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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、１５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。 

 １１番 福本秀昭議員 

 福本議員  おはようございます。 

 通告に従いましてということでございますけれども、きのう、川上議員さんから質

問をされた内容と同等になるということで、河川問題について質問をさせていただき

ます。 

 そこで、ため池については割愛をということでございますので、どうかよろしくお

願い申し上げたいと思います。 

 河川の災害対策についてということで質問をいたします。 

 皆様も御承知のように、昨日未明に発生いたしました北海道の地震、震度が７によ

る土砂崩れと、また行方不明の方が２６人が不明であるということについて、北海道

では非常に、併せて慌ただしい深刻な問題が発生したということで、停電においても、

２９５万戸が停電ということで、市民生活にも非常に大きく被害を受けておるという

ことで、また併せて、２日前でしたけれども、２１号の大型台風が四国徳島に上陸し

て、関西地方を強風による大惨事となりました。 

 集中豪雨等による河川、ため池の決壊等による災害が発生した今回の甚大な被害

に、災害復旧本部によって速やかに対応されています。 

 その対応、今後の対策についてお尋ねをいたします。 

 西日本の広範囲で川の氾濫や土砂災害を引き起こし、多くの被害が確認されました

が、被害の全体像はいまだにわかっていません。今回の豪雨は梅雨末期に特有の前線

の停滞によるものですが、これまでと大きく違うのは、集中豪雨があっちこっちで連

続的に起きて、桁外れの雨量になったことです。 

 筑前町においても、山家川では一時、堤防の上限まで水位が上がった状態にありま

した。特に、井堰の周辺は大丈夫かと思う心配で、両岸が満水の状況で、予断が許さ

ない時間帯でもありました。 

 そのときに思ったのは、井堰を乗り越えはしないかと。水かさが増し、危険な状況

にありましたが、問題の井堰は構造上で問題はないのか、担当のお答えをいただきた

いと思います。 

 議  長  農林商工課長 

農林商工課長  おはようございます。 

 お答えいたします。 

 議員御存じのとおり、井堰とは、河川の水を農業用水等に取水するための施設であ

りまして、河川を管理する立場として、水の流れを阻害する施設ではありますけれど、

町に限らず我が国の農業はその大部分を河川から取水し、灌漑用水に利用する営農形

態が現在まで脈々と生き続いているところでございます。 

 基本的には、井堰でせき止められた水につきましては、井堰を越水して本流に流れ

込むという形になっておりますが、流木等により想定以上の水位が上昇することもご

ざいます。 

 また、大雨など多量の流れ込みが予想される場合は、堰板を外すなど、利用者であ
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ります農業者などで適正な管理をされておりますので、通常の降雨量であれば問題な

いと考え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、井堰は、農業を含めて大事な役割を果たしているということには間違いな

いと思うわけです。 

 そこで、例えば、山家川、それから曽根田川、草場川と、筑前町には３本、大きな

河川が通っておりますけれども、この井堰数は確認されておるものか、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。 

 本町には、県が管理いたします河川が８河川、町が管理する準用河川、それから普

通河川がございます。 

 御質問の井堰数につきましては、朝倉県土整備事務所作成の河川現況台帳により、

４５カ所の井堰を確認しておるところでございます。 

 なお、町管理の準用河川並びに普通河川につきましては、申しわけございませんが、

井堰の数は確認しておりません。 

 以上です。 

 議  長  福本議員 

 福本議員  確かにですね、井堰の姿を、水位が下がった時点で見られてわかりますように、井

堰のところは、上流からずっと勾配を通ってみると、どうしても少し上がり気味でご

ざいます。上がっておるということは、そこにまた井堰で、板で止められたり、水を

溜めるということになるわけですが、集中豪雨時の状況を見た場合には、非常に盛り

上がって、オーバーフローしたような形で水が下へ流れていくということで、見る限

りでは非常に危険ではないかなというふうな判断がされるわけです。 

 しかし、井堰の使命というのは大事な役割を持っておりますし、そういう集中豪雨

のときに、ましてや水位を下げるとかいう作業はできっこないわけです。 

 そういうことで、前もってという作業をするということならわからんでもないと思

いますけれども、非常時の場合はできることではないというふうに私たちも判断して

おります。 

 そこで、転倒井堰もございます。これも、もちろん筑前町内には大事な要所には取

りつけてあるわけです。それなりに、その転倒井堰のありがたさとかそういうものを、

関係の方はある程度喜んであるのではないかなというふうに思いますが、町として

は、この転倒井堰の設置については、どういった計画とは申しませんけれども、今後

の考え、そういうことについてわかりましたら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。 

 転倒井堰の関係でございます。 

 転倒井堰に限らず、河川の井堰につきましては、基本的には農家、受益者の方々か

ら管理をしていただいておるところでございます。 

 井堰の改修につきましては、地元農業者の要望を受け、国・県等の事業なども活用

して改修を進めてまいっております。 

 この改修を行う上には、河川管理者の河川改修計画なども考慮、協議しなければな

らないとこでございまして、一概に希望をされる改修内容で実現できるかも、現時点

では不明でございます。 

 また、工事を行うにしましても、相当な工事費用を伴い、地元による受益者負担金
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の拠出も必要になってまいりますので、今後そういう要望があった場合には、協議を

させていただきたいと考え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、説明いただきましたように、１基、計画する分でもかなりの費用がかかる

と、それは私たちも認識いたしておるわけですが、今後、こういった集中豪雨、将来、

これまでの甚大な被害をずっと考えてみますと、やはり安全、人の命の安全というこ

とから考えた場合に、やっぱりできるところから少しずつ切り替えていかなければな

らないかなというふうに思うわけですが、確かに、本線の転倒井堰と、また、それか

ら枝葉に分かれておる水路等の転倒井堰も、少しずつではあるけれども確認ができま

すけれども、将来、難しい問題かもしれん、予算面で大変かもしれませんけれども、

長い目で転倒井堰を検討していただいたらなというふうに思いますけれども、この

点、町長にお答えいただいたらと思いますけれども、よろしくお願いします。 

 議  長  町長 

 町  長  お答えいたします。 

 まさに、今までのため池にしろ河川にしろ、防災の視点をもっと注視すべきだとい

うことを、今回の災害で身にしみたところでもございます。 

 そういった意味においても、国のほうも、かなりこの問題については、今まで以上

に関心を持って取り組んでもらえるものと、我々も要望しているところであります。

いかんせん、お金が財政問題でございまして、この財政問題をぜひ国のほうにも、技

術的にも応援していただきたいと。 

 それと町といたしましても、やはり農業用水等々についても、水利権者方々の意見

を十分尊重しながらも、防災の視点を理解していただくように協力をお願いしていき

たいと、町としてもそういった方向でいきたいと、そのように考えます。 

 議  長  福本議員 

 福本議員  町の代表である町長の言葉として、やはり費用はかかるけれども、長期展望に立っ

て計画をしていくということは大事であるということでございますし、その背景が、

非常に厳しい気象状況を迎えつつある中、生き残るということじゃないんですけれど

も、やはりこういった安全な形の姿に変えていくということは大事ではないかな、極

めて大事なことだろうというふうに思いますので、この点を根気強く取り組んでいた

だきたいと思います。 

 次に、井堰と連動しています水門についてお尋ねいたしますけれども、集中豪雨の

ときには水門が閉められるわけですが、この井堰数と水門の数は、大体同じぐらいの

数字になるわけですが、この水門の役割は、本線の川から考えた場合に、集中豪雨時

には問題はないというふうに判断していいものか、この点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。 

 井堰の横についております各用水路に取り込みます水門の関係だと思っておりま

す。 

 先ほどの質問の回答と重複いたしますけれど、基本的には井堰というのは、もし溜

まって、それ以上の水は来た場合には、川からその井堰を越水する、超えて本流に戻

るという形でございます。 

 水門につきましては、先ほど申しましたように、井堰よりせき止められた水を用水

に取り込む施設でございますが、大雨のときなどは水門を止めて水路や他に流れる水

を制限するなど、受益者でございます農業者の方々が適切に管理されておるところで



4 

 

