トップは九州電力地方変電所さんでございます。あの地

区が桁違いで税収をいただいている。そういった地区を含む三並地区であるというこ

とが 1つ。 

 それと県内では唯一の夜須高原の青少年自然の家がある町、あるいはやすらぎ荘と

いう、非常にボランティア、福祉の象徴的な施設がある町として、この三並地区は高

い注目率を浴びていると、私はそのように考えております。 
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 そういった中で人口減少が起こるから、行政的に何をすべきかということでありま

すけれども、まずはインフラの整備だと、私は思っておりました。 

 今、議員が言われますように、田園回帰というのが新しい潮流でございます。 

 若者に、東京在住の若者にですね、田園に関する魅力が非常に増していると。ただ、

そこに障害となっているものは雇用であると、やはり住環境であるということでござ

います。 

 その中の１つの住環境、特に田舎はいいけれども、「やっぱりトイレはね」という

話がございました。しかしながら、本当に本町は、全町下水道普及率は県下でもトッ

プクラスになりました。あの地域につきましても、山間部は別の方式でありますけれ 

ども、山麓部一帯については下水道が整備されました。上水道も整備されつつありま

す。それに懸案の山麓線道路も開通いたしましたので、通勤状況はですね、極めてマ

イカー的な通勤状況は利便性が向上したということであります。 

 そしてまた、みなみの里という１つの活性化の拠点もできたと。あそこに年間７０

万から８０万の人が来ていると。交流人口で言えば、三並地区には１００万ぐらいの

人が来ているわけであります。 

 人口を考える場合には定住人口、もちろん定住が一番です。次に、それが叶わない

ときにはどうするかと。全国の施策として、観光という切り札をもってですね、ツー

ルをもって交流人口を増やそうとしております。 

 その交流人口の№１地域は三並地域であると、そして我々が他地域に紹介するとき

も、目配山があります。夜須高原がありますと。そういったことを紹介するんだろう

と思っておりますので、ぜひこういった地域は、非常に人の営みの上において、町と

して考えた場合、非常に大事な町だろうと思っております。 

 私は、岡山県の吉備高原というところが夜須高原の１つのモデルでございました。

岡山県は瀬戸内海で金を儲けて、そして福祉の町をつくるんだと。それこそが人の営

みとしてすばらしい居住空間なんだということを、しっかり当時の知事が言っておら

れたのを記憶しております。 

 まさに本当に安らぎの空間として、あるいは活性化の空間として、夜須高原あるい

は三並地域を活性化すべきだと考えております。 

 言われますように、あそこに住宅団地を必要じゃないかと、あるいは工業だって誘

致が必要じゃないかという話が出てこようかと思っております。 

 もちろんそういったことも視野に入れながら、今後政策を講じるべきだろうと思っ

ております。 

 しかしながら先人が営々とですね、あの一帯は、三輪町、夜須町時代から、自然環

境保護条例というのをですね、県下に先駆けて設定したゾーンでもございます。一生

懸命むしろ自然を守り通してきたんです。この先人たちの努力に対してはですね、そ

の思いを十分受け止めながら、その先人たちの思いも、自然環境も活かしながらの活

性化策を講じるべきだと、そのようにも考えております。以上でございます。 

 そのことが引いてはですね、子どもたちの学校に対する定住人口の増に繋がってい

くと思っております。 

 また言われますようにですね、田舎ならではの魅力を発信して、そういったふうに

セカンドスクール的な利用のこともですね、今後は議論していく必要もあるのかなと

いう思いも持っております。以上です。 

 議  長  梅田議員 

 梅田議員  町長に今、三並校区の魅力が、また筑前町の魅力にもなりますけれども、熱く語っ

ていただいたところでございます。 

 そういう魅力がたくさんあるこの地域でございます。だからこそ、この三並小学校

をしっかり発信することによりまして、定住に繋げていく、１人でも２人でも、行く
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行くは１００人を超えるような小学校の人数、膨らんでほしいなと思いますけれど

も。そういうことで、ホームページとかいろいろツールは今ございます。そういった

ことで、この三並校区、三並小学校を中心と言いますか、メリットをしっかり、魅力

を発揮していただいて、発信していただきまして、町の活性化に繋がっていくことを、

本当に希望するものでございますので、よろしく教育委員会とも連携取りながらやっ

ていただきたいと思います。 

 次に、空き家対策のことでございます。 

 あえて空き家になる以前の各情報収集及びあっせん制度を通して対策をしていっ

たらどうかということで、質問をさせていただきます。 

 空き家対策の推進に関する特別措置法が施行されまして、空き家活用のためには実

態把握が欠かせないわけでございます。 

 空き家とは、ご承知のように、１年間居住なく、電気や水道の使用がないこととさ

れておりますが、１年間も空き家のままということであれば、なかなかじゃあ次、空

き家を活用したいといっても、スムーズにいかないのではないかというふうに危惧す

るわけです。 

 住民課の資料によりますと、平成２７年８月末の高齢者世帯数なんですけれども、

高齢者のみの世帯、６５歳以上が、施設入所者は省きますと、３，２２０世帯、全体

の３０．６％。そして７５歳以上高齢者のみの世帯１，１７２世帯、１１．１％、単

身世帯、６０歳以上が１０５世帯で９．６％、７５歳以上の単身世帯は５６６世帯で

５．４％、このように現在なっているわけでございます。 

 持ち家の方ばかりではないと思いますけれども、高齢者のみの世帯ということは、

今後５年、１０年、さらに１５年後を見たときに、身内の方がＵターンをして帰って

こられない限りは、空き家になる可能性は大きいものがあります。 

 そういったことを踏まえて、時々私のところに、田舎レストランをしたいんですけ

れども、適当な空き家はありませんかとか、筑前町に引っ越してきたいんですけど、

どこかいい家はないですかと問い合わせがあることがあるんですが、残念ながら情報

がなく、それに即答できておりません。 

 提案ですが、例えば定住支援コーディネーター等を設置して、空き家になる以前に

保有者の意向を調査し、情報を集積、データベース化することによって、宅地建物取

引業者との専門業者を通して、購入希望者、賃貸希望者、移住希望者等に速やかな情

報が提示できて、あっせんする制度ということにも繋ぐことができるんじゃないかな

というふうに考えるんですが。その点の見解をお尋ねいたします。 

 議  長  総務課長 

 総務課長  お答えいたします。 

 空き家になる以前のですね、空き家の情報を収集するということはですね、非常に

難しい問題がいろいろあろうかとは思います。 

 空き家になることがですね、決定していることが前提となりますし、空き家になる

時期とか、あるいは期間も当然分かっておらなければならないことになります。 

 したがいまして、一般的にはですね、所有者個人が売却または賃貸物件として希望

するのであればですね、民間の不動産業者等に委ねることになるというふうに考えま

す。 

 こういったことから、空き家になる以前の空き家を、空き家になる前に必要とする

人にあっせんする制度をですね、町が作っていくというのは、非常に難しい問題があ

るというふうに考えております。 

 なおですね、空き家バンクにつきましては、全国のいくつもの自治体が設置してお

りますけれども、設置当初は空き家の解決に直結する効果的な方法として、全国的に

ですね、注目されていましたけれども、昨年町の職員のほうもですね、視察しました
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宇佐市のように登録件数が減少したり、新たな登録物件の掘り起こしができていなか

ったりなどで、大きな成果が上がっていないというのが、そういう現状があるようで

ございます。 

 町といたしましては、所有者から相談があっても、専門的な回答ができないので、

不動産鑑定士の協会の連合会、あるいは宅建協会とか不動産業者などの民間事業者と

の連携も今後は考えていかなければならないというふうに考えております。 

 さらにですね、利活用可能な空き家等の情報を、町が収集することができたといた

しても、その場合、その後所有者の同意を得た上で、宅建業者等のネットワークを通

じて、空き家の購入、賃借しようとする方への情報提供することも考えられると思い

ます。その場合、空き家情報を提供するサービス業者等と連携協定を結ぶことなどが

考えられるんではないかと思います。 

 いずれにいたしましても、現在空き家等の対策計画の策定を進めなければならない

というふうにですね、特措法の関係でそういうふうになっております。 

 現在、県それから市町村及び関係する、先ほど申し上げましたような専門業者で、

統一的な実態調査の方法、それからデータベースのモデルの構築、そして特定空き家

の統一的な判断基準、それから空き家等の対策計画のひな形の作成に向け、現在協議

がされております。 

 そして、この協議がですね、今年度末にその結果が出るということで、それを受け

てですね、実態調査と計画策定に努めまして、その中で基本方針、具体的な取り組み

を決めていく予定ということで、今後進めさせていただきたいと思っております。以

上でございます。 

 議  長  梅田議員 

 梅田議員  １つは今後の推移を見守るということになるのかなと思いますけれども、これは空

き家になる前ですので、所有者との十分な協議というのが必要だと思いますけれど

も、長く空き家にするということは、家の傷みはひどくなりますし、改修費等もかか

るわけです。実際使うことになれば。そしてまた犯罪防止とか雑草が生い茂って、周

辺の環境に及ぼす影響も出て来ます。 

 邑南町とかですね、ＩターンとかＵターンの方が空き家利用する場合、改修費の２

分の１、１００万を上限に補助しているというふうなお話もあっておりますし、行く

行くはこういう制度も本町において必要になるのかもしれませんが、そういったこと

を軽減するためにも、こういう事前の空き家になる前の取り組みというのも１つの研

究課題としてお願いしたいと思います。 

 次に、住民出資による太陽光住民共同発電事業による収益確保ということで、取り

上げさせていただきます。 

 平成２４年９月議会で一度取り上げた質問でございます。 

 明治後期から第二次大戦まで日本には多くの電力会社があり、電力会社の多くは地

元企業が担い、地元もそれなりに潤っていたという歴史があったようでございます。 

 戦時中、日本発送電株式会社に一本化され、戦後法律は廃止されたものの、日本を

大きく九つに分け、全国で９社という形で、独占状態が続くことになりました。 

 １９９５年、電力自由化が始まりましたが、体制はほとんど変わらず、新しく生ま

れた電力会社のシェアは６％未満であると言われております。 

 エネルギー自治で地域再生という著者であります京都大学大学院の諸富徹氏によ

りますと、地域住民と地域事業者が発電事業を立ち上げ、事業資金を地元から調達す

ることで、発電事業で得られる売電収入はその地域にとどまり、さらに再投資し地域

の一層の発展に繋がると述べられております。 

 ドイツでは再エネルギーが３割を占めるということで、再エネルギーの投資の主体

は個人、農民、中小企業などが大半を占めていると言われております。 
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 日本では現在、長野県の飯田市が「おひさまシンポエネルギー」株式会社を設立し

て、住民出資による太陽光住民共同発電事業が展開されているところでございます。 

 そういったことで、筑前町においても総合戦略推進会議、産、官、学、金、労、言

で、いろいろ議論が今後されてくると思いますが、こういうエネルギー政策について

も議論をしていただく必要、画期的な項目ではないかなというふうに考えるわけなん

ですが、見解をお尋ねいたします。 

 議  長  環境防災課長 

環境防災課長  お答えいたします。 

 まずですね、本町におきます太陽光発電システムについてですが、公共施設では、

小中学校６カ所、そして本庁舎に設置をしております。 

 それ以外の公共施設につきましては、平成２５年度にですね、２カ所の公有地を含

んだ太陽光の導入可能調査を実施しまして、設置について検討しところでございま

す。 

 また、住民に向けては、住宅用太陽光発電システム設置に補助金を交付いたしまし

て、これまで新エネルギーへの普及促進を行ってまいりました。 

 しかしながら近年、急速に導入が進んだ太陽光発電システムですが、政府が認定し

た再生エネルギー発電のうち、９割以上が占めておりまして、特に九州と東北地方で

は天候等で発電量が変動する太陽光が増えた結果、電力供給が不安定になる恐れがあ

るとして、昨年度買い取りを一時中断する事態となっております。 

 また、普及促進を図るため、当初買取価格が割高に設定されていた太陽光発電です

が、その後年々買い取り価格も下がっている状況でございます。 

 国も太陽光や風力発電などの再生エネルギーの固定価格買い取り制度の見直しを

協議しておりまして、年内に見直し案をまとめる方針としております。 

 早ければ来年度の通常国会にて法律を改正したい考えで進められております。 

 このような状況を見ますと、住民出資による太陽光住民共同発電事業については、

買取価格をはじめとしまして、発電所など設備の設置費用に対するこれからの国の制

度、及びパネル設置に伴います広大な土地の確保等の課題があります。今後国の動向

を見ながらですね、こういった研究もしていきたいというふうに考えます。 

 議  長  梅田議員 

 梅田議員  飯田市の住民出資による太陽光住民共同発電、これは１つの例として紹介したわけ

でなんですけれども。 

 ８月２０日、西日本新聞によりますと、みやま市が主体となって、来年４月から電

力小売り住民自由化に伴う電力小売り会社を設立して、電力売買会社みやまスマート

エネルギー、１０月１５日から発電を始めるというふうな記事も載っております。 

 基本電話料金を安く設定することも検討されて、メガソーラーや家庭用太陽光発電

の電力を、九電よりも高い価格で買い取って安く販売するという、こういうシステム

のようでございまして、また８月２８日には、２０１６年に北九州が２，０４４万円

を出資して電力小売り会社設立の記事も掲載されておりました。 

 こういう流れが今後出てくると思いますし、将来再エネルギーを占める割合という

のは、高まってくると思います。 

 筑前町単独の事業展開が難しいということも言えるのかなと思いますけれども、そ

の場合は広域で取り組むということも考えられると思いますし、太陽光発電だけでは

なくて、今後技術革新によりまして、小水力、小風力、バイオマス等の発電というこ

とも利用可能になってくると思います。 

 そういったことで、地域に存在する再生エネルギー資源を経済的価値に変換して、

地域外に流出させるのではなく、地域の利益、住民の利益とする経済活動を、こうい
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うふうにシステム化、事業化するということ、これは地方創生の視点から、研究、検