ございます。 

 もちろん、流木などの流れ込みなどで流れに支障を来すことはありますけれども、

適切な維持管理がされていれば、水門あるいは井堰の関係については問題ないと考え

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  水門は水門としての、水の流れに対して役割を持って、関係者の方が操作されてお

るということです。 

 上流などで、離れた場所で降った雨が川下へ流れてくることによって、危険な状態

になる場合もあり、予測が非常に困難と言われています。さらに、地球温暖化に伴っ

て、局地的な大雨などの激しい気象現象の増加が懸念されている点に留意をする必要

があります。 

 昔、地域の川や池において、１日中遊び回っておりましたけれども、当時の子ども

たちにとっては貴重な遊び場所でもありました。もう昔には戻れません。 

 最後になりましたけれども、災害復旧にあたられる職員に改めて敬意を申し上げた

いと思います。一日も早い復旧ができることを願いまして、私の一般質問を終わりま

す。ありがとうございました。 

 議  長  これで１１番 福本秀昭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。 

 １０時３５分より再開します。 

（１０：１９） 

 再  開  

 議  長  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（１０：３５） 

 議  長  １２番 梅田美代子議員 

 梅田議員  通告に基づきまして、質問させていただきます。 

 まず、災害の対応についてでございます。 

 全行政区ごとによる避難訓練の実施をぜひしていただきたいということで申し述

べます。 

 平成３０年７月豪雨では、岡山、広島など西日本地域で甚大な被害が発生しました。

そして、さらには台風２１号で、関西でこれも甚大な被害が出ました。そして昨日は、

北海道で地震が発生し、本当に甚大な被害となっております。心が痛む思いでござい

ます。被災されました方々に心よりお見舞いを申し上げます。 

 筑前町におきましても、中島池の決壊、道路の陥没・冠水、そして家屋への浸水と、

あちこちでかつていない災害が発生しました。被災された皆様に、心よりお見舞いを

申し上げます。 

 町当局におかれましては、１日も早い復旧復興、そして被災者へできる限りの最大

の支援を御努力いただきますようお願いいたします。 

 このたび、発災時から御尽力いただきました各関係機関にお礼を申し上げますとと

もに、また消防団員の皆様は、昼夜を問わず地域の安全確認、被災状況確認など巡回

されておりました。本当に感謝でいっぱいでございます。 

 豪雨の１週間前、７月１日に、町の声かけで山麓線沿いの山間部地域１５行政区で

避難訓練が実施されました。同じ行政区でありましても、地形と状況の違いがあり、

地域の実情を把握した的確な訓練は必要でございます。このたびの豪雨時に、７月１

日の訓練が生かされたことは本当によかったと思っております。訓練がいかに大事か
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ということが証明されたと思っております。 

 昨日、その訓練の成果ということでは質問があり、回答があっておりますので、課

題についてお尋ねしたいと思います。 

 訓練を実施する前には事前学習と申しますか、地域の方々が集って、検討をするこ

とは欠かせないと思います。地元の地形、河川等の状況、支援を必要とする人の把握

などの情報の共有が大事です。そして、女性が役員として参画することも重要でござ

います。 

 それらを踏まえて、この課題をどのように捉えてあるのかお尋ねをいたします。 

 議  長  環境防災課長 

環境防災課長  お答えをいたします。 

 ７月１日の訓練の、特に課題はというお尋ねでございます。 

 まず、大きな課題といたしましては、まだまだ訓練に参加されなかった方がおられ

るということで、どう避難について意識を持ってもらうか、実際に危険が差し迫った

ときにどう避難に結びつけていくかだろうと思っております。 

 以上です。 

 議  長  梅田議員 

 梅田議員  一言で、参加する方が少ないから、それが課題だということを申されましたけれど

も、先ほど申し上げましたように、やはり本当に、事前に皆さんが集まって協議をす

ることとか、女性が参画してこの訓練をするとかいう、これから課題もいろいろまた

訓練の検証なりされてくると思いますので、しっかりその点を受けとめていただきた

いと思います。 

 それで、避難訓練は７月１日日曜日の昼間でございました。日曜日の昼間っていう

のは若い方たちとか壮年の男性がおられる時間帯でございます。ということは、男性

がリーダーシップをとる訓練であったのではないかなとも思われます。 

 しかし、災害というのは、平日の昼間という可能性もありますし、そのとき地元に

おられるのは、多くは高齢者、支援を必要とする人々で、そのことを考慮した訓練と

いうのは本当に大きな課題であると思います。 

 その点は、今後、一度答弁を、回答を求めたいと思います。 

 議  長  環境防災課長 

 町  長  女性参画というお尋ねでございます。 

 女性が役員として参加する必要性というのは、十分認識しておるところでございま

す。平成２９年に作成しました避難所運営マニュアルでも、女性の視点を取り入れる

ことを明記しております。 

 今回の訓練におきましても、女性の参加が多く見られております。女性の視点、そ

して意見を取り入れていくためにも、女性役員は必要と考えておるところです。町が

目指しております地域社会活動への男女共同参画促進、これからも進めていきたいと

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  参加と参画は違いますので、その辺をくれぐれも参画ということで重く受けとめて

いただきたいと思います。 

 頻発する自然災害に、住民も災害の意識は高まっておられます。避難訓練の必要性

は感じておられると思っております。ハザードマップを各家庭に配布されております

けれども、ほとんど目を通されていない方のほうが多いんじゃないかなというふうに

も思っております。 

 先ほどから言いますように、やはり訓練をする前に、事前の協議といいますか、学
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習・検討というのはとても大事だと思うんですけれども、これを行政区ごとにきちっ

とした上で、地形や実情を把握し、それに基づいた避難訓練を、今回は１５行政区だ

けでございましたけれども、町が全部の行政区に働きかけをしていただきまして、実

施すべきと私は思っております。 

 中島ため池が決壊し、被害が発生いたしました。筑前町には、昨日もありましたよ

うに、６８カ所でため池がございます。ため池はございますが、このハザードマップ

を見てみますと、じゃあその地域が浸水危険地域の記載があるかといえば、それは記

載されておりませんし、また、たとえ自分のところは大丈夫と思っておられた地域で

も、今後、そういう想定外の災害が発生するおそれはあります。目の前の小さな小川

であっても、小規模河川の氾濫ということ、道路の冠水というふうに起こるおそれは

当然考えられますので、どうか年間行事として、各行政区でこの避難訓練をしていた

だきたい、町の主導をお願いしたいと思いますが、御見解をお尋ねします。 

 議  長  環境防災課長 

環境防災課長  お答えをいたします。 

 全行政区ごとに避難訓練をということでございます。 

 現状では、全行政区において温度差がございます。全ての区ごとに一律に訓練を要

請しても、今の段階では難しいように思われます。 

 町では、現在、区ごとの地域性を勘案しながら、災害の種類に応じた訓練の仕掛け

を少しずつですが行っておるところです。町の補助金や県の事業、これを活用して働

きかけを広げていっているというような状況でございます。 

 また、自主防災組織が未組織のところについても働きかけを行っておりまして、地

道ではございますけど、前に前に進めているところでございます。 

 いずれは、議員おっしゃるように、町全域でそういうふうに避難訓練ができるよう

になればいいなというふうな気持ちは持っておるところです。 

 以上です。 

 議  長  梅田議員 

 梅田議員  行政区ごとで温度差があり難しいということは、それは承知いたしますが、しかし、

災害はいついかなるときに起きるかわかりませんし、災害は待ってくれないわけで

す。ということは、やはりそういう行政区があるからこそ、町がリーダーシップをと

って指導をしながら、ぜひ一度はやってくださいというふうな、やっぱり行政からの

声かけ、これはとても大事だと思っておりますので、その点、ぜひよろしくお願いい

たします。 

 町長、何かございましたら。 

 議  長  町長 

 町  長  お答えいたします。 

 本年の７月１日の訓練につきましても、いつ期日をやろうかということで議論をい

たしました。やっぱり住民の関心が一番高い昨年の７月５日の思いを一番実感できる

のは７月だろうと。いろいろな行事がさまざまに入っておりましたけれども、とにか

く何はともあれ７月１日に入れるということを決めさせていただきました。 

 本来、全域でやりたかったんですけれども、昨年の集中豪雨、流木等の災害を想定

いたしますと、やはりまず山麓、山間部だろうということで、ことしは取り組ませて

いただいたところでもあります。 

 成果等については、まだ報告しておりませんけれども、成果があったことも事実で

ございます。まだまだ課題が出てきたことも事実であります。ただ言えますことは、

住民の方々が考えていただいたということでございました。我々が想定しておいた避

難場所ではなくて、独自で、同じ行政区内でも２カ所に分かれるとか、あるいは民間
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施設を利用するとか、さまざまな知恵と、実際、現場の取り組みがなされたところで

ございます。 

 こういったことを十分生かしながら、先ほど課長が説明いたしましたけれども、そ

ういったものと連携しながら、今後考えてまいります。 

 やはり７月の初め、梅雨に入る前が、やはり我が町としては、我が地域としては、

一番、集中豪雨対策としては非常に適切な時期ではなかろうかと考えます。 

 しかし災害は、昨日、一昨日の北海道のように、地震の問題がございまして、これ

また本当になかなか難しい問題があると正直な思いでございます。 

 議  長  梅田議員 

 梅田議員  災害は本当に豪雨だけじゃない、台風だけではなく、地震さまざまに今後本当に危

惧されます。そういったことで、事情がそれぞれ行政区ごとにございますけれども、

やっぱり年間行事として、その行政区が、「じゃあ、うちの行政区はこの時期にやり

ます」っていうことで、しっかりとやっていける方向で町が主導していただきたいと

思います。 

 災害心理学におきましては、正常化のバイアスとか正常化の偏見と言うそうです

が、心を守る安全装置として、自分は大丈夫、まだ大丈夫、どうせ大したことはない、

現実に起こっていることは、これはバーチャルではないかなど心が働くそうです。そ

して、異常事態発生の緊急スイッチが入らないということでございます。 

 また、多数派同調バイアスといって、自分以外に多数の人がいると、とりあえず周

りの人に合わせようとする心理状態、迷ったとき、困ったとき、周囲の人の動きを見

ながら、探りながら同じ行動をとると安全と考える、そういう心の動きもあるそうで

す。 

 やっぱり、まず命を守る行動をとってくださいとよく言われますが、それは被災す

る前に逃げることだと思います。率先避難者が必要と思われますが、その率先避難者

になるためには、やはり日ごろの訓練というのはとても大事だと思います。空振りを

恐れないこととともに、本当に率先避難者であってほしいと思いますので、そのため

には訓練、よろしくお願いしたいと思います。 

 もう１点申し上げたいんですが、ため池が決壊したときに、地域の方に行政からの

速やかな情報発信といいますか、それが何か伝わってないようなことも聞きました

が、やはり今、危険な状態が発生しましたというこの情報発信というのはとても大事

なことだと思いますが、その点はどうだったのかお伺いいたします。 

 議  長  環境防災課長 

環境防災課長  お答えいたします。 

 中島池のため池が決壊して、そのときの情報伝達という課題を問われられたのだろ

うと思います。 

 実際、私どもが知り得たときにおいては、もう決壊後で、あっという間に水が浸水

していたという状況でございまして、特に河川の増水等に比べますと、あっという間

に、ため池については決壊すると水が浸水してしまうというような状況が発生してお

ります。 

 そこらあたりについては、まずそのため池の決壊というのは予期、今回全くできな

いものでございまして、そういったところも含めて、課題だと受け止めておるところ

です。 

 以上です。 

 議  長  梅田議員 

 梅田議員  災害時の情報発信っていうのは本当に命を守るためには大事なことですので、今後

そういうような情報が入手されましたら、速やかに防災無線等を使いまして、メール
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等もありますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 次に移ります。 