討をする価値はあると、私は考えるわけですが、町長の見解をお尋ねいたします。 

 議  長  町長 

 町  長  お答えいたします。 

 地方創生は、地方自治体、地域にですね、経済を考えようという問題提起であろう

かと思っております。 

 やはり１つの自治体であれば、お金の出入りをやはり経済的に、町の財政だけでは

なくですね、町全体の経済を考えるべきだと。いかにして外貨を稼ぐか、いかにして

お金が出るのを抑制するか。そのことによって地域は潤ってくると、経済は循環して

いくと私も考えます。 

 したがいまして、本町を考えました場合に、一番外貨を稼いでいるのはサラリーマ

ンの方でございます。福岡等々に勤めに行っていただいて、わが町にお金を持ってき

ていただく、これが一番でございます。 

 次に外貨を稼いでいるのはですね、私は、行政がやっております国からの補助金で

あります。下水道事業等々で、本町の税金だけでは３０億ぐらいしかありません。 

 しかしながら、１３０億の予算を組んでおります。１００億近くは何やかんやで、

やはり大都市からの税金をですね、本町のほうに交付金あるいは補助金として受けて

いると。そのことによって地域経済はかなり循環していると。 

 それともう１本は年金であります。年金経済というのも間違いなくありまして、私

はある会社の方から聞きましたところ、うちの町あたりでは大体１００億円ぐらいで

すね、やっぱり年金として受け入れているんじゃないかと。そのお金があるがゆえに、

病院、様々な施設等についても成り立っているわけでございます。コンビニ等もすべ

て成り立つわけでございます。 

 そういった中から今考えれば、今後５年、１０年後のですね、施策の中心になるの

は歳出の抑制、例えば家計の中においてエネルギーを払わなくて、自分のところで自

家消費できる。それも間違いなく私は、地方創生だと思っております。 

 それとか外貨を稼ぐということで、例えばみなみの里に５億円今上げておりますけ

れども、８割は町外のお客さんでありますから、４億円の外貨を稼いでいるというふ

うになりますので、そのような視点で物事を考えて地域経済を起こしていこうという

ことだと思います。 

 その中の１つに、間違いなくエネルギーがあるわけでございまして、私は太陽光に

限らず、言われましたように、今後は水素というのが大きくクローズアップされてま

いります。 

 そういったものも含めて、何か今後の課題としてですね、やはりエネルギー問題は

考えていくべきだと。できるだけ地産地消に近い形にもっていくべきだろうと、その

ようにも考えます。 

 それとみやま市の場合はですね、確かあの時期に、非常にダイナミックな展開をさ

れましたけれども、今、あの事業を展開するには、ちょっともうできなくなるような

状況でございますので、違った方向で様々なエネルギー問題を考えていきたいと思っ

ております。 

 また、地方創生の中では、こういった議論は起こされておりませんけれども、創生

に限らずですね、今後重要な行政課題になると、そのように考えております。 

 議  長  梅田議員 

 梅田議員  地方創生は長いスパンで将来を見通して議論していかないといけないと思います。

しっかりとした議論を今後お願いしたいと思います。期待いたします。 

 次の質問に入ります。 
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 多目的運動公園広場運営についてでございます。 

 指定管理も含め、経費節減の努力が必要と考えております。施設ごとの管理体制及

び維持管理等の試算、どのように今、積み上げられておりますか、質問いたします。 

 議  長  都市計画課長 

都市計画課長  お答えいたします。 

 昨年の９月議会において同様の質問が、川上議員から質問があっております。回答

としましては、同じ内容となる部分もありますので、ご理解いただきたいと思います。 

 まず初めに、指定管理での経費節減のことですが、今の段階で指定管理者制度の導

入が、どのようなメリットがあるのか、また、デメリットもあるのではないかと思っ

ているところです。 

 施設をつくれば、当然管理費用が発生します。前回の回答と同じになりますが、当

面直営管理を行い、地域雇用に繋げていきながら、将来の検討課題と考えています。 

 それから、今年の１月に多目的運動公園運営及び管理検討委員会で、福津市と古賀

市の取り組み状況の視察を行っています。 

 古賀市は直営管理であり、指定管理者の移行検討はされておりません。 

 福津市におきましては、市内１３７公園のうち、５ｈａから１５ｈａのある５つの

大きな公園で、開園から２０数年経っている合計４０．０ｈａ、公園管理に指定管理

者制度が導入されていました。 

 当初は、財団法人公園管理センターより管理されていましたが、平成１８年４月よ

り指定管理者制度が導入され、１期目がＡ社が３年、２期目がＢ社が５年契約で、現

在運営されています。仕様書に基づいて、プロポーザル方式により業者が決定されて

います。 

 Ｂ社の平成２５年度収入合計は、利用料金、自動販売機、自主事業、その他の収入、

指定管理料で、合計で１億１，６８２万円でございます。支出合計が、人件費、賃借

料、光熱水費、修繕費、維持管理費、自主事業費、租税公課で約１億１，８２２万円

でございます。 

 平成２５年度、２年目のＢ社の決算状況は約１４０万円赤字でございました。収入

の指定管理料は、年間９，８００円でございます。 

 このような費用の内訳ですが、最も大きな公園である福津市総合運動公園、１５．

２ｈａあるわけですけど、そこへ全体の約７０％が充てられている状況でございま

す。 

 福津市の指定管理者は地元の運動施設整備業者や造園業者などの５社の共同事業

体でした。 

 指定管理者ということは、聞こえは良いのですが、この検討に入るまでには公園の

特筆である相当の情報収集の整理、役割分担の整理、適切な指定管理者となり得る業

者の可否、それから疑義のない業務仕様書の作成、また募集提案型となるため、この

審査員の見識力も必要であります。 

 また、選定や指定管理者とのリスク分担など、厳しいものが求められるということ

でございます。以上でございます。 

 管理体制としましては、管理棟が今年度完成しますので、来年度から管理人を２名

常駐する予定でございます。 

 受付業務のほか、設備巡回点検をしていただきます。電気工作物点検業務は電気事

業者へ、遊具点検業務は遊具専門業者へ、夜間機械警備は警備保障会社へ、公園内の

日常清掃業務及び定期清掃業務はシルバー人材センターへ、植栽管理の除草や平坦部

の芝刈りはシルバー人材センター、シルバー人材センターでの対応ができない芝刈り

部分は地元土木業者へ、樹木の剪定、消毒は造園業者などへ業務委託することを予定

しています。 
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 多目的運動公園の維持管理費の試算としましては、現在積み上げている金額として

は、高圧電気の光熱費等が後々出てくるわけですけれど、それも含めまして、約２，

８２０万円を見込んでおります。 

 前回までは約２，２００万円程度と回答しながらも、増加の可能性を示唆していま

した。 

 現場の知識や状況を的確に反映させないと、精度を高めることができませんので、

今後も物価スライド等も考慮すれば、年間約３，０００万円程度が推測されます。以

上でございます。 

 議  長  梅田議員 

 梅田議員  トータルで３，０００万ほど今後必要になってくる、維持管理費でございます。こ

れだけの巨額の投資、そしてまた維持管理費がかかるようになりますので、本当に町

民の方から、この公園ができて良かったと喜んでいただけるような、そういう施設に

なってくれることを願うわけでございますが。 

 利益を生む施設ではありませんが、少しでも近隣住民、また町民が潤うための収益

と言いますか、地域活性化に寄与してほしいと願うわけですが、そういう収益を若干

上げるような、そういう施策というのは考えてらっしゃらないのか、そして、このネ

ーミングライツということも以前申し上げたとこあるんですが、命名権の販売です。

そういったことはどのように考えてあるのか、ネーミングライツをやらないんであれ

ば、じゃあ、名称はどのように今後考えるのか、その点お尋ねいたします。 

 議  長  都市計画課長 

都市計画課長  お答えいたします。 

 筑前町多目的運動公園は、名前的には運動公園と付いておりますが、１つの公園で

ございます。集客施設でございませんので、そういう収益的施設、そういう収益を上

げる施設ではございませんので、今のところ通常の、今までの体育施設の利用料の収

益等々の費用しか収入としては見込んでおりませんし、ネーミングライツにつきまし

ては、以前議会で質問があっておりましたけど、一般的に民間がネーミングライツを

よく使うわけで、よくプロ野球とかはほとんどネーミングライツをとって、コマーシ

ャル料というか、そういう収益を上げて運営をされているようですけど、公共の施設

につきましては、ネーミングライツまでして、する必要があるのかどうかは、ちょっ

と今のところ判断が付きませんし、ネーミングライツをした場合に、契約年数が多分

５年とか、そういうところでラウンドを切られておりますので、その度々に名前が変

わるようであれば、町民の方への利用とか、どこの公園なのか、そういうところが分

からないという方、困難を生じる可能性があるのではないかと思っています。以上で

ございます。 

 議  長  梅田議員 

 梅田議員  しかしながら、せっかくの施設でございますので、地元生産者による農産物の販売

とかですね、隣の花立山温泉さんとの連携とか、いろいろ今後考えられるんじゃない

かなと思いますので、その点よろしくお願いしたいと思います。 

 それと名称につきましては、ただ多目的運動公園広場という名称でこの先行くの

か、住民から応募を頂いて、そして何か名称を考えられるのか、そういったことも今

後の課題になってくると思います。やはりきちっと名称を、筑前町らしいものを付け

ることによって、住民の、私たちの公園だという意識も高まるんじゃないかと思いま

すので、その点も含めて、今後よろしくお願いしたいと思います。 

 それと、各施設の利用者数の見込みとか、フル活用の取り組みが、どのように今後

なされていくのか。そして、町民体育祭、以前は夜須であってたんですが、そのこと

についての考え、それと障がい者体育祭の実施等も、町民体育祭があるんであれば、
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やっぱり障がい者向けのそういう体育祭もやっていただきたいなと思いますが、その

点について、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。 

 各施設の利用者の見込数ということですけれど、多目的運動公園の利用者、利用予

測を考える資料としまして、５年に１度ではありますけれど、全国版の都市公園利用

実態調査があります。 

 この直近の資料で算出すると、月の休日合計が１７，６４０人、月の平日合計が２

６，１３６人となり、月利用者合計は約４万４千人という数値が出ますけれど、全国

の運動公園の立地条件が違いますので、大きな相違があると思われます。 

 そこで筑前町の沿った、町利用者実態による施設利用の推計では、休日で野球場が

９０人、約ですけれど、多目的広場が１２０人、パーク広場が１４４人、原っぱ広場

が４２６人、休日で１日当たり７８０人、月にすると６，２４０人。 

 平日で野球場が８人、多目的広場が１０人、パークゴルフ場が７２人、原っぱ広場

が３０８人、この数字は中途半端な数字が出ておりますけど、週に野球場であれば２

日ぐらい使ったという想定で算出したのが、野球場が８人ということでございます。 

 平日１日当たりとすれば、計３９８人、月で８，７５６人ということで、野球場、

多目的広場、パーク広場、原っぱ広場などで、月約１万５千人ではないかと思ってお

ります。ただ、今述べた数値はあくまでも予測数字であります。 

 参考ですが、福津市の総合運動公園が１５．２ｈａありますけれど、平成２５年度

の実績として自己申告分のみで、年間５万８千人でございました。 

 それから、各施設のフル活用施策の取り組みということですけど、まず初めに公園

の分類と公園整備について理解していただきたいと思うんですけど。 

 公園は大別して地域性公園と営造物公園に分けられます。地域性公園は国立公園、

国定公園、県立公園で、自然公園のほうによるものです。営造物公園が国及び地方公

共団体がつくる都市公園でございます。 

 規模によりますが、分類に異なり筑前町多目的運動公園は都市機関公園となる都市

公園で、筑前町ではただ１つの都市計画決定をしている公園であり、将来にわたり保

存しなければなりませんし、廃止もできません。 

 公園は活動的に利用するのみでなく、四季折々の風景を見て楽しむことや散策もで

きます。また、遊びの場、子育ての場、交流の場、憩いの場など静かに時を過ごす都

市的空間になります。 

 議員ご質問のフル活用ということですが、フルという言葉を使われますと躊躇
ちゅうちょ

す

るわけですが、公園のフル活用という判断基準が何をもって決められるのかが表しよ

うがありません。 

 公園施設の利用は適切な頻度で利用していただくのが最適だと思っています。 

 特に公園基盤が土系とか植栽系が多いため、機能回復も考慮しなければなりませ

ん。多目的運動公園には町民が利用できる公園施設としては、付属施設を除いて、多

目的広場、野球場、こども広場や健康広場やパークゴルフ場があります。これらの施

設を各種団体や体育協会や町内外の人たちに大いに活用していただくとともに、町と

しましても多目的運動公園運営及び管理検討委員会の９課による活用方法などの検

討を行い、２３項目の意見を頂いています。 

 主なものを上げますと、防災訓練の 

 （梅田議員「簡潔に答弁をお願いします。」の声あり） 

 議  長  簡潔にお願いします。 
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都市計画課長  ２３個の項目があるのですけれど、そういうふうないろんな項目が上げられていま

すので、具体的には所管課において、具体的に実施、対応していただく、また町民へ

のＰＲとしてホームページへ掲載とかパンフレット作成などにより、周知を図りたい

と思っている状況でございます。 

 議  長  生涯学習課長 

生涯学習課長  町民体育祭の実施について、お答えいたします。 

 多目的運動公園につきましては、９月の１３日に一部開園をいたします。９月の広

報等につきまして周知を行ってきているところでございますし、今後につきましても

備品等の充実、それから各種スポーツ団体等にも大会やイベント等の開催を要請をさ

せていただいているところでございます。 

 生涯学習課が所管いたします少年キックベースボール大会や、それから町民ソフト

ボール大会らついても、関係者と協議を行いながら、利用していくようにしていきた

いと考えております。 

 町民体育祭等の運動会につきましては、合併後に開催をしておりましたけれども、

各地区の役員の皆様のご負担、あるいは時期の問題、それから各地区でも運動会をさ

れているということで、中止をした経緯がございます。 

 今後は多くの方々に利用できるようＰＲに努めてまいりたいと思いますけれども、

運動会の開催については、現在のところ考えておりません。 

 議  長  梅田議員 

 梅田議員  障がい者の体育祭のことはですね、前日にホットスペース朝倉の利用者の方、ソフ

トボール大会とか出られていまして、昨年は優勝されたというふうなことも聞いてお

ります。オリンピック、パラリンピックということが、今トータル的に言われている

わけです。そういった中で、やはりこういう障がい者の体育祭の実施ということも、

今後取り入れていただきたいなと思います。 

 それと、課長フル活用策ということを、よう分からんと言われましたけれども、私

が言いたいのは、せっかくこういう施設ができましたので、多くの方になるべくたく

さん使ってほしいという意味のフル活用で申し上げましたので、ご理解いただきたい

と思います。 

 ちょっと時間がありませんが、１８歳選挙戦の選挙権対応ということで、選挙管理

委員会をはじめ行政の役割というのは、たいへん重要になってくると思います。せっ

かくの民主主義参加のチャンスを若い方たちが得られたわけでございますので、その

点について、どのように今後取り組んでいかれるのか、そしてまた中学校の教育にお

きましては、中学校卒業と同時に就職をされる子どもさん、当然いらっしゃいます。

そういった中で、やっぱり中学校の社会科授業がこれまでどおりで果たしていいの

か、やっぱりそこの１８歳選挙権を視野に入れた教育内容が必要じゃないかと思いま

すので、その２点をお尋ねします。 

 議  長  総務課長 

 総務課長  お答えいたします。 

 選挙管理委員会の書記長という立場でですね、回答したいと思いますけれども。 

 １８歳の選挙運動もですね、今度は認められるようになりますけれども、買収とか

ですね、連座制とかの対象となるような重大な選挙違反を犯した場合も、少年法の特

例でですね、刑事処分の対象となります。 

 ということで、来年の夏からですね、参議院選から適用されますけれども、本町で

は約６００人がですね、新たな有権者になります。全国的にも非常に投票率が低くて、

６０歳代と２０代を比べると半分以下というような投票率でもあります。 

 国としては、こういった主権者教育にですね、力を入れていくということで、本町
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には高等学校はありませんけれども、高等学校で使うそういった副教材もですね、今

年の秋には配布される予定ということを聞いております。 

 本町においても、若年層の投票率はかなり低い状況でございます。全国的な傾向と

同じような状況でございますけれども、投票を見ておりますと、２０代の人は家族と

同伴としての投票に行くということがほとんどでありますので、そういった家庭での

主権教育、選挙啓発が大切であるということで、今後は家族ぐるみのそういった教育

に力を入れながら、国、県から送られてくるいろんな啓発資料等を活用していきたい

と思っています。 

 また、選挙管理委員会とか明推協等でのですね、対策も十分今後考えて、投票率向

上に図っていきたいと思っております。 

 議  長  教育長、時間が少ないので、あと１分です。簡潔にお願いします 

 教 育 長  お答えいたします。 

 現在、中学校におきましては、社会科、公民分野で、私たちの政治の中で、民主政

治の推進と国民の政治参加との関連で、選挙の意義を考えさせる指導を行っておりま

す。 

 今回１８歳以上に選挙権が引き下げられたことに伴いまして、義務教育段階におき

ましても、実際の政治や選挙を体感させる取り組みを行うなど、主権者教育の充実を

図っていく必要があると、そのように考えております。以上でございます。 

 議  長  梅田議員 

 梅田議員  以上で終わります。ありがとうございました。 

 議  長  これで１２番、梅田美代子議員の一般質問を終わります。 

 休  憩  

 議  長  ここで休憩をします。 

 １時より再開します。 

（１１：４５） 

 再  開  

 議  長  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（１３：００） 

 議  長  １４番 河内直子議員 

 河内議員  質問に入ります前に、台風１８号が先ほど愛知県に上陸したということで、現地の

方々へ心からのお見舞いを申し上げますとともに、被害が最小限にとどまることを心

から願うものです。 

 それでは、通告に基づき、大きく同和問題について、子どもたちを取り巻く問題に

ついて、暮らし・命を守る取り組みについて、３点ほど順次質問させていただきます。 

 まず、同和問題についてです。 

 総務省大臣、官房地域改善対策室は、２００１年、平成１３年１月２６日付文書今

後の同和行政についてで、同和地区、対象地区、同和関係者に対象を限定してきた特

別対策は基本的に終了、平成１３年度末、平成１４年３月３１日に、地域改善対策特

定事業にかかわる国の財政上の特別措置に関する法律、いわゆる地対財特法の有効期

限が到来することにより、特別対策の法令上の根拠がなくなると、特別対策の終了を

都道府県に通知し、１９６９年から２００２年までの３３年間、国と地方自治体で実

施された１６兆円を超える同和特別事業、同和特別対策の終結を明らかにしたこと

は、皆さんご存じのとおりです。 

 本来なら、この時点で地方自治体も終結すべきだったと考えています。 

 １つの任意団体に対する補助金として、約６７０万円はあまりに多すぎるとして、

これまでも部落解放同盟に対する補助金の削減を求めてまいりましたが、なかなか実
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現されず、人権教育啓発推進センター設立後は減額の方向で検討、協議していくとい

う答弁でした。 

 ３月の予算委員会の中で、センターは設立したのに減額になっていないことを指摘

し、協議の有無については、これからしていくという答弁をもらいました。 

 部落解放同盟との協議はどこまで進んでいるのか、また減額の見込はあるのか、お

尋ねをいたします。 

 議  長  住民課長（人権・同和対策室長） 

人権・同和対

策室長 

 お答えいたします。 

 まず、経過のご報告をさせていただきます。 

 平成２６年６月４日、朝倉地区人権・同和対策推進協議会幹事会、これは各市町村

の副首長と朝倉市の市民環境部長及び評議員、これは各市町村の所管課長でございま

す。において、部落解放同盟朝倉地区協議会に補助金削減の申し入れを行っておりま

す。また、同年９月２６日に、補助金削減について再交渉を行っておりますが、合意

には至っていません。 

 本年度、２７年７月６日に朝倉地区人権・同和対策推進協議会総会において、事務

局のほうから代表幹事である朝倉市で、当面事務的な折衝を行っていきたいとう提案

がありました。そこで、総会において、それを了承しております。 

 現在、朝倉市が事務的な折衝を行っているという現状でございます。以上です。 

 議  長  河内議員 

 河内議員  もう１つ、減額の見込みはあるのかもお尋ねしたんですが、その辺は分かりません

でしょうか。 

 議  長  住民課長（人権・同和対策室長） 

人権・同和対

策室長 

 お答えします。 

 ただ今申しましたように、朝倉市のほうが事務的な折衝を行っているということ

で、具体的な金額等のですね、減額とかの情報は入ってきていないということでござ

います。 

 議  長  河内議員 

 河内議員  補助金に対する各市町村の負担割合には、人口割が入っていると思います。 

 朝倉市、東峰村では人口減が推移しており、筑前町は微増となっています。３市町

村合わせて１，８００万円を超える補助金です。この枠が変わらないとしたら、負担

金割合も変わり、筑前町の負担割合が増えるのではと危惧しています。どうなるのか、

お尋ねをいたします。 

 議  長  人権・同和対策室長 

人権・同和対

策室長 

 お答えします。 

 補助金の割合につきましては、国勢調査の人口と昭和５０年時の同和地区に居住し

てある方の人数、あと平等割ですね。それで案分をしております。 

 朝倉市がただ今５８．６％、筑前町が３６．４％、東峰村が５％という案分率で実

際行っているところですが、今年度が国勢調査の調査年となっております。 

 これによって朝倉市、議員がご指摘されますように、朝倉市、東峰村の人口、国勢

調査の人口が減って、筑前町が増えたということになれば、当然、その負担割合も上

がるという形になろうかと思います。以上です。 

 議  長  河内議員 

 河内議員  地対財特法失効後、５年間の経過措置の中で毎年２０％ずつの削減をし、補助金を

ゼロにした同和団体もあります。なぜ同様の措置ができなかったのか、お尋ねをいた

します。 

 議  長  人権・同和対策室長 
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人権・同和対

策室長 

 お答えします。 

 議員ご指摘のとおり、全国部落解放運動連合会、こちらのほうにですね、平成１３

年当時は補助金を支出しておりました。以後減額して、平成１８年度までをもって、

交付金の補助が終わったということで、当時のいきさつにつきましては、承知をして

おりませんので、回答はできないということになります。以上です。 

 議  長  河内議員 

 河内議員  では今後、補助金削減へ向け、どのような手立てを考えているのか、お尋ねをいた

します。 

 議  長  町長 

 町  長  お答えいたします。 

 人権センターが開設されましたので、それに向けてそのことに理解を求め、補助金

削減に、３団体で連携を取って話を進めていくわけでございます。 

 私どもの町といたしましては、削減と、減額ということで、３団体とまず話をし、

そしてその後交渉に臨みたいと、そのように考えております。 

 議  長  河内議員 

 河内議員  では次に、同和研修の参加券」について、お尋ねをします。 

 町では様々な講演会が催されています。これらの講演会への職員の参加は任意なの

か、あるいは強制なのか、まずお尋ねをいたします。 

 議  長  総務課長 

 総務課長  いろいろな町主催の講演会等は実施しておりますけれども、その講演会の内容によ

って異なりますけれども、基本的には任意ということで、ただ強くですね、積極的に

参加するようにというようなお願いはしておるところでございます。 

 議  長  河内議員 

 河内議員  ここに、７月２４日に開催された同和問題啓発強調月間講演会の参加券がありま

す。所属の行政職員の欄に氏名とあります。任意の参加と言いながら、出欠をとると

いうのはどういうことなのでしょうか。 

 講演会は自己研鑽を高めるため、各々内容を吟味し参加するものではないでしょう

か。氏名の記入のない職員については、事後何か特別な手段を講じているのか、お尋

ねをいたします。 

 議  長  総務課長 

 総務課長  お答えいたします。 

 毎年７月に行っております同和問題啓発の強調月間の講演会についてはですね、職

員の参加状況を把握するためにですね、参加券に個人名を記入する方法をとっておる

ところでございます。 

 住民を対象にして行っておりますそのような講演会あるいは男女共同参画の講演

会等につきましては、職員研修の機会と捉えまして、また職員の意識向上、それから

自己研鑽の機会と捉えて、積極的に参加するように促していることからですね、その

参加状況を確認するため、参加券に直接記名する方法、あるいは受付簿で記入する方

法、あるいは職員名簿でチェックする方法などですね、そういう方法は違いますけれ

ども、いずれの場合についてもですね、指名を把握しておりまして、同和研修に限っ

て行っているものではないということでご理解願いたいと思います。 

 それから、特にですね、欠席したからといって、それでまた何かですね、罰則とか

そういったものについては、何も行っておりません。 

 議  長  河内議員 

 河内議員  今、課長の答弁にもありましたように、ここに筑前町男女共同参画講演会、これは

８月の２７日に開催されたものですが、これの参加表があります。 
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 所属のところは町職員のみで、氏名の記載欄はありません。氏名の記入は、個人の