 災害用のマンホールトイレの整備の考え方についてでございます。 

 災害が起こったとき最初に困るもの、それはトイレと言われております。食べ物や

飲み物っていうのは４時間ぐらいは何とか我慢できるものですが、トイレだけはどう

しても我慢できませんし、避難所開設のときに最初につくるのはトイレと言われてお

りますし、女性ですが、１日平均５回ほどトイレに行くと言われておりますが、そう

いうときに本当に一番大事なトイレでございます。切実な問題でございます。 

 災害時のトイレ備蓄の状況をお伺いいたします。 

 議  長  環境防災課長 

環境防災課長  お答えいたします。 

 災害時の避難所のトイレの対応につきましては、まず避難所につきまして、耐震基

準を満たす建物を選定して、地震の被害を受けにくいことを考慮しております。仮に、

災害により建物のトイレが使えなくなった場合については、簡易トイレを現在備蓄し

ております。段ボール組み立てトイレでございまして、数量は３３個、８１０回分の

ビニール袋を準備しています。軽くて丈夫で、さらにビニール袋を準備さえすれば、

何回でも使えるというふうなすぐれものです。 

 避難が長期化になりそうであれば、すぐに災害時の協定を結んでおります業者か

ら、仮設トイレをレンタルして対応するところでございます。 

 以上です。 

 議  長  梅田議員 

 梅田議員  トイレはとても大事なことでございます。 

 みなみの里に隣接して道の駅が計画されておりますけれども、防災の拠点として非

常時に必要な機能を持ち、防災トイレ、かまどベンチ、防災パーゴラの整備もされる

ようでございますが、マンホールトイレといいますのは、国交省も推奨している、普

及を促しております。 

 道の駅の防災トイレというのは、マンホールトイレということで理解していいので

しょうか、お尋ねします。 

 議  長  建設課長 

 建設課長  お答えいたします。 

 道の駅につきましては、県が事業主体となって、今現在進められております。 

 トイレのカテゴリーにつきましては、一応防災トイレということになっております

けれども、その防災トイレの種類につきましては、今の段階ではわかりません。した

がいまして、これから総合的に判断されて、ふさわしい防災トイレを計画されるもの

というふうに思っております。 

 以上でございます。 

 議  長  梅田議員 

 梅田議員  先ほどの、備蓄で段ボールトイレということでございましたが、段ボールトイレは

汚物を避難所の一角に集めた後で回収するっていう作業が必要となりますし、仮設ト

イレを導入するにいたしましても、汲み取り作業が必要でありますので、やはり悪臭、

害虫また感染源になる可能性もありまして、衛生面ではちょっと心配がされます。 

 それで、マンホールトイレをコスモプラザ始め、指定場所、避難場所へ整備を考え

てはどうかということを私は申し上げたいと思いますけれども、道の駅ができますと

きにこの防災トイレ、このこと協議がございましたら、ぜひマンホールトイレをとい

うことでおっしゃっていただきたいと思います。 

 それで、マンホールトイレといいますのは１０分で設置ができるそうで、汲み取り
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式の仮設トイレよりも衛生的と言われておりまして、断水の場合は川の水とかプール

の水とか、そういうのを使ってできるということです。聞くところによりますと、整

備費の補助制度もあるということでございますが、その点も含めて、マンホールトイ

レ整備についてお尋ねいたします。 

 議  長  環境防災課長 

環境防災課長  お答えをいたします。 

 マンホールトイレのメリットについては、先ほど議員がおっしゃられるように、衛

生的で後始末の手間が少ないというのは大きなメリットがございます。ただ、価格が

現在の段ボールトイレと比較して高額になること、そしてマンホールトイレは下水道

を利用して排せつ物を流しますので、下水道が破損してしまうと使えないというデメ

リットがございます。 

 例えば、２年前の熊本地震において、益城町が下水道施設が破損いたしまして、し

ばらく復旧までかかったという状況でした。そういう状況では、このマンホールトイ

レは使えないというふうなデメリットもございます。 

 ただ、避難所の運営になれば、トイレは当然必要ですし、災害時のトイレとしてあ

らゆる想定が必要と思われます。それも含めて、総合的に必要性を検討していきたい

と考えております。 

 次に、マンホールトイレのハード面については、担当課であります上下水道課のほ

うから説明をいたします。 

 議  長  上下水道課長 

上下水道課長  引き続き、回答を申し上げたいと思います。 

 今、環境防災課長が申し上げましたように、マンホールトイレの重要性については、

十分認識をいたしているところでございます。ただし、先ほど申し上げましたように、

メリットもありますし、デメリットもあるということは十分御承知おき願いたいとい

うふうに思っております。 

 そういった中で、マンホールトイレの設置については、各避難指定所に設置するこ

とは十分可能かというふうには認識をいたしております。あわせて、この設置に関し

ましては、国土交通省の下水道総合地震対策事業によりまして、半分の補助金をいた

だけるという認識でございます。 

 ただし、設置に当たりましては、既存の下水道施設の埋設状況、規模、大きさにな

るんですけれども、形状や設置環境といったものを十分考慮しなければならない点が

ございます。あわせまして、マンホールトイレの整備運用のためのガイドラインとい

うものが、平成２８年３月に制定がなされております。その中では、３点ほど配慮を

されるようにということで、安全安心面の配慮、要配慮者への配慮、衛生面の配慮、

この３点がうたわれているところでございます。特に安全安心面につきましては、男

女別の使用の方法とか、もしくは夜も使用されるということでございますから、電気

設備等を備える、そういったさまざまな配慮を要するという内容になっております。 

 そういったところを十分配慮、あわせてメリット・デメリットを十分総合的な見地

で判断しながら、検討を進めてまいりたいというふうに考えているところでございま

す。 

 以上です。 

 議  長  梅田議員 

 梅田議員  マンホールトイレは、東日本大震災、また熊本地震でも効果を発揮したということ

を聞いております。国交省のガイドラインもありますけれども、これに基づいて、今

後しっかり研究をしていただきまして、やはりトイレというのは、これを備蓄してい

るからそれでいいというものじゃなくて、二重三重の備えというのは大事だと思いま
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すので、よろしくお願いいたします。 