プライバシーを守る上でも必要ではない、すべきではないと考えますが、見解をお尋

ねいたします。 

 議  長  総務課長 

 総務課長  お答えいたします。 

 先ほどの男女共同参画については、その参加券の様式の中には名前を直接書くとこ

ろはございませんけれども、その男女共同参画の講演会についてもですね、そっちの

場合は名簿、職員名簿をチェックすることによって、名前の確認はしておりますので、

町のほうから職員に対してですね、積極的に参加しさないというふうに言っている講

演については、すべて名前を把握しているということで、ご理解をいただきたいと思

います。 

 ということで、職員、強制ではありませんけれども、職員研修のですね、それから

自己研鑽の一環ということですので、あえて名前は把握するようにしておるというこ

とでございます。 

 議  長  河内議員 

 河内議員  その名簿の把握は、１つにはできないんですか。 

 名簿で把握する。出欠表でする。また記入させる。１つにはできないんでしょうか。 

 議  長  総務課長 

 総務課長  いずれにしてもですね、書かせるか、直接受付簿で書くか、名簿でチェックするか

ということですので、それぞれの、その辺りは担当課に今まで任せておりましたので、

もし統一できるなら統一できるで、検討の余地はあろうかとは思います。 

 議  長  河内議員 

 河内議員  では次に、一般行政への移行について、３点ほどお尋ねをいたします。  

 今年もコスモス公民館、公民館支館、めくばーる学習館、隣保館等で様々な講座が

開催されています。その数合わせて９５講座にもなります。 

 その中で隣保館の１８講座は、どなたでも受講できるのか、また受講料はいくらな

のか、お尋ねをいたします。 

 議  長  人権・同和対策室長 

人権・同和対

策室長 

 お答えします。 

 筑前町隣保館が行っている事業につきましては、隣保館運営事業、地域交流促進事

業、相談機能強化事業、広域隣保館活動事業や解放文化祭があります。これらの事業

の中で各種事業講座等を開催しております。 

 議員ご質問の隣保館で実施している講座について、町民を対象にした講座があるか

ということにつきましては、地域交流促進事業というのを、全町民を対象に紹介しな

がら手話講座、フラダンス講座、太極拳講座、アートフリー講座等を実施していると

ころです。また、受講料はありません。 

 材料費については受講者が負担、なお、解放文化祭出展時の作品の材料代につきま

しては、町のほうから材料代を支出しているということでございます。以上です。 

 議  長  河内議員 

 河内議員  次に、解放文化祭について、お尋ねします。 

 今、町では町民文化祭が毎年盛大に行われています。多くの町民の皆さんが日ごろ

の練習の成果を、皆さんの前で嬉々として披露をされています。 

 一方で、解放文化祭の名で別の文化祭も独自に行われています。同じ町民として、

解放文化祭は町民文化祭に組み込み、一緒に開催すべきと考えますが、見解をお尋ね

いたします。 

 議  長  人権・同和対策室長 
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人権・同和対

策室長 

 お答えします。 

 解放文化祭の目的、これは部落差別をはじめとするあらゆる差別をなくし、すべて

の人の人権が尊重され、安心・安全な筑前町の構築に向け、地区と地区外との相互理

解を深めるため、人間解放への意識の向上を図るという目的で、開催をしているとこ

ろです。 

 文化祭りにつきましては、私、所管が違いますけれども、生涯学習課のほうから頂

いています、これは文化祭りの目的ということで、グループ活動、サークル活動、公

民館自主活動の年間学習の成果を発表し、芸能文化の高揚を図るという目的でござい

ます。 

 それぞれの目的の趣旨というのが違いますので、合同に開催するというのは難しい

かなというふうに思っております。以上です。 

 議  長  河内議員 

 河内議員  次に、解放子供会、中３学習会について、お尋ねします。 

 これまでも、また現在も解放子供会、中３学習会が行われていますが、その内容と

地方分会との関係はどうなっているのか、お尋ねをいたします。 

 議  長  人権・同和対策室長 

人権・同和対

策室長 

 お答えします。 

 解放子供会の目的、これは部落差別の現実の中にいる子どもたちの一人ひとりの生

活を確立するため、進路や生活体験を保障し、さらに部落差別に対する科学的認識、

この科学的認識というのは、歴史、現実、実態、法規、認識ですね、を身に付け、部

落解放にむけて差別と闘う子どもを育てるという目的で実施しております。 

 中３学習会につきましては、解放子供会の事業の一部として取り組みを行っている

ところでございます。中学３年生を対象に、高校選択、高校進学だけではなく、社会

の中で豊かに生きていく力、生き抜く力を身に付けることを目的に実施をしておりま

す。以上です。 

 それと地方分会との関係は、特にございません。以上です。 

 議  長  河内議員 

 河内議員  格差社会がますます広がっている中、授業について行けない子どもも増えていま

す。全児童・生徒を対象にすべきと考えますが、見解をお尋ねいたします。 

 議  長  人権・同和対策室長 

人権・同和対

策室長 

 お答えします。 

 ただ今の議員ご質問の件につきましては、本課だけではなく教育課とも関係がござ

いますので、どういうふうにやっていくかというのは、今後また協議しながら進めて

いきたいと考えております。以上です。 

 議  長  河内議員 

 河内議員  最後に町長にお尋ねします。 

 同和行政の終結に向け、今後どのような取り組みをされていくのか、見解をお尋ね

いたします。 

 議  長  町長 

 町  長  お答えいたします。 

 差別事象がまだまだ発生をしていることは事実でございます。 

 １日も早くですね、そういった社会をつくるために努力してまいりますが、差別事

象が現実的に起きていることを考え合わせれば、今までの施策を十分に検証しながら

進めていくことが必要だと、そのように考えております。以上でございます。 

 議  長  河内議員 

 河内議員  地域を限定しての施策を展開する限り、それは終結には結びつかないということを
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申し述べ、次の質問に移ります。 

 次に、子どもたちを取り巻く問題について、２点お尋ねします。 

 まず、就学援助制度についてです。 

 就学援助制度は、皆さんご承知のように、義務教育は無償とした憲法第２６条など、

関係法に基づいて小中学生が安心して勉学に励めるように、学用品費や給食費、修学

旅行費、入学準備金などを補助する制度で、町内でも多くの方々がこの制度を利用し、

また格差社会が広がる中、年々増加傾向にあると聞いております。 

 今回は、この中の入学準備金について、お尋ねをいたします。 

 就学援助金は各学期ごとに年３回の支払いとなっていますが、入学準備金も例外で

はなく、学校に入学してから１学期の末に、他の補助金と一緒に支払われています。 

 学校に入学するのに小学生はランドセル、体操服、中学生はカバン、体操服、制服、

雨合羽、自転車がどうしても必要となってきます。 

 県内でも手持ちの資金が足りず、仕方なくサラ金に借金をして準備をしたという事

例も上がっています。一度サラ金に借金をしたら、後は雪だるま式に膨れ上がってい

くのは、日の目を見るより明らかではないでしょうか。 

 そういう悲惨な状況を起こさないためにも、入学準備金です。入学の準備のための

お金です。２月から申請を受け付けているのですから、新入生のいる家庭には、せめ

て入学式前までには間に合うよう、早期に支給すべきではと考えますが、見解をお尋

ねいたします。 

 議  長  教育課長 

 教育課長  まず、本町の現状を説明いたします。 

 次年度の申請につきましては、前年度の１月上旬から開始を行い、新年度の支給決

定につきましては、４月の定例教育委員会への報告後に、対象者の方へ通知を行って

おります。 

 支給につきましては、学期ごとの支給を行っており、入学支度金につきましては、

議員申されるように、１学期分に支給を行っております。 

 議員ご質問の、入学支度金の早期支給につきましては、福岡市において本年度から

実施しておられるようです。 

 本町での導入につきましては、申請後に住所が移動になった場合や世帯構成の変更

により、認定基準に該当しなくなった場合などの返納事務など、様々な解決すべき問

題が発生するものと思われます。 

 また、実態といたしましては、４月以降の申請がほとんどであり、このような現状

を踏まえ、まずは近隣自治体の状況も見ながら参考にしたいと思います。 

 私見でございますけども、入学前のランドセルにつきましては、もう既にお盆のこ

ろからの注文とか発注も行っておりますので、ランドセルだけを考えるとですね、も

う３月でも遅いのかなという感じがいたします。以上でございます。 

 議  長  河内議員 

 河内議員  人口流出の多い福岡市でも今年から始めたいということで、流出のそんなに多くな

い筑前町でできないことはないと思います。近隣市町村の様子を見ながら、前向きに

検討をしていただくようお願いをいたします。 

 次に、夜須中学校の施設について、お尋ねをいたします。 

 現在、夜須中学校には西側の外階段があります。この外階段は、生徒が教室移動の

ときによく利用しているところでもあります。 

 しかし、この外階段には屋根が設置されておらず、雨のときは雨に濡れての移動と

なり、濡れたまま次の授業を受けざるを得ません。学校からも要望が上がっていると

思いますが、子どもたちの健康上の面からも屋根の設置が必要と考えますが、見解を
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お尋ねいたします。 

 議  長  教育課長 

 教育課長  議員ご質問のとおり、夜須中学校校舎の横階段には、確かに屋根は付いておりませ

ん。 

 この外階段の設置目的が、非常用階段であること、並びに利用頻度がそれほど多く

ないことからも設置をしておりません。 

 学校に調査をしましたところ、実際利用しているのは、音楽の教師、または吹奏楽

部の生徒が、職員室、パソコン室に要件がある場合のみの利用と聞いております。 

 しかしながら、屋根があったほうがいいということは言うまでもありません。学校

からも要望が上がっており、教育課といたしましてはそのことを踏まえ、マスタープ

ランの実施計画にも計上しているところであります。 

 今後につきましては、夜須中学校校舎などの施設整備の緊急性、優先順位を加味し

ながら、順次整備していきたいと考えております。以上でございます。 

 議  長  河内議員 

 河内議員  では、よろしくお願いいたします。 

 子どもたちが安心して授業を受けることができますようよろしくお願いをいたし

ます。 

 では、次の質問に移ります。 

 次に、暮らし・命を守る取り組みについて、２点お尋ねをいたします。 

 最初に、安全保障関連法案について、お尋ねをします。 

 国民多数が反対の声を上げている安全保障関連法案、いわゆる戦争法案は、今国会

で行われている参議院の審議を通じて、政府がまともな答弁ができなくなり、安倍政

権の行き詰まりが浮き彫りになってきたと言えるのではないでしょうか。 

 行き詰まりの第一は、政府がこの法律の必要性について、筋道の通った答弁ができ

なくなっていることです。 

 例えば安倍首相は集団的自衛権行使の具体例として、日本人を輸送する米軍艦船の

防護が必要だ。だから新しい法律をつくるんだと、パネルまで使って強調しました。 

 ところが、アメリカから釘を刺されたのか、中谷防衛大臣は、日本人が乗船してい

るかどうかは絶対的条件ではない。つまり日本人がいようといまいとアメリカ軍と一

緒に戦うのだと言いだしました。ホルムズ海峡の機雷掃海も、イランの安全政策責任

者が全面否定しています。 

 首相が集団的自衛権の根拠にした具体例がことごとく崩れ去り、この法律の必要性

を説明できなくなっています。 

 第２の行き詰まりは、この法案が自衛隊の軍事行動について、歯止めを持たないこ

とが様々な分野で明らかになってきたことです。 

 例えば、アメリカ軍などに自衛隊が武器、弾薬などの補給を行う兵站に関して、非

人道的兵器であるクラスター弾、劣化ウラン弾、毒ガス兵器、果ては核兵器に至るま

で、法律上は自衛隊が運べるという事実が暴露されました。 

 戦場の真ん中で自衛隊が核兵器を運ぶことを容認する法律など、唯一の被爆国であ

る日本で、絶対に成立させてはなりません。 

 戦後７０年が経った今でも、原爆の後遺症で苦しんでおられる被爆者の心、自分た

ちを最後の被爆者にしてほしいという心を逆なでするものではないでしょうか。 

 第３は、アメリカ軍の指揮の下で、自衛隊の暴走が明らかになったことです。 

 共産党の小池晃副委員長が暴露した、統合幕僚幹部の内部資料には、アメリカの艦

船を防護するための交戦規定を作ること、軍々間の調整所を設置すること、南スーダ

ンでのＰＫＯ国際平和維持活動を拡大することが記されています。 
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 さらに２日の参議院特別委員会では、地元福岡の仁比聡平参議院議員が、自衛隊ト

ップの爆走を告発しました。 

 陸海空自衛隊のトップである河野統合幕僚長が、昨年１２月アメリカ軍首脳との会

談で、この法案の成立時期について、来年夏まで、つまり今年夏までと伝えていたこ

とが、内部文書、会談録で明らかになりました。法案の作成どころか与党協議さえ始

まっていない段階で、成立の見通しをアメリカに伝えていたというものです。異常な

国会軽視といえるのではないでしょうか。 

 戦前は天皇の統帥権の名の下に、軍部が暴走しましたが、今回はアメリカ軍の指揮

下で自衛隊が暴走しています。まさに国民も国会もそっちのけ、アメリカの戦争に参

加するためなら、何でもするという安倍政権の大暴走ではないでしょうか。 

 自民・公明両党は、今月１５日に公聴会を開き、１６日水曜日の参議院平和安全法

制特別員会で強行採決し、直ちに参議院本会議に上程、１６日ないし１７日に可決、

成立を図ろうと検討していることが、新聞などで報道されています。 

 なぜこの法律が必要なのか、国会でもまともな説明ができなくなった末の大暴走で

あり、断じて許すわけにはいきません。 

 筑前町議会は今年６月定例会で、平和のメッセージを発信し続けている町として、

議員発議として、安全保障関連法案の慎重審議を求める意見書を、賛成多数で可決し、

反対したのは公明党の議員１人だけでした。 

 関係省庁へ送付しています。８月３０日には１２万人が国会を包囲し、戦争法案反

対を訴えました。この朝倉地区でも７月２６日に、八幡町にある甘木中央児童公園で、

朝倉から戦争法案に反対する市民集会が開かれ、３００人の平和を願う人々が集いま

した。筑前町議会からも３人の議員が来賓として参加しています。また明後日９月１

１日にも同じ場所で、前回を上回る参加となる集いが計画されています。 

 自衛隊員の方々の命が危険にさらされようとしている今、恒久平和都市宣言の町と

して、また、自衛隊の基地を抱える町として、国に対し意見を上げるべきと考えます

が、町長の見解をお尋ねいたします。 

 議  長  町長 

 町  長  お答えいたします。 

 まさに国政で論ずべき問題ではございますけれども、本年度の６月議会で、本議会

で決議採択をされました。我々もそこに同席をしておりましたし、当然、その決議、

法的な手続きによる決議でございますので、同席しました首長といたしまして、その

件について異議も、またその後の手続きとして、再議の手続きも取っておりません。 

 しかるべきことから、私どももその考えに同意の表現であると、そのように受け止

めてもらって結構だと思っております。 

 したがいまして、あの決議は、町の意思として国の機関等々に要請されたというこ

とでありますので、私ども執行機関といたしましても、同じ気持ちであるということ

をお伝えしたいと思います。以上でございます。 

 議  長  河内議員 

 河内議員  自衛隊を戦場に送り、アメリカ軍を軍事支援するのが戦争法案です。自衛隊を戦闘

地域に派兵して、アメリカ軍支援、兵站活動を行う点でも、集団的自衛権を発動して

アメリカの戦争に参戦する点でも明白な憲法違反です。 

 若者を戦場に送ってはなりません。日本を、殺し殺される国にしてはなりません。

戦争か、平和か、大事な分かれ道だということを申し述べ、次に進みます。 

 最後に、国民健康保険税について、お尋ねをいたします。 

 国会に提出された国保法一部改正の内容では、国保への財政支援の拡充により、財

政基盤の強化策が盛り込まれています。２０１５年度から低所得者対策の強化のた
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め、保険税の軽減対象となる低所得者数に応じた自治体への財政支援を拡充すること

とされており、約１，７００億円の財政支援がされます。 

 具体的には２０１４年度から、低所得者向けの保険税軽減措置、法定減免の拡充が

始まっており、これに上乗せし、法定減免対象者の数に応じた保険者への財政支援の

拡充として、２０１５年度からは新たに２割軽減を支援の対象に加え、７割軽減、５

割軽減の補助率を引き上げるというものです。 

 国保加入者の保険税負担を協会健保並みの保険料負担にするためには、約１兆円が

必要となり、今回の１，７００億円では不十分と言わざるを得ません。 

 しかし、今回の財政支援策は、住民や自治体の声に押されて計上されたものであり、

加入者がそのメリットを実感できるよう、特に低所得者層の加入者の負担軽減に繋げ

なければなりません。県医療保険課では各市町村には２０１５年１０月現在の被保険

者の所得状況を基準にして、１２月頃に保険金を支給するとしています。 

 先日健康課に試算をしていただいたところ、筑前町には約２，３９０万円の増額見

込みということでした。 

 ６月議会の補正にも、今９月議会の補正にも上がってきていないようですが、この

財源を使って、財政支援を拡充すべきと考えますが、見解をお尋ねいたします。 

 議  長  健康課長 

 健康課長  お答えいたします。 

 この１，７００億円の公費の追加によりまして、保険者支援制度が拡充をされてお

ります。  

 この分につきましては、当初予算の中で既に見込みを立てて、前年度と比較すると

約２，５００万円の増ということで、当初予算に計上させていただいておるところで

ございます。以上です。 

 議  長  河内議員 

 河内議員  じゃあ、それは低所得者層の軽減に充てたということでよろしいんでしょうか。 

 議  長  健康課長 

 健康課長  お答えします。 

 この軽減につきましては、軽減額については、すべて保険基盤安定繰入金のほうか

ら、国保会計のほうに繰り入れるという仕組みになっております。 

 それに加えまして、このような保険者支援制度とか、もう１つありますけど、その

分がまた余計にですね、軽減者数の割合に応じて一定の率が決まっておりますので、

その分がまた上積みをして、法定繰入金として国保会計のほうに繰り入れるというこ

とになっておりますので、元々がその軽減制度というのがですね、低所得者の方に対

する支援でありますので、その部分について軽減があっても、国保会計としてはマイ

ナスにならないといったような仕組みになっているのでございます。 

 議  長  河内議員 

 河内議員  なんか予算議会のときの課長の説明では、上限額が上がりましたね。国保、介護、

後期高齢者、その分について軽減したというふうな説明だったと思うんですよ。 

 この分が軽減に反映されているのかどうかをお尋ねします。 

 議  長  健康課長 

 健康課長  ちょっと今のご質問のですね、私がそういうふうに言ったということが、ちょっと

全く記憶にございませんし、軽減の制度の仕組みにつきましては、先ほど申し上げた

ようなことでございます。 

 確かに今年度の引き上げがですね、限度額の引き上げがありましたけど、その分と

軽減とですね、相殺とか、そういった絡みがあるということではございません。 

 議  長  河内議員 
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 河内議員  では、政府の予算が３月ずれ込みましたけども、筑前町の予算の計上に間に合った

んですか。 

 議  長  健康課長 

 健康課長  お答えいたします。  

 一応当初予算の中にはですね、見込まれるものはなるだけ見込んでということでで

すね、元々が２億円とか、そういった赤字が最初から見込まれますので、見込まれる

ものはですね、見込んだということで、ある程度中身もですね、分かっておりました

ので、それで試算をさせていただいて、見込みを立てておったということでございま

す。 

 議  長  河内議員 

 河内議員  ４月からの消費税増税、介護保険料、国民健康保険税の値上げ、それに加え物価の

上昇で、家計は火の車です。 

 県とも協力し、国に対して国保財政に責任を持つこと、さらなる国費投入で、高す

ぎる国民健康保険税の引き下げのための力を尽くしていただく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  これで１４番 河内直子議員の一般質問を終わります。 

 休  憩  

 議  長  ここで休憩をいたします。 

 ２時から再開したいと思います。 

 （１３：４６） 

 再  開  

 議  長  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 （１４：００） 

 議  長  １３番 一木哲美議員 

 一木議員  私は、このたびの質問は、過去の質問の再質問、地方創生と人口減少対策について

ということも、６月の定例会で質問させていただきました。 

 時間的にもですね、１時間ぐらいかかるかなというふうに思っていますので、答弁

のほうも簡潔にお願い申し上げたいということを思っておるところでございます。 

 合併をいたしまして、本町におきましては、道路、歩道関係等がかなり整備をされ

たものというふうに見受けておるところでございます。 

 道路の整備は町の発展には欠かせませんし、このことは筑前町の発展を大きく支え

ている。また、今後もそういった状況がより一層進んでいくものであるというふうに

喜んでいるものでございます。 

 ６月２日には筑紫野三輪、県道７７号線もおかげさまで開通いたしました。これも

田頭町長をはじめですね、各担当部署の職員の皆さん方の長年の努力の賜物であると

いうふうに思っておるところでございます。 

 道路関係等の質問等もございますけども、過去の質問についてもですね、改めてま

た要所要所ふれさせていただきますので、ご了解いただきながら、ご答弁のほうをよ

ろしくお願い申し上げたいと思います。 

 それではまず最初に、県道７７号筑紫野三輪（山麓）線に、筑前町ＰＲ、歓迎など、

看板設置、サイン工事でございます。求めてきました。設置はいつですかということ

でお尋ねをさせていただきます。 

 私は平成２５年６月、２６年１２月議会で、筑紫野三輪線に看板設置を、提案を求

めさせていただきました。 

 今年６月６日全線開通することができ、３カ月が経過する中で、道路状況も落ち着

いてきています。そういった中で、道路を活用した町づくりや活性化などに向けて、
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早期に看板設置を求めたいということを願っているわけでございます。 

 このことにつきましては、平成２５年６月、２６年１２月の議会におきまして、質

問でお願いをさせていただいたところでございます。 

 そのときの質問の内容につきましては、過去のことでございますけど、このたび筑

紫野三輪線が全線開通する前に、新たに提案とお願いをしたいということで申してお

ります。 

 沿線沿いの１つは、筑紫野市山家から筑前町へ入った辺りに１カ所、それから、朝

倉市の甘木から三輪地区の弥永へ入った辺りに目立つ看板の設置をお願いしたいと

いうことで申しています。 

 その看板は、歓迎とＰＲ、みなみの里と大刀洗平和記念館などの集客増などを兼ね

たものをぜひ設置していただきたい。看板設置は「歓迎」と「ありがとうございまし

た。またお越しください」との意味合いとＰＲも含めたものがいかがでしょうかとい

うことで、お願いをさせていただいているところでございます。 

 このときの企画課長答弁は、全線開通前に看板の設置ができますように、早めに検

討して準備したい。内容、字等は今後具体的に検討を進めたいというふうに申してい

ただいていました。 

 町長の答弁でございます。２６年の１２月議会の折でございます。 

 この路線は、本町と筑紫野、太宰府を直接結ぶ町の活性化に繋がる道路です。また、

生活道路です。地方創生がこれから地域の課題です。 

 質問の看板にとどまらず、総合的な視点に立って、本道路の活用を創造していかな

ければいけないと。福岡県、筑紫野市とも協議が必要でありますと。 

 来年の地方創生のプランの１つの軸として、１年間十分に検討させていただきたい

と、いう町長の答弁でございました。 

 先ほど申しましたように、道路状況がもう追いついてきております。善は急げとい

う言葉もございますけども、看板設置をいつ頃に考えてあるのか、答弁を求めたいと

思います。 

 議  長  企画課長 

 企画課長  お答えいたします。 

 ご存じのように、那珂県土整備事務所それから朝倉県土整備事務所、並びに筑紫野

市の大変なご尽力によりまして、地権者との合意に至られまして、全線開通となった

ものでございます。というふうな、そのような経緯であったことから、筑前町だけが

単独で開通早々に先行して、歓迎看板を設置することについては、いかがなものだろ

うかというふうなこともありまして、ちょっと遠慮したというような経緯がございま

す。 

 というふうなことで、まずは、県のほうが市町村境のほうにですね、看板をまず設

置されるだろうと。だから、まずはそれを待ちましょうというのが、まず１つ目。 

 そして先日、市町村会、筑紫野市と筑前町の境界にですね、わりとちっちゃめな境

界看板ができましたので、じゃあ、その後筑紫野市のほうと協議をしましょうと。 

 筑前町はこういうことで歓迎、またのお越しをという看板を考えているけども、筑

紫野市さんはどうですかというふうな形での協議を行っております。 

 そのようなことで、現段階では事前協議も大体ほぼ終わりまして、一定の了解を得

たところでございます。 

 では、筑前町さんどうぞというふうな形でですね。というふうな形でやっとなりま

したもんですから、今後は具体的に、じゃあ、どこにどのような看板を作るかという

ことで、今度は県と協議を行いたいと思っております。その後に工事に着手する計画

でございます。以上です。 



 34 

 議  長  一木議員 

 一木議員  ありがとうございます。 

 ２７年度中には設置ができそうでございましょうかね、その辺りについて、いかが

でございますか。 

 議  長  企画課長 

 企画課長  お答えいたします。 

 ２７年度、できれば２７年中ぐらいには設置をしたいと考えておるところでござい

ます。 

 議  長  一木議員 

 一木議員  看板設置も含めまして、この筑紫野三輪県道７７号線沿線、そしてまた町がしっか

りと力強く発展をしていくために、いろんな道路も町づくりの１つとしてですね、い

ろんな手立てなり計画が、また求められるんじゃないかなというふうに考えるわけで

ございます。 

 また今からも、私どももですね、そういったことも含めて、いろんな提案等もまた

させていただきながら、せっかくの道路でございます。長年待ち望まれた道路でござ

います。この道路を活用して、筑前町がより一層発展しますように願うものでござい

ます。よろしく看板設置のほうをお願いいたしたいと思います。 

 それでは、次の質問に入らせていただきます。 

 篠隈市街地、国道３８６号沿線の途切れた歩道整備について、質問をさせていただ

きます。 

 平成２２年３月議会及び９月議会、そして平成２５年６月議会で質問、要望等をさ

せていただいております。そのときの質問もだいぶ前になりますので、ここで述べさ

せていただきます。 

 国道３８６号は、平成１７年の交通量調査で、篠隈においては１２時間、半日で１

３，５７５台、交通量と報告をされていました。 

 国道３８６号篠隈の佐藤石油店前から国松産業さん前までの間約２００ｍと、俊丸

家具店前から宮原タクシー駐車場前約５０ｍの間は、歩道帯が途切れてありません。

なぜこの区間だけ歩道が設置されていないのか、歩道帯がない篠隈市街地、国道３８

６号沿道は毎日住民の方が病院、買い物、通学などで利用、ご年配の方が電動シニア

カーで通行される横を大型トラックが通る場合など、たいへん危険であります。事故

が発生してからでは取り返しができない。土木事務所、現在の県土整備事務所、県に

対して強く要望され、早急に途切れた歩道建設に取り組んでいただきたいという質問

をさせていただきました。 

 ２２年３月の建設課長のご答弁です。  

 過去の事績を調査してみたが分からなかったと。現場を見て、歩道設置は当然だと

考える。建設課サイドとして、地元から要望がなくても、県土整備事務所のほうに要

望活動をすぐにでも開始していきたいというふうに答弁をいただいています。 

 ２２年３月議会の町長の答弁でございます。 

 昨年７月町長就任後に土木事務所、現在の県土整備事務所の所長等々と町の危険箇

所を見て回り、その中で３８６号沿線はかなりの箇所において歩道が必要ということ

を伝えましたと。篠隈もその１つであり、十分この件について県土整備事務所に伝え

て進めていきたいというふうに答弁をいただいております。 

 その後、平成２２年の９月議会での質問でございます。３月定例議会で要望いたし

ました歩道帯が途切れている篠隈市街地、国道３８６号沿道の改修へ向けた取り組み

の進展はということで、質問させていただきました。 

 そのときの２２年９月の建設課長答弁では、説明では、地元区長さんと共同で要望
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書を作成し、要望活動を行っていますということでございました。 