 次に移ります。 

 赤ちゃん用液体ミルクの備蓄でございます。 

 これも、東日本大震災、熊本地震のときに、フィンランド製品の液体ミルクが救援

物資として届けられまして、母親から大変歓迎されたということでございます。 

 町は粉ミルクが備蓄されておりますけれども、何人分をどのような方法で備蓄され

ているのかお尋ねします。 

 議  長  環境防災課長 

環境防災課長  お答えいたします。 

 町では、防災用乳児用品として、粉ミルクを１２缶備蓄しております。１缶８１０

グラムの粉ミルクで、１２缶で９,７２０グラムを常時備蓄しております。 

 必要な人数の算出として、町の最大避難者数を２,３００人と推定をしております。

このうち人口比０.８％の約１８人と想定をしております。１人１日約１００グラム、

３日で約３００グラム、１８人合計で約５,４００グラムを必要量と考えております

が、備蓄量としては、不足に備え少し多目の９,７２０グラムと、約１８人分でいけば

５日分を保管しております。 

 その保管につきましては、使用時及び保管の確実性の問題から、美和みどり保育所

で保管をしております。そこで賞味期限が迫ってきた粉ミルクを保育所で使用して、

その都度、新しい粉ミルクを購入、逐次入れ替えながら１２缶保管しておるというよ

うな状況でございます。 

 以上です。 

 議  長  梅田議員 

 梅田議員  育児に関わった方は御承知だと思いますけれども、ふだんの生活の中におきまして

も、粉ミルクを調乳するということ、そして飲みやすいように人肌に冷やして子ども

に与える、これは大変な作業でございます。結構時間もかかります、水も要ります、

お湯も要ります。哺乳瓶を飲み終わるたびに消毒して、ちゃんと洗浄消毒をしなけれ

ばいけません。そういったことで万が一、子連れの方たちが、幼児連れの方たちが避

難生活を送られるということは、本当にストレスがいっぱいある中で、そのミルクに

対してのストレスも大きなものになると思います。 

 そこで提案なんですけれども、この災害時備蓄の粉ミルクを、液体ミルクを活用し

てはいかがでしょうかということでございます。 

 常温で保管できて、液体ミルク容器そのままを哺乳瓶として活用できるということ

で、洗浄や消毒をする必要もございません。そういったことで、本当に乳幼児連れの

保護者は助かるわけですが、この度、東京都が液体ミルクを災害時に調達するため、

流通大手と協定を結び、これは今、海外でしか作られてないんですが、海外メーカー

から緊急輸入する体制を整えているということでございますので、筑前町におきまし

ても、こういう流通会社と災害時の協定を結んで、液体ミルクが確保できるようにし

ていただくことも大事なことじゃないかなと思います。 

 見解をお伺いいたします。 

 議  長  環境防災課長 

環境防災課長  お答えいたします。 

 液体ミルクは、現在、まだ日本国内において製造販売されておらず、したがって流

通もしておりません。今年８月８日に省令が改正されまして、ようやく製造が可能と

なったばかりでございます。これから厚生労働省が規格を定め、その承認が必要なた

めに、流通は少し先になるようでございます。 

 そこで、議員の提案で、東京都のように液体ミルクを災害時に海外から調達するた
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め、流通会社と協定を結んではどうかということでございます。 

 現在の海外メーカーの液体ミルクは、日本の粉ミルクと比較し、値段が高額となり

ます。そして、その商品代は別途に輸入にかかる費用も必要になってまいります。液

体ミルクの有用性は、梅田議員おっしゃるとおり認識するところでございますが、費

用対効果を考えますと、日本国内で製造販売されるようになれば価格も下がることが

見込まれております。それを見極めつつ、その段階で必要性を検討していってはどう

かと思っております。現在の粉ミルクで充足しているという判断もあり、現段階では

液体ミルクを海外輸入する協定を結ぶ考えはございません。 

 以上です。 

 議  長  梅田議員 

 梅田議員  現在の粉ミルクで充足しているかどうかというのは、これはわからないことだと思

います。今後、国内メーカーも販売するようになってまいりますので、ぜひ、流通会

社と協定を結んで購入するという、確保しとくという、この方法が一番いいのではな

いかなと思いますので、今後に期待したいと思います。よろしくお願いいたします。 

 次に、子育て支援についてお伺いいたします。 

 低体重児には丁寧な配慮が本当に必要でございます。 

 まず、９月３日、子育て世代包括支援センターといたしまして、妊娠・出産・子育

て相談センターを開設していただきました。それに伴い、産後ケア事業も開設がされ

ることとなりました。そして、赤ちゃんの駅、場所を更新し、リニューアルしていた

だきました。本当にありがたいことでございます。 

 今後さらにさまざまな角度から、子育て世代の拠り所として力を発揮していただき

たいと思います。 

 数年前、当時の健康課長から、最近、低体重で生まれる新生児が多いということを

聞き及んでおりましたが、まず、筑前町の未熟児、低体重児の出生数の推移をお尋ね

いたします。 

 議  長  健康課長 

 健康課長  お答えいたします。 

 議員お尋ねの低体重児の出生数の推移ということでございます。 

 その前に、現在、これまで３７週未満で２,５００グラムより軽く生まれた赤ちゃん

は、体の機能が未熟であることから、まとめて未熟児と呼ばれておりましたけれども、

近年、医療現場のほうでは、３７週から４１週、正期産でも出生体重が２,５００グラ

ム未満の赤ちゃんが少なくなく、早産という言葉の線引きが難しくなることから、出

生体重で分類されるようになりまして、２,５００グラム未満で生まれた赤ちゃんが低

出生体重児、１,５００グラム未満で生まれた赤ちゃんが極低出生体重児、１,０００

グラム未満で生まれた赤ちゃんが超低出生体重児と分類されている状況でもござい

ます。 

 議員お尋ねの２,５００グラム未満で生まれた赤ちゃんであります低出生体重児の

本町の推移でございますが、統計上公表されておりますのが、現在平成２７年度分ま

ででございますので、２３年度から２７年度の５カ年の推移でお答えさせていただき

たいというふうに思います。 

 ２３年度１４人、２４年度２３人、２５年度２３人、２６年度２６人、２７年度１

９人で、２４年度から２０人前後で推移しているような状況でございます。本町の割

合は、全体の出生数からすれば１０％前後で推移している状況でございます。県内と

比較しましても、割合的にはさほど変わらない状況でございます。 

 以上です。 

 議  長  梅田議員 
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 梅田議員  課長から報告ありましたように、やはり１０％前後の方たちが低体重児として生ま

れられておりますし、全国のデータを見ましても、やはり筑前町と同じように、約１

０％の方たちがそういう状況であると聞いております。 

 健康課におかれましては、乳幼児健診、予防接種など健やかな成長のために、家族

の施策、支援をいただいておりますが、こういう低体重の子ども及び保護者への具体

的支援といいますのは、現在、どのように行われているのか、簡潔にお尋ねいたしま

す。お答えください。 

 議  長  健康課長 

 健康課長  具体的支援ということでの御回答をさせていただきます。 

 まず、２５年４月１日施行によりまして、地域の自立性と自立性を高めるため改革

の推進を図るための関係法律の整備に関する法律というのが施行されまして、この時

点から県が実施していました未熟児養育医療と保健指導等の業務が市町村に移譲さ

れております。それから、市町村のほうで低体重児の届出、未熟児の訪問指導、養育

指導の業務を行うようになっております。 

 このことから、低体重児出生届がございましたら訪問指導等を行いまして、保健師

指導用の未熟児ノートを活用し、保健指導を行っております。 

 その中で、単に低体重というだけではなく、疾患がある児は、退院前に医療機関か

ら情報提供書等が送付されることもございますので、ケースによっては医療機関でケ

ース会議も行います。 

 また、低体重の中には疾患がある児も多く、個別性が強いことや、母親の精神的負

担や育児不安など心理的なサポートも重要でございますので、退院後のフォローはす

こやか相談、養育支援訪問などで対応いたしまして、幼児期には発達に問題を抱える

ケースもありますので、乳幼児健診からのびのび発達相談でもフォローしている状況

でございます。 

 併せて、入院を必要とする１歳未満の未熟児に対しましては、指定された医療機関

での医療費の自己負担分を公費で助成しているような状況です。 

 以上です。 

 議  長  梅田議員 

 梅田議員  ある意味、手厚く支援をしていただいていると思っております。今後とも引き続き

よろしくお願いいたします。 

 ところで、以前、福岡県では一般の母子手帳では対応しきれない部分をフォローす

るということで、小さな天使、母子手帳っていう母子手帳の別冊というのがあったと

いうふうに聞いていますが、全く、私、目にしたこともございませんし、活用もされ

てないようでございますが、今、それはどうなっているのかお尋ねいたします。 

 議  長  健康課長 

 健康課長  福岡県から発行されている小さな天使、親子手帳だと思います。 

 なお、活用実態はということであろうかと思います。 

 この別冊につきましては、先ほど申しました自治体のほうには２５年度から移譲が

されている業務になっておりまして、県のほうで最終版としましては２３年の３月に

作成されているような状況で聞いております。 

 それまで、自治体に移譲される前に県の事業として使用されていたということで、

現物は現在、県にも手元にはないということでお聞きしております。 

 その別冊を、町が引き継いだときに活用していたのかということでありますでしょ

うが、県からの２５年度の移譲後、県作成の別冊を使用しての指導等はしておりませ

ん。この別冊は使用しておりませんけれども、母子健康手帳をもとに、先ほど御回答

いたしましたさまざまなケースに合わせて、保護者に寄り添い、不安の軽減につなが
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る育児支援をしているような状況でございます。 