 それから、平成２５年６月議会の質問で、私は、篠隈の交差点から安の郷公園入口

の交差点をとおり、石櫃の公園へ向かいまして、両サイドの歩道等はほぼ完備されて

おりますと。篠隈の交差点よりダイレックス前までも同じく整備されていますと。そ

の先国松産業さんの前からやすらぎ荘入口交差点を経て、長者町のほうへ向かい、ほ

ぼ両サイドの歩道帯も整備されていますと。問題、課題は、篠隈市街地のこの途中が

歩道帯が整備されておりませんと。近年、篠隈交差点からやすらぎ荘入口交差点周辺

に至って、大型店舗、ダイレックス、Ａコープ筑前店、ローソン、モリ薬局などの営

業に伴って、買い物客の車や人の入込が増えておりますと。 

 そのような状況にもかかわらず、平成２２年３月議会で質問、お願いしました篠隈

市街地の途切れた歩道建設を求めて以来、３年が経過したが、町の取り組みの経緯に

ついてと、進展がしないのはなぜかと、問題点についてお尋ねさせていただきました。 

 このことに対しての答弁でございますけども、２５年９月の建設課長答弁でござい

ます。 

 平成２２年４月、篠隈新道区と合同で要望書を作成し、朝倉県土事務所に進達し、

早期改善の要望をしていると。昨年の１１月に、朝倉県土事務所にヒアリングが行わ

れ要望しておりますと。篠隈新道区より国道３８６号歩道設置要望が改めて２５年５

月１４日付で提出されたので、朝倉県土整備事務所に進達をし、早期に取り組んでい

ただくように要望をしておりますと。 

 問題点は、朝倉県土整備事務所管内の歩道設置事業が、今４カ所ほど取り組まれて

おると。各市町村からの要望の均衡、バランスも保たなければならないと言われてい

ると。危険性については十分認識しており、重要な課題と位置付けしながら、早期着

手に向けてさらに要望活動を続けていくというふうにご答弁をいただいております。 

 建設課長におかれてもですね、代わられておられますけども、そういった経緯を経

ております。 

 そのような、これまでの質問を踏まえて、重ねて質問をさせていただきます。 

 平成２２年３月議会、９月議会、そして２５年６月議会で要望させていただきまし

たが、この歩道の整備について、直近の進捗状況並びに計画等について、まず、説明

を求めたいと思います。 

 議  長  建設課長 

 建設課長  お答えいたします。 

 最初に結論から申し上げますと、残念ながらまだ朝倉県土整備事務所において、事

業計画には上がっておりません。 

 理由としましては、先ほど議員も質問の中でございましたように、現在町内で朝倉

県土整備事務所の歩道整備事業が、平成２５年度以降５カ所で事業実施済み、及び事

業実施中でございます。 

 二区の山家川付近の歩道整備が２６年度に完成をしております。それから直近で

は、中牟田の中牟田橋付近の歩道整備が今年の７月に完了しているようでございま

す。他に３カ所、上高場区のほうでは県道久光・西小田線の歩道整備、依井区の県道

福岡日田線、前の３８６でございますけど、そちらの簡易歩道整備、路肩のカラー舗

装がメインでございますけど、その事業、それから久光区の三輪中学校付近の歩道整

備が２７年度から、今年度から一部工事に着工されるというふうに聞いております。 

 そのような状況がございまして、県土としてもですね、限られた予算の中で効果を

早く出していきたいというふうな考えでございます。今年も９月の４日の日に２８年

度要望のヒアリングがありましたので、町としても当然、重要な箇所と位置付けてお

りますので、上位に位置付けはしておりますけども、今年度朝倉県土は非常に、予算

が１０億円ほど削減をされておりまして、現時点ではですね、新しい新規事業の着手
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は困難であるというふうな状況と伺っております。以上でございます。 

 議  長  一木議員 

 一木議員  お手元にプリントをいたしました写真ですね、用意をさせていただいています。議

長のほうに了解をいただいていますけれども。 

 毎回こういった写真を出させてもらっております。歩道が途切れている佐藤石油店

前からの状態でございます。上のほうの３枚の写真でございます。 

 こういった新規の事業と申しますか、要望、お願いはもう以前から、町のほうもな

さってあるわけでございます。全く新規でなくてですね。これまで要望を強く、前か

らお願いさせていただいている事業でありますので、そういったことでしっかりと県

土事務所なりにですね、押していただきながら、お願いをさせていただかなければ、

なかなか簡単には行かないというところは承知するところでございます。 

 一番最初に申しましたように、新設の道路とか道路整備改良したところは、３ｍほ

どの歩道まで設置をなさっていただいてですね、きれいに道路があちらこちらでです

ね、整備されております。たいへん町全体としてはですね、道路が非常に整備されて

よくなったというふうに見受けております。 

 ただし、この篠隈市街地は本町の中心的な、そういった場所にもかかわらず、なか

なかこれが、歩道設置がですね、改良ができないということでございます。 

 一般的な要望を上げておっても、なかなかできないと思うんですね。だから、やっ

ぱりこう何年あたりを目途にとかですね、具体的なことを計画をもって進めていかな

ければ、このことを今から３年、５年経っても同じようなことの回答しか出てこない

んじゃないかなというふうに考えるわけでございます。 

 町がやはり県土事務所へですね、しっかりそういったことを進達なりしていただき

ながら、この歩道整備を推進していただかなければ、ここの場所は商業用地でもあり

ますし、ガソリンスタンドもございますので、なかなか簡単に用地買収とかですね、

話が難しい部分もありますので、であればこそですね、なお、しっかりと取り組んで

いかなければ、簡単には歩道整備設置ができないというふうに見受けるわけでござい

ます。そういったことをしっかりと持っていただきながら、また担当の課長さんも代

わられますしですね、しっかりとその辺りを、計画を進めていただきたいと思います。 

 町がしっかりとこのことは進めていかなければですね、今から３年、５年経っても

ですね、本当にそういったのが、目途が立つのかなということを非常に気にするわけ

でございます。 

 その点についての取り組みはいかがございますでしょうか。 

 議  長 建設課長 

 建設課長  お答えいたします。 

 県の状況につきましては、先ほど回答をしましたとおりでございます。 

 写真に、お配りのとおり、町としても非常に危険な箇所ということは、以前から認

識をしております。今後も機会があるたびにですね、町内で他にも歩道整備の要望が

出ているところがございます。そういう箇所とのバランスを取りながら、積極的に県

土への要望活動はしてまいりたいと思います。以上でございます。 

 議  長  一木議員 

 一木議員  付け加えさせていただきますけども、この途切れた歩道の、ちょうどこの手前なり

この付近にはですね、道路を横断するための横断歩道の信号機もありますけども、ち

ょうど歩道帯がない歩道の真ん中あたりにあるんですね。便利であるようで非常に危

ないという声も聞きます。このことも含めてですね、やっぱり早く改善等が必要であ

るんじゃなかなと。 

 職員の皆さん方も前を通ったりされますので、このことは十分認識されてあると思
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いますけども、しっかりとやっぱり見ながら進めていくというふうな取り組みも、ぜ

ひともお願いしたいと思います。 

 やはり見るとですね、その危なさもしっかりと実感できますので、聞くだけじゃな

くて、やっぱり時折見ていただきながらですね、そのことを進めていただきたいとい

うふうに心からお願い申し上げたいと思います。 

 それでは、次へ進めさせていいただきます。  

 交差点改良でございます。 

 国道３８６号やすらぎ荘入口交差点改良について、質問をさせていただきます。 

 この件については、平成２４年１２月議会で質問、要望をさせていただきました。

そのときの質問内容についてと答弁についてふれさせていただきます。 

 私の質問は、最近、やすらぎ荘入口交差点付近には、ローソンコンビニ店、Ａコー

プ店、ドラッグストアモリ店、篠隈整形外科など買い物客などが車で来られ、交差点

付近は終日、車の通行量とともに左右の店、店舗などへの進行方向変更が増えて、交

通に影響が及ぶ状況であります。 

 特に交差点では、右折しようとする車があれば、道路に右折帯が４方向ともないた

め、後続車が先へ進めず、その都度交通渋滞が発生しております。１年でも１日でも

早く交差点改良に着手できるように求めています。 

 町長からも、この事業を優先的に考えていくと申されております。その後において、

やすらぎ荘入口の交差点改良が進まない、改めて国道３８６号線ややすらぎ荘入口交

差点改良の進展について、現況説明を求めたいと質問をさせていただきました。 

 平成２４年１２月議会の建設課長の答弁でございます。 

 現在、３８６号交差点北側は、町づくり交付金事業において用地買収も終わり、工

事も着手しており、来年３月までに工事が完成する予定ですということで、東側のほ

うでございます。工事は完成しているところでございます。 

 一方、交差点南側は防衛庁事業の篠隈・下高場線工事において、道路用地補償の協

議をしてきた経緯があり、最終的には合意を見るには至っていないということです。 

 総合的に協議していますと、沿線の関係者の協力も必要となってきていますので、

今後検討をしていきたいというふうに答弁をいただいています。 

 その後私の質問は、一番大事な用地のご相談をさせていただかなければならない場

所であるにもかかわらず、努力がされていないということは、途中で話が消えてしま

っているんではないですかと。これでは、できる話はできないわけで、ここのところ

が非常に大事なところと思いますと。この交差点改良に向けて、地権者の方とご相談

を継続してやっていただかなければいけないと思いますということをお願いしてお

ります。 

 このことに対しての、平成２４年１２月議会の建設課長のご答弁は、町としてはそ

のようなことも含め、朝倉県土整備事務所と十分連絡を取りながら、今後努力をして

いきたいと。 

 副町長の答弁でございます。これも平成２４年１２月の議会の質問に対してでござ

います。 

 総合的にその問題も解決しなければならないであろうというようなことで、県土整

備事務所まで町長自ら足を運ばれて話をされているところでありますと。右折帯とい

うことになれば、国道の分前後１００ｍ、そういったものが必要になってきますので、

関係者の協力がなければできないと。また、再度ご相談をしたいと考えていますとい

うことで、４方向ということでありますので、県道、町道、そういったことが絡んで

まいりますけどもですね、地権者の方等への相談もしっかりやっていかなければいけ

ないというふうに申していただいています。 

 そこで、今回質問でございますけども、平成２４年１２月議会で要望、お願い等を
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させていただきましたが、この交差点改良につきまして、直近の進捗状況について、