 以上です。 

 議  長  梅田議員 

 梅田議員  これが引き続き福岡県が移譲されていたら、こういう質問しなくてよかったのかな

とは思いますけれども、残念ながらそういう現状にございません。 

 それで、この通常の母子手帳は、低体重で生まれた方というのは、月齢や年齢に応

じた発達の目安となる項目を「はい」とか「いいえ」とか記入するようになっており

まして、また、発達曲線というのは、ほぼ９４％の子どもには当てはまる身長、体重

の範囲が示されておりますので、こういう低体重で生まれた子どもさんの母親にとっ

ては、身長、体重も記入したくても記入するところがない、該当する範囲にないとい

うことです。 

 当事者にとっては、本当に使い勝手、使いにくい、母子手帳を見るのもつらい、未

熟児を出産した自分を責めるとともに、悲しい思いをされているというふうに聞いて

おります。 

 それで、現在、これは静岡県ですが、リトルベビーハンドブックというのが今年度

から交付されております。そして名古屋では、来年度から交付する準備が進められて

いるそうでございます。そのほかにも、他県でこういう手帳が別冊で交付されている

と聞いております。 

 発達の記録が月ごとでなくて、初めて、例えば、はいはいとか寝返りとかができる

ようになった日付を書き込むように配慮がされているということでございますので、

こういうものが、本町におきましても、発行され交付していただけたら、本当にお母

さん方を応援することになるんじゃないかなと思いますが、この交付について見解を

お尋ねいたします。 

 議  長  健康課長 

 健康課長  ほかの自治体さんで発行されております低体重児向けの母子手帳の別冊の発行を

というお尋ねかと思っております。 

 ほかの自治体でそういった向けの母子手帳を作成交付して、小さな赤ちゃんを支援

し、ほかの自治体にも広がりつつあるというのは承知しております。 

 本町支援につきましては、これまで、今、御回答したとおりでございますが、低出

生体重児の成長発達や特徴、よくある疾病を理解して関わっていくことが大切でもあ

ると思っております。養育者はさまざまな不安な中、何気ない声掛けに傷つきながら

育児をしていることもあるでしょうし、月齢が進んでも内容は変化しつつも、不安は

継続している状況もあろうかと思っております。 

 低出生体重児の場合、退院時、特に疾病がない場合においても、入院中にいろんな

ことが起きているということもあろうかと思っております。そういった養育者につき

ましては、常に緊張しつつ育児をしている方がおられると思いますし、そのことを念

頭におきまして、養育者の話に傾聴し、寄り添い、不安の軽減につながる育児支援を

していくことが大切だろうかと思っております。 

 議員が今言われております低出生体重児向けの母子手帳もそのうちの一つだろう

と思われます。このことからも、先ほど議員も冒頭言われましたように、９月３日開

設の妊娠・出産・子育て相談センターを中心に、関係機関と連携して継続的な支援を

行うことにより、すこやかな子どもの育ちと養育者の育児不安の軽減を図るために、

本町では発達相談等で必要とされる方に、生まれたときから成人に至るまでの成長記

録を行う「ちくぜんすくすくサポートファイル」というのがございます。こういった

ファイルがございます。こういったものがございますので、まずはこのファイルを低

体重児向けに工夫して活用し、支援していくことで考えていきたいというふうに思っ
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ております。 

 この専用の、また低出生体重児向けの専用の手帳作成につきましては、状況と照ら

し合わせまして、今後の研究課題に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  「ちくぜんすくすくサポートファイル」、これを活用していただいておりまして、

大変に、今後とも有効な活用をお願いしたいと思いますが、この低体重出生児向けの

母子手帳、こういうのを参考にしていただきながら、必要と思われる新たな項目を追

加項目として追加していただきまして、本当に使い勝手のいい、母親に寄り添うよう

な内容のファイルにしていただきたいと思いますし、先ほど課長も言われましたよう

に、こういうファイルがありますよということを、当事者の方にはしっかりとお伝え

いただきまして、活用願いたいと思います。 

 不安を抱えながら育児に頑張っておられますお母さん、保護者の気持ちに寄り添う

支援を今後ともよろしくお願いいたします。 

 次に移ります。 

 教育行政についてでございます。 

 新学習指導要領の改訂を受け、２０２０年度から、小学校でプログラミング教育が

必修化されます。ＩＯＴやＡＩなど社会を取り巻く環境、構造はめまぐるしく変化し

ております。正直、私は時代の変化についていっておりませんが、既に日常生活の中

に活用され始めております。コンピューターにプログラムを通じて人間が意図した処

理を行わせることができることを子どもたちが理解すること、そして学習していくこ

とは時代の要請であると私も受け止めています。 

 プログラミング教育は中学校で既に実施されていますが、現在、実施されている中

学校での学習内容をお尋ねいたします。 

 また、２２年度から小学校プログラミング教育で想定される教育内容など、具体的

検討は既に行われているのか、プログラミング教育の現状及び課題をどのように捉え

ておられるのか伺います。 

 議  長  教育課長 

 教育課長  お答えいたします。 

 現在、中学校で実施されているプログラミング教育の内容につきましては、技術分

野において、プログラミングによる計測、制御が必修化されております。 

 内容としましては、各中学校では、フローチャート図として仕事の流れを図に表し、

プログラムを作成し、プロロボという教材を動かしたり、Ｃ言語を活用して簡単なゲ

ームソフトを作成したりしております。 

 このように、中学校では、小学校における学習を発展させるとともに、中学校の他

の教科等における情報教育及び高等学校における情報関係の強化との連携、接続が円

滑に進むことを目指しております。 

 小学校のプログラミング教育の導入につきましては、中央教育審議会の議論の中に

おいて、情報化の進展により、社会や人々の生活が大きく変化し、将来の予測が難し

い社会においては、情報や情報技術を主体的に活用していく力が重要であると指摘さ

れています。 

 さらに、子どもたちが将来どのような職業に就くとしても、プログラミング的思考

を育んでいくことは必要であり、そのためにプログラミング教育を小・中・高等学校

を通じ、子どもたちの発達の段階に応じて位置づけていくことが求められておりま

す。 

 本町の現状につきましては、コンピューター室を利用し、児童がコンピューターで
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文字を入力したり、インターネットを活用して情報収集したりする等の学習活動につ

いては、児童の発達段階に応じて計画的に取り組んでおります。 

 一方、平成３２年度から新たに実施される小学校のプログラミング教育について

は、一つ目に教科等の特質に応じたプログラミング教育としての学習内容を教育課程

にどのように位置づけるか、二つ目にプログラミング教育に向け、必要なＩＣＴ環境

の整備、三つ目にプログラミング教育を実施する教員の指導力向上が課題として挙げ

られ、今後、研究を図っていくことが必要であると認識しております。 

 以上でございます。 

 議  長  梅田議員 

 梅田議員  私が認識している限りでは、電子黒板が各クラスに設置されていると思いますが、

２０２０年度から必修化される学習を行うに当たりまして、ＩＣＴの機器等環境整備

は十分であるのか、子ども一人一人が利活用できる数量が整備されているのか、支障

はないのかということをお尋ねしたいと思います。 

 議  長  教育課長 

 教育課長  お答えいたします。 

 文部科学省においては、新学習指導要領の実地を見据え、平成３０年度以降の学校

におけるＩＣＴ環境の整備方針を示しております。 

 方針によりますと、今後の学習活動において、最低限必要とされ、優先的に整備す

るＩＣＴ等については、まず大型提示装置、実物投影装置が挙げられています。この

ことにつきましては、電子黒板、書画カメラとして全教室に配置できております。 

 現在、学校ではコンピューター教室に１学級分の４０台のコンピューターが設置さ

れております。今後、児童用のコンピューターネットワークの環境、学習用ツールと

してのソフトウエア等学習活動に必要かつ有効であるかを踏まえ、財源等も含め、Ｉ

ＣＴ環境の整備については、研究を図っていく必要があると考えております。 

 以上でございます。 

 議  長  梅田議員 

 梅田議員  文科省では、この新学習指導要領に対応したＩＣＴ環境の整備充実５カ年計画、平

成３０年度から３０年度地方交付税措置を講じているとされておりますが、特定財源

ではないと聞いております。 

 将来的に、今、課長言われますように、現実に機器の整備が必要になってくると思

いますし、また将来的に更新の必要も出てくると思いますし、そういったことで、こ

れからのプログラミング教育に絶対必需品の機器でございますが、財政的措置に関し

まして、町長にはしっかりお願いしたいと思いますが、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。 

 教育委員会とは定期的な協議も行っておりますし、十分、教育予算については、皆

様方の税金を優先充当させていただいているところでもございます。 

 先日、ＰＴＡの会長さんたちとの懇談の場がございました。その中で、ある会長さ

んが、筑前町ほど教育施設が充実しているとは、よその町を見てよくわかったと、そ

ういったことでございます。空調の導入もいち早くさせていただいておりますし、電

子黒板、さらには今年からアフタースクール等々についても、補助事業を活用しなが

ら取り組んでいると、これも住民の皆様方の御理解と議会の議決の上でのことでござ

います。そういった思いは変わらず持っていきたいと思っております。 

 議  長  梅田議員 

 梅田議員  今後ともよろしくお願いいたします。 
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 整備されたハード機器ですが、これは最大に利活用、使いこなしていただかないと

いけませんが、それには教える先生たちの能力、技量が求められます。先生の研修は

またどのようにされるのか、そしてまた、ある意味先生に代わって子どもに教える専

門のインストラクターの雇用も必要じゃないかなというふうに考えますが、その点に

ついてお尋ねいたします。 

 議  長  教育課長 

 教育課長  お答えいたします。 

 本町におきましては、現在全ての学校にＩＣＴ活用教育担当教員を定め、研修会を

年２回実施しております。 

 研修内容につきましては、電子黒板、タブレットの活用について、専門家を招いて

の研修、ＩＣＴ機器を活用した授業公開を伴う研修等を実施してまいりました。 

 今後につきましては、プログラミング教育の推進にかかわって、研修を実施してい

きたいと考えております。その際、ＩＣＴはあくまでもツールであり、教員の指導力

と相まってその特性、強みが生かされるものであることを踏まえ、教育委員会並びに

各学校においては、新学習指導要領における学習活動を想定しつつ、ＩＣＴを活用し

た指導方法について、研修の充実を図ってまいりたいと思っております。 

 また、ＩＣＴ活用に係る教員の業務負担が増加しないよう、また、専門的知識、技

能の取得が図られるよう、専門スタッフの活用は必要であると認識しております。 

 本町におきましては、現在、コンピューターインストラクター１名を配置し、各学

校に派遣しているところです。 

 今後、コンピューター教育を推進するために、コンピューターインストラクターの

活用について、さらに研究を図っていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

 議  長  梅田議員 

 梅田議員  人間味のあるこれまでのアナログ的教育手法、これもとても大事なことだと考えま

す。先生たちは、このＩＣＴ事業の中で効果的に意識を持って取り組んでいかれるこ

とと思いますが、実際、学習を進める中で、さまざまな御苦労は大きなものがあると

思いますが、ぜひ頑張っていただきたいと思います。 

 次に移ります。 

 その後の通学時のかばんや学習荷物等の重量軽減化は図られたのかなということ

で、２０１７年３月議会にて、生徒の通学時、学用品が重過ぎて危険であると保護者

から相談があり、取り上げさせていただきました。この問題は、その後マスコミでも

取り上げられ報道されていましたし、文科省でも問題にされています。 

 最近、文科省は置き勉を認める通知を出したと聞いております。教科書の重さって

いいますのが、４０年前の２倍、その当時９９０グラムだったのが、現在では２,１５

０グラムにもなっていると言われております。 

 前回の質問で、主に自転車通学生徒の事案を申し上げましたが、徒歩通学の中学生、

小学生を含め、学習荷物の軽減化に向けた改善はされたのかお尋ねいたします。 

 議  長  教育課長 

 教育課長  お答えいたします。 

 平成２９年３月議会の一般質問において回答しておりますとおり、両中学校ともに

通学時の荷物の軽減化には取り組んでおります。 

 登下校中の生徒の安全対策と負担軽減のために、以前からの取り組みとして、家に

持ち帰らずに学校で保管してもよい教科書や学用品等を学校が指定し、一部の学用品

を学校に置いて帰ることができるようにしております。 

 一方で、各中学校では、本町の学力向上の喫緊の課題の一つである家庭学習の習慣
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化の取り組みを積極的に推進しております。そのため、生徒自身が各家庭で自発的に