まず、説明を求めたいと思います。 

 議  長  建設課長 

 建設課長  お答えいたします。 

 一連の経過につきましては、今、議員がご質問のとおりでございます。 

 ここの最大の問題点は、議員も申されたとおり、国道３８６号からの、篠隈方面か

ら下高場に右折する車がある場合に渋滞をしているということで、右折帯を設けて直

進する車をスムーズに通す改良が必要だというふうになります。 

 ということでありますと、朝倉県土事務所の事業になってきますので、そちらのほ

うへ、先ほどの篠隈地区の歩道整備と同等に、県道の事業整備を要望しておりますけ

ども、先ほどの歩道整備と同じような観点でですね、現在まではまだまだ事業着手が

されていないというふうな状況でございます。 

 以前は町道のほうを優先して右折帯を作る計画でございましたですけども、交差点

付近の方の地権者の協力がいただけなかったということで、一時休止しております。

一貫完了した状態になっております。 

 そのことについては、先ほどの２４年の１２月議会で回答済みのようでございま

す。現時点で県土事務所の事業計画がない段階で、関係者へ協議をお持ちするのは不

適切ではないかという形で、関係者への対応は、現時点ではやっておりません。以上

でございます。 

 議  長  一木議員 

 一木議員  県土事務所の計画がないということですけども、これは当然ながらですね、県土事

務所へはそういった交差点改良は上げていかなければならないし、当然上がっている

べきであると思います。 

 でないと、この交差点はもう前から、ここを通る車の運転者はもちろんですけども、

町の住民の多くの方がですね、交差点改良を望まれてあるわけでございますので、県

土事務所からこういったことは具体的に進んで来なければ、町は対応できないという

ことではなくて、町が積極的にですね、こういった交差点改良が必要だろうというこ

とを、強く申していただきながら、県土整備事務所にですね、その必要性をしっかり

と伝えていただきながら、このことを進めていかなければ進まないわけでございま

す。 

 ここは県道と、または町道、防衛庁関係の道路も絡んでおりますし、また、やすら

ぎ荘交差点から東、北、北のほうへ上る道路は町道でございますし、いろんな道路の

絡みがございますけども、先ほども申しますようにですね、こういった道路関係は、

やはり地元からしっかりとですね、そういった環境を整備しながら、県土整備事務所

なり県のほうへ上げていただかなければ、県土事務所の管轄も非常に広ございますの

でですね、なかなかやはり、そうこちらの願いが、県土事務所のほうが積極的にです

ね、こういった改良工事とか交差点の改良とかをやっていただけるということはです

ね、もうゼロに等しいんじゃないかなというふうに思いますので、しっかりと取り組

んでいただかなければいけないと思っております。 

 その関係者、ここの交差点に関する関係者の協力がなければならないというふうに

思っております。 

 そういったことに対しては、町のほうからご相談とかは、最近なされたりはされて

ないものか、その点についていかがでございますか。 

 議  長  建設課長 

 建設課長  お答えいたします。 

 町のほうもですね、先ほどの篠隈歩道と一緒のように、強く要望は実施をしており
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ます。先週も町長自らですね、県土事務所に行かれまして所長への要望もされたとこ

ろでございます。 

 関係者への協議につきましては、朝倉県土事務所がまだいつからするか分からない

状況の中で話を持っていきましてもですね、非常に説明もしづらい部分もありますの

で、ある程度事業化が明らかになった段階で、全面的な交差点改良は、たぶん前後１

００ｍぐらいの地権者の方が関係してくるだろうというふうに思っています。 

 そういうことで、ある程度時期が決まった段階でですね、そういうふうな関係者へ

のお話はする時期が来るだろうと思っていますので、現時点では当面、現在やってい

る県土事業の進捗を一定見ながらですね、早期の事業着手を引き続き要望してまいり

たいと考えております。以上でございます。 

 議  長  一木議員 

 一木議員  時期を待ってですね、時期が定まって、それからするということかなと思いますけ

ども。 

 時期を定める努力をですね、やはり本町としてもしていかなければ、なかなかです

ね、この時期が、目途がいつ立つのか分からないと。 

 私もこの件については、もう数年前にですね、町の前の副町長さんのほうからも、

お話等もございましてですね、個人的な方とも接触をさせていただきながら、ご協力

を、お願いを１０回ほどお会いしながらさせてもらったこともあります。 

 でございますので、町もですね、前から、以前からそういった努力をずっと重ねて

こられた場所なんですね。いろんなことを私もお聞きしながら承知をしておりますけ

ども、しかしながら、思うのはですね、今から３年、５年、１０年経ってもこの交差

点改良ができるのかなというふうに、非常に目途が立たないといった中でですね、町

としてもやはり具体的な努力をしていかなければ、県土整備事務所にお任せしてお願

いしますだけではですね、これは進んでいかないというふうに思っています。 

 だから、こういった交差点改良または歩道設置等についてはですね、特に筑前町の

中心的な場所でございますので、町がしっかりと腰を入れてですね、積極的に県土事

務所のほうへお願いなりですね、１年に１回や２回は見ていただくとかですね、そう

いったことで強く訴えながらお願いをさせていただかなければですね、なかなかやっ

ぱ難しいと思われます。 

 また、ここに関係する方たちがですね、道路の周りとか交差点の周りとか沿線には

たくさんおられますので、そういった方たちにもご相談をさせていただきながらです

ね、工事が進むためには、やはりその準備だけでも相当年数はかかると思うんですね。 

 であればこそ、難しいところは早く着手をして、そういった環境づくりをですね、

整備が、町がある程度やっていかなければ難しいんじゃないかなというふうに思って

おるところでございます。よろしくお願いいたしたいと思います。 

 それでは、最後の質問でございます。 

 地方創生と人口減少対策についてということでございます。 

 このことも視察研修をさせていただきましたので、このことを踏まえての質問とい

うことでございます。 

 前回の６月議会で質問させていただきましたことと、ほとんど全部が重なりますけ

ども、視察研修をさせていただきました上でということでございます。よろしくお願

い申し上げたいと思います。 

 平成２７年６月議会、一般質問で提案、要望した案件についてということで、議員

視察研修を踏まえて再質問をいたします。 

 去る８月５日から７日の日程で議員視察研修を行いました。その中で島根県邑南町

役場では、日本一の子育て村を目指す取り組みを広範囲にわたり実施されています。

町の各課をあげて様々な子育て支援を行われていました。 
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 その中で、私が６月議会で質問いたしました３点、１点は町営住宅建設事業と入居

者について、２点目は婚活支援事業、３点目が就職活動支援事業についても、邑南町

ではしっかりとした事業を展開されていました。 

 そのようなわけで、前回に続き再度質問をさせていただくことといたしました。 

このたびの視察研修には、本町総務課の地域創生戦略室の係の職員の方も同行して

いただきましたので、町長をはじめ各課長さんへも報告等がなされているものである

というふうに承知しているところでございます。 

島根県邑南町は面積が４１９．２２㎢、山林が８６％という町でございます。人口

は１１，４８７人、平成２７年１月１日付けでございます。世帯数は５，０３０世帯、

高齢化率が４１．９％、主な産業は農林業です。攻めと守りの定住プロジェクトとい

うことで、平成２３年から取り組まれてございます。 

 ３つ大きな柱がございます。 

 １つが、攻めのＡ級グルメ構想ということで、視察研修で研修委員長から報告され

た内容の、そういったことでございました。 

 ２つ目が、守りの日本一の子育て村、３番目が、徹底した移住者ケア、この３つを

柱とした町づくりを推進されていました。 

 島根県この邑南町は、６月議会で私が一般質問をいたしました地方創生、人口減少

対策についての、３つの案件を既に取り組み、実施され成果を出されていました。 

 本町においても、重ねての提案と要望ですが、しっかりと取り組んでいただきたい

ということを願って、質問をさせていただきます。 

 ６月議会の私の一般質問を、内容再度を申し上げておきます。 

 たいへん厳しい人口減少などへ進む国家の危機に対して、政府は、地方創生、まち・

ひと・しごと創生長期ビジョンへの取り組みを掲げています。少子高齢化社会を迎え

る中、筑前町が個性を活かしながら発展する可能性をどうすれば広げられるか、幅広

い視点から考える必要があると思っています。 

 ３点について、質問いたしますということで、３点質問させていただきました。 

 まず、１点ずついきます。 

 町営住宅建設事業と入居者、人口減少対策について、質問させていただきました。 

 このことについて、私の質問の後、邑南町の取り組みと、そしてまたその説明に基

づいて見解を伺いたいと思います。 

 今、地方創生、筑前町創生の大きな将来を展望するとき、大胆な発想と思いますが、

地域活性化に向けて夜須地区第３期町営住宅を、去る６月６日に全線開通した筑紫野

三輪県道７７号（山麓）沿線へ建設することの検討を求めたいが、町営住宅に対する

新たな発想として、人口増へ向け、筑前町の以外、筑前町外などからの子育て若者が

入居できるような要件拡大、要件整備を行うことが可能となれば、生活困窮者、低所

得者の方たちと合わせて子育て若者にも利用してもらい、ひいては本町の人口増へ向

けての一助になるものと考えるということで、要件拡大整備への取り組みを、検討を

求めさせていただいたところでございます。 

 このことに対しての都市計画課長のご答弁でございます。 

 山麓部の土地利用の変化を期するところだが、現状では未開発の状況であり、町営

住宅の建設は困難であると判断していると。子育て若者入居者用に特化した公営住宅

建設計画は現状では非常に困難であり、将来の課題と考えると。町外などから子育て

若者入居要件拡大の取り組みは、公営住宅施設の大きな転換となり、筑前町の将来展

望を見据えた議論が必要であるというふうにご答弁をいただいています。 

 町長のご答弁でございます。 

 筑前町が取り組んでいます公営住宅政策は福祉政策であるということが基本であ

ると。地方創生の基本は、町の基本は、働く場と教育だと思っているということで、
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町長のご答弁をいただいています。 

 そこで、視察を研修をさせていただきました邑南町ということで説明をさせていた

だきます。 

 定住支援という分野でございます。 

 この邑南町では、通常の低所得者、生活困窮者向けの公営・町営住宅は５００世帯

分ほどございまして、こういった方たちが利用されてあるということでございます。 

 この別にですね、公営・町営のＵターン者、若い子育ての移住者住宅を建設されて

います。平成２４年度に建設をされています。木造平屋建て２棟建設をされて、この

住宅には４棟、４世帯すべてが入居されておられました。 

 今後の課題としては、こういった住宅も増やしていきたいということですけども、

空き家バンクだけでなく、移住者向け住宅の確保へ取り組んでいくということでござ

います。 

 遊休の町有地の活用を行い、民間住宅建設をバックアップし、建設費の２分の１、

最大が５００万円の助成を行い、１０年後には町有地は無償で譲渡をすると、その入

居された方にですね。 

 町には定住促進課という課がございまして、選任された住民による定住促進支援員

がおられまして、定住支援コーディネーターと協力して、移住者、Ｕターン者への移

住や就職などの相談に応じているということでございます。最近、これまでに５６人

の方が移住されたということでございます。 

 前回私が６月議会の一般質問に続き、今回視察、ただ今の研修報告による若者、子

育て、移住者など、公営・町営住宅建設の取り組みについてということで、また前回

に続きますけども、新ためて視察研修を踏まえての見解を求めたいと思います。 

 議  長  都市計画課長 

都市計画課長  お答えいたします。 

 ６月議会でも同様な質問がなされておりますので、回答が同じとなるようなとこと

がありますけれど、ご理解いただきたいと思います。 

 一木議員のほうから６月議会の質問及び私どものほうから回答、及び邑南町の視

察、それから邑南町の子育て支援の状況を、縷々説明されたわけですけど。 

 現在、筑前町が取り組んでいる町営住宅建替えについて、ちょっとご報告させてい

ただきます。 

 本町で取り組んでいる町営住宅施設は、旧夜須地区の老朽化した町営住宅の建て替

え事業を進めて、複数の団地を統合一元管理でき、安全・安心に生活できる防災安全

交付金を活用して整備に努めているところでございます。 

 それと筑前町の、少し土地利用を考えた場合ですね、筑前町の土地利用は全域が都

市計画区域であります。国道３８６号及び国道５００号沿いに５つの用途地域を設定

しておりまして、筑前町の面積は６，７１８ｈａでございます。その用途地域の面積

は３７２ｈａ、面積比率でいくと５．５％でございます。その５．５％の中に筑前町

の人口がですね、４２％を占めており町民の方が生活されています。人口密度で考え

ますと、用途地域であれば１ｈａ当たり３２．５人、用途地域外であれば１ｈａ当た

り２．７人と１２倍の格差があります。 

 筑前町都市計画マスタープランでは拡散型ではなく、コンパクトシティ、コンパク

トな町づくりをすることを目標としています。郊外地に市街地を誘導するような施策

展開はなるだけ避けなければなりません。 

 また、公営住宅の入居に関しましては、公営住宅法の趣旨に基づき生活困窮者、低

所得者へ公営住宅を提供している状況でございます。 

 最後にですね、町営住宅の管理戸数を削減している中で、子育て、若者入居者に特

化した公営住宅建設は、財政問題や需要予測を考慮した上での政策課題と考えている
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状況でございます。 

 議  長  一木議員 

 一木議員  前回質問させていただきましたのと同じような回答でございます。後ほど町長には

総括して、ちょっとご答弁いただきたいと思いますけども。 

 今度邑南町ではこういった公営住宅もですね、生活困窮者の方たち対象の住宅と別

に、若い方の子育て住宅をですね、別に建設をされて、そういった方たちがお一人で

も入居できるようにですね、定住できるようにというふうな取り組みをされています

ので、そういったことについて、どういうふうに考えられますかと。町としてもそう

いった取り組みというのがですね、検討してみることは必要じゃないかなというふう

にお尋ねをしたところでございます。 

 今現在は、合併後筑前町も人口は微増ということでございますけど、これから１０

年、２０年経てば減少していくんではないかなというふうに考えられますので、今の

うちにやはり手を打つ、そのためにいろんなことを考えていくということが大事じゃ

ないかなというふうに思っているわけでございます。 

 では、婚活支援事業についてということで、時間があまりございませんので、先へ

進めさせていただきます。 

 これも６月議会で、私、一般質問をさせていただきました。結婚、子育て、人口増

へ向けた婚活支援の状況について、説明を求めました。消化事業でやってしまうと、

結果も成果も分かりませんと。汗をかくような事業をやっていただきたいと。そうい

った事業をやっていくことによって、人口減少に歯止め、人口増へ繋がると。 

 今後の事業の展開は、こういうふうにお願いをしたいと。今年度の予算計上はして

いないということ。筑前町創生の中で人口減少に歯止めをかけていくということは、

今のうちから取り組みを考えていかなければいけないんじゃないかなと。予算計上も

なくして、漠然とした形じゃダメですと。婚活支援の機会を作ってあげるサポートを

お願いしたいということで、質問させていただきました。 

 こども課長の答弁では、今年度は町内の民間事業者が自主的に行っているイベント

や福岡県が実施する出会い、応援事業の案内や民間の婚活イベントの情報提供を行っ

ておりますと。本年度の予算を計上していないということでございました。 

 視察研修を行いました邑南町の婚活支援についてでございますけども、邑南町では

行政と民間の協働による活発な婚活イベントを行っています。テレビ局、ＴＢＳテレ

ビ、婚活番組、これは平成２４年５月８日で行ったということで、婚活の企画、観光

協会との婚活企画も行っておられます。 

 前回の質問のときは、このＴＢＳのこの婚活番組は、福岡県内は八女市がですね、

こういった婚活番組でしっかりと成果を出されたというふうなことでございました。 

 そして、町主催の縁結びキッチンｉｎ邑南はですね、町が主催されています事業で

ございます。平成２６年１１月開催、独身男女１６名参加をいたしまして、石見の和

牛を使った特性カレーを作る食の学校、婚活イベント開催などで、婚活力をアップさ

れておられます。 

 前回、６月議会私の一般質問のとき、今回視察研修による婚活支援事業への取り組

みについてということで、改めて見解を求めたいと思います。 

 議  長  こども課長 

 こども課長  お答えいたします。 

 先ほど議員さんがおっしゃられましたように、６月の議会と同じ回答になってしま

いますけれども、繰り返させていただきます。 

 出会いや結婚応援につきましては、広報紙、町の広報紙やホームページを活用して、

各種のイベント等の情報提供を行っていきたいと思っております。 



 43 

 また、他の自治体の取り組みについて、今、調査研究をしておりますので、議員さ

ん方が視察してこられた邑南町、こちらもいろいろな事業に取り組まれておられるよ

うですので、それらの事由も参考にさせていただきたいと思っております。 

 子育てしやすい町づくりのために、結婚から妊娠、出産、子育てに関して、継続し

た支援が必要であると考えておりますので、安心して子育てできる環境を整備するた

めに、これまで同様子育て支援センターや保育所などを通じて、情報発信や相談支援

など育児不安の解消などに努めるとともに、各関係機関と連携を取りながら、必要に

応じた支援を行ってまいりたいと思っております。 

 議  長  一木議員 

 一木議員  子育て支援の前にですね、やっぱり結婚していただかなければ、子どもは誕生しま

せんでですね、そういった支援策がまず、これも併せて大事なとこじゃないかという

ふうに思います。 

 前回申しましたように、初婚の結婚する年齢が、男性、女性、３０歳を超えてきた

ということでですね、結婚しない方も増えてきているといった中でございます。 

 そういった中でですね、やっぱり人口増へ向けての結婚支援サポート、こういった

ことを具体的にですね、重ねていくということが大切というふうに考えられますの

で、しっかりと今後事業予算等も計上いただきながらですね、取り組んで行くべきじ

ゃないかなと思いますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。 

 最後になりますけども、就職活動支援についてということでございます。 

 これも６月議会で一般質問させていただきました。 

 定住人口増に向けた就職、求職と求人支援を町がサポートすべきと考えますという

ことで、雇用支援、就職支援を行う窓口を設け、具体的に数字にしていただきたいと

いうことで、要約しますと、質問をさせていただきました。 

 農林商工課長のご答弁でございます。 

 地方創生関連で総合戦略会議が設置されておりますと。戦略会議の中で窓口の開設

を含め、議論させていただきたいということでございます。 

 皆様方お手元にプリント写真を用意させていただいていますけども、下段のほうの

右の端のほうでございます。 

 この就活についての支援、邑南町では商工観光課が窓口でございます。無料職業紹

介所を設置されて、町内の求人情報やハローワーク、近隣市町の情報提供をし、求人、

求職の相談、紹介を行っています。 

 また起業家、企業を立ち上げたりする起業家支援事業や誘致企業への工場見学や異

業種交流などを積極的に展開しながら、雇用環境の整備に努められておられました。 

 前回６月議会、私の一般質問に続き、今回の視察報告研修による就職活動支援事業

についての取り組みについてということで、改めて見解を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  お答えいたします。 

 今、議員発言のとおり、この質問をいただいたところでございます。 

 また、その折に、現在、地方創生に係る戦略会議で議論内容につきましては、私は、

現時点では承知をしておりませんけれど、求人の窓口対応をですね、その部分につき

ましては、法制役回り、クリアすべき課題があるという旨の回答をさせていただいた

ところでございます。 

 この自治体が窓口を設置する無料職業紹介所につきましては、平成２５年度厚生労

働省の集計によりますと、全国４７都道府県及び１７１８の市町村で３７３事業所が

設置されている模様でございます。 

 その設置理由につきましては、国のアクションプラン、平たく申しますと、出先機
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関の原則廃止と、そういうことにより、ハローワークが廃止され、遠方まで行く必要

が生じたことで設置されておるようでございます。 

 その利用者につきましては、現時点では非常に少ない、また近隣ではうきは市に情

報端末等を置いてあるお話を聞いておりますけど、利用者につきましては、非常に少

ないというお話を聞いておるところでございます。 

 また、現在本町におきましては、雇用対策、それから企業を興す業ですね、興す業

などの施策に取り組んでおるところでございます。 

 議員提案の窓口設置も雇用対策の１つの方策とは考えておるところでございます

けれど、窓口を設置するためには職業紹介責任者というものを設置する必要がありま

して、本町においては人事管理面においても、非常に難しいのではなかろうかと考え

ておるところでございます。 

 また、邑南町の管轄するハローワークにつきましては、ハローワーク浜田というと

ころで、邑南町から直線距離にして３０キロ以上あるようなところでございます。 

 幸いにしまして本町につきましては、隣接する朝倉市にハローワークがある中、現

時点ではうちの開設は考えていないところでございます。 

 最後に併せまして、先日雇用関係の会議がございました。その中で市町村窓口の設

置に関してお尋ねをいたしましたところ、ハローワーク所長より雇用あっせん等につ

きましては、市町村で窓口を開設しても、その後の諸手続きにつきましては、結果的

にハローワークでないとできないということでございまして、最終的には住民の方に

再度足を運んでもらうこととなり、ワンストップサービスの面からもご理解願いたい

という旨の回答がございました。以上でございます。 

 議  長  一木議員 

 一木議員  いろいろと調べていただきました。そういった手続きを踏まなければ、最終的には

就職等もできないということでしょうけども、身近なところで、町が、就職を応募す

る企業側と就職をしたいという方たちをですね、少しでも身近でお世話をしていただ

くことによって、この地元の方が地元で就職を、またこの地元の企業が求める、そう

いった必要な社員なり職員をですね、少しでもサポートさせていただくことによっ

て、企業活動もまたしっかりとやっていけるといった面等のメリットもあるかと思わ

れますので、ひとつ前向きにですね、取り組んでいただきたいというふうに思います。 

 こういったことも、今、人口減少社会、この筑前町も含めての日本が人口減少社会

に向かっていく中での手立てを早めにしていかなければいけないと。２５年先には、

この全国の自治体の半数ほどが消滅するんじゃないかなというふうなたとえも言わ

れております。財政的な部分、また人口減少的な部分、こういったことが段々厳しく

なるということでありますので、考え、発想はですね、今までのことに限らずに、や

はり幅広く柔軟性をもって取り組んでいかなければ、今までやってきたことで、これ

からも筑前町が発展し続けていけるか、また元気でやっていけるかということはです

ね、これは保証も何もないわけでございます。  

 先に先んじていろんなことを発想しながら手立てを打っていくということも、また

求められるところじゃないかなというふうに思うわけでございます。 

 最後に、今の質問に対しまして、道路のこととか、今の質問に対してですね、町長

のほうからご見解をお尋ねしたいと思います。 

 議  長  町長 

 町  長  お答えいたします。 

 まず、道路の点について、お尋ねをいたします。 

 議員が質問されますとおり、篠隈のあの路線はですね、非常に重要な路線でありま

すし歩道が未整備でありますし、なおかつあの交差点はですね、本当に渋滞のもとに
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なっているということは十分認識しております。 

 そのことについて、私としても何かできないかということで、以前ある有志の方が、

わが土地を提供していいから、その代替え地に活用してほしいという話までいただき

ました。その話をもって、私も当事者にちょっと交渉に当たりましたけれども、なか

なか理解が得ることができなかったと。 

 そのことがありまして、ちょっと小休止の状況がございましたけれども、言われま

すように、しっかりと検討にもお願いをする。また丸投げではいけないということで

ございますので、取り組んでいたいと思っております。 

 それから、地方創生絡みでございますけれども、本当に今、議員が言われますよう

に、３０年、４０年を展望しながら考えた場合に、ここはひとつ歴史に学ぶことも必

要じゃなかろうかと思っております。 

 要するに上杉鷹山でございます。あの米沢藩という貧乏な財政窮乏な藩を、産業を

振興し人口増ができた藩なんですね、あの時代に。 

 それはどういった政策があったかというと、まずは産業振興でありました。まずは

漆ですね。漆を各農家の侍まで一緒になって漆を売っていったと。 

 そういった産業振興をやりながら、なおかつお金はないけれども教育に力を入れた

と。その教育のための資金は寄付金でやったということでございます。 

 だから、そのことを私もしっかり受けましてですね、物事の基本はこの２つである

と。と同時に福祉政策として、例えば高齢者の方が、あそこは鯉を養殖しとったそう

ですけども、要するに錦鯉等を養殖することによって、都会で売ると。 

そういった６次産業的な取り組みをやったということでございます。 

 また、漆についても単なる漆で売るんではなくて、そこで六次化、六次化というこ

とはなかったでしょうけども、加工して江戸を向かうと。そういったことで、経済が

潤っていった。 

 そして福祉政策としては、高齢者を非常にいたわったと。なおかつ一番大事にした

のは、高齢者の家族であったと、家族を表彰したということでございます。 

 それからまた、人口増の政策の１つにその早婚の勧めというのがございます。早く

結婚することによって、やっぱり子どもはどうしても増加する可能性が大でございま

す。 

 そういったことが非常に今の時代には参考になるのではないかと。私は、みなみの

里とかそういったのも１つの参考でございましたけれども、そういったことで、新た

な視点でですね、そういった政策を何か、今版に考えていくことで、将来展望が開け

るのではなかろうかと思うところでもございます。 

 しかし、あの米沢藩もですね、長年、５年、１０年でできた話ではございません。

やはり２０年ぐらいのスパンでですね、そういったことを乗り越えていったというこ

とであります。 

 それから、人口問題につきましてもですね、将来的に人口が安定すればいいわけで

ございまして、このままの状況を維持することは、どう学者が考えても無理だと思っ

ております。それをやるには移民しかないと思っております。 

 しかし、その移民については、なかなかの議論があるところでございますので、そ

れを維持するためには、緩やかな人口減少社会への対応、それと団塊の世代の次の世

代のときには安定した社会がやってくるということも展望しながら、政策を講じなけ

ればならないと。以上でございます。 

 議  長  一木議員 

 一木議員  ありがとうございました。 

 １人の力ではできません。町長をはじめ職員の皆さん、また議会も１つになってで

すね、しっかりとこれからの課題に向かって努力を積み重ねていく必要があると思い
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ます。よろしくお願いします。 

以上で質問を終わります。 

 議  長  これで１３番 一木哲美議員の一般質問を終了します。 

 昨日の川上議員の一般質問の件で、農林商工課長から発言の申し出があっておりま

すので、これを許可します。 

農林商工課長 

農林商工課長  昨日の川上議員の一般質問の中で、みなみの里の事業開始前の計画の粗利益関係の

質問があったときに、直売所につきましては、１６％の利益率、そのお答えをさせて

いただきまして、続きまして、飲食加工関係につきましては、平均２０％の利益率と

いう回答をさせていただいておりました。 

 これにつきましては、現在、みなみの里のほうにつきましては、飲食関係それから

加工部門につきましては、各部門の独自採算性を取っておりまして、人件費を含んで

おりました。ですから、いわゆる粗利益といたしましては、レストラン部門につきま

して４９％、加工部門につきましては５８．８％の訂正の連絡が入っておりますので、

ここでお詫びして訂正をさせていただきます。 

 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。 

 次回は１５日、火曜日から決算審査特別員会を開催します。午前１０時より開始し

ます。 

 それでは、本日は、これにて散会します。どうもお疲れさまでございました。 

（１５：０３） 

 

 