学習する習慣を身につけるために必要な教科書は持ち帰らなくてはなりません。しか

しながら、全ての学用品を持ち帰ると、相当な重量になり、生徒の負担となります。 

 そこで、両中学校とも教科書は持ち帰るように指導し、ノートについては、教科に

よりますが置いて帰ってもよいという工夫や改善を図られているようです。 

 また、小学校においても同様に、学習荷物の軽減化と通学時の安全防止のために、

学校に持ち帰らず学校で保管してよい学用品を決めてあります。さらに、道具類や体

操服などの持ち帰りが一度に重ならないよう、日にちをずらすなどの配慮を行い、負

担軽減に取り組まれております。 

 以上でございます。 

 議  長  梅田議員 

 梅田議員  今年はとても猛暑でございまして、子どもたちは水筒一つだけじゃなくて二つも持

って学校に通学している姿も見かけますが、幸いに筑前町はランチルームがございま

して、厨房がございます。そこで、厨房でお茶をつくって冷やして、子どもたちに提

供するということであれば、２個持っていかなくても１個で済むのではないかなとい

うふうにも考えますが、その点は何か配慮できないものかお尋ねいたします。 

 議  長  教育課長 

 教育課長  お答えいたします。 

 今年の夏は猛暑日が続き、熱中症対策のためにも水筒は欠かせませんでした。確か

に２個の水筒となると、重量の負担もあるかと思います。 

 現状としましては、給食調理業務のある中で、多い小学校では約７００人、中学校

では約４００人の児童生徒に対して、水筒へのお茶の準備等がどこまでできるのか、 

また、その管理、衛生面、そして安全面を考慮すると、現時点では難しいのではない

かと思われます。 

 以上でございます。 

 議  長  梅田議員 

 梅田議員  できましたら今後、検討していただけたらありがたいなと思います。 

 最近は、本当、小学生でも腰痛を訴える、肩こりを訴える子どもがいると聞いてお

ります。子どもの事故防止、安全確保、そして成長期の子どもの健康のためにも、速

やかに教育委員会では対策を講じていただきましたことは本当によかったと思いま

す。 

 今後とも、教育委員会におかれまして、児童生徒の健全育成に的確に尽力していた

だきますようお願い申し上げまして、私の一般質問を終わります。 

 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。 

 午後１時より再開会します。 

（１１：３３） 

 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  質問に先立ち、７月の西日本災害、また今回の北海道の地震災害で被災されました

皆様に心からお見舞いを申し上げますとともに、１日も早い復旧を願っています。ま

た、西日本災害の被災後、連日夜遅くまで災害対策本部に詰め、御尽力いただいてい

る職員の皆さんに心から感謝と敬意を表します。 
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 行政におかれましては、被災者の心に寄り添った復興支援をよろしくお願いをして

おきます。 

 それでは、通告に基づき、暮らしと健康を守る取り組みについて５点ほどお尋ねを

いたします。 

 まず始めに、農業問題について、農業政策の転換が必要ではという観点から質問を

していきたいと思います。 

 このままでは地域が維持できなくなる。今多くの農山村に広がる深刻な不安です。

我が国の戦後の農業を支えてきた世代の引退が本格化し、後継者が少ないことも相ま

って、農業の担い手の減少や高齢化に拍車がかかっています。 

 全国の統計で見ても、農業経営体は、２０１５年までの１０年間に３３％減少、経

営耕地面積も６.７％減少し、そのテンポは早まっています。農業を中心的に担う基幹

的農業従事者は、２００５年の２０５万人から２０１７年の１５１万人に減り、その

４２％が７０歳以上という事態となっています。 

 重大なのは、国民への食料の供給という農業、農村の最大の役割が果たせなくなり

つつあることです。１９８０年代には５３％あった食料自給率も、４０％弱と先進諸

国で最低水準に低迷し、政府自身がその引き上げを目標としている自給率は、２０１

６年には３８％まで低下しました。 

 地域農業や農山村の次代の担い手をどう確保するか、農山村の維持・再生にとって、

今や死活的な課題です。同時に、それは食料の安定供給や国土の環境の保全という国

民の生存条件の根本に関わり、日本社会全体として解決が迫られている課題でもあり

ます。 

 それでは、今日の事態を招いた原因と責任はどこにあるのでしょうか。それは歴代

政府の農業切り捨て政治にあると言えるのではないでしょうか。歴代の自民党政府

は、高度成長以来、日本は工業製品の輸出でもうけ、食料は外国から買えばいいとし

て、農産物輸入を次々に自由化してきました。１９６０年代には麦や大豆、飼料作物

を全面的に明け渡し、８０年代には牛肉や柑橘類の輸入を自由化し、９０年代には主

食の米まで輸入に道を開きました。２０００年代には中国などから安い野菜が大量に

流入しました。外国産の増加の中で、競合する産地や品目の多くは淘汰され、国内農

業は競合しない分野に追いやられ、食料の６割まで外国産に依存する事態となったの

です。 

 国内の農業政策も、米など多くの農産物の価格を市場に委ね、所得補償なども極め

てお粗末で、大多数の農業経営が成り立たない状態を広げてきました。大企業中心の

経済政策や国土政策を一貫して推進し、都市と農村の格差を広げ、林業や地場産業な

どを衰退させてきたことも、大都市圏への人の集中、農山村の過疎化や産業の後継者、

農業の後継者難の原因となってきたことは明らかではないでしょうか。 

 その路線をより露骨に進め、危機に拍車をかけているのが、５年間の安倍自民・公

明政権の暴走政治です。ＴＰＰ――環太平洋連携協定の受け入れなど、農産物輸入の

際限のない自由化はその最たるものです。ＴＰＰは、各国の経済主権、食料主権を侵

害し、国民の暮らしや権利を犠牲にして、多国籍企業の利益を最大化するものにほか

なりません。我が国の農産物については、米、乳製品、牛・豚肉など重要農産物の３

割まで関税を撤廃し、残った関税も発効７年後には撤廃に向けた協議を義務づけるも

のです。 

 安倍自民・公明政権は、この最悪の農業つぶし協定を、農業者や国民の強い反対の

声を無視して受け入れましたが、その後、トランプアメリカ政権の誕生とＴＰＰから

の離脱、昨年１月でＴＰＰは発効不能となりましたが、それでも安倍政権はＴＰＰの

復活に奔走し、残る１１カ国によるＴＰＰイレブンの合意を主導してきました。そし
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て、今年の国会では、まともな審議もしないまま６月に批准を強行しました。 

 ＴＰＰイレブンは、元協定の一部を凍結したとはいえ、日本農業に重大な打撃をも

たらす内容に変わりはありません。それどころか、米国からの市場開放圧力も加わり、

ＴＰＰ以上の影響を受ける危険性は大きいと言えるのではないでしょうか。 

 安倍首相は、農業分野でこれ以上の譲歩はないと言いますが、ＴＰＰ交渉で重要農

産物は除外するとした国会決議を投げ捨てた前歴を見れば、そんな約束は到底信用で

きないのではないでしょうか。 

 昨年夏に大枠合意した日欧ＥＰＡ――経済連携協定でも、日本はＥＵ側に、乳製品

ではＴＰＰ以上の譲歩を行っています。安倍自民・公明政権が、世界の多くの国との

間で農産物の輸入自由化に突き進んでいることは明らかではないでしょうか。 

 安倍首相は、ＴＰＰで我が国農林水産物の輸出拡大のチャンスが広がると言ってい

ます。しかし、一部の産地や経営でそれが可能であっても、それと引き替えに大量の

外国産が流入し、国内需要が奪われることは、ここ数年の経過を見ても明らかです。 

 政府は、２０１７年の農産物輸出額が５年連続で増加し、過去最高になったと宣伝

しています。確かに、輸出額４,９６８億円は、前年を３７億円上回りましたが、輸入

額６兆４,５００億円はその１５倍、およそ６００億円も増加しています。 

 農産品の貿易赤字は、５兆３,７００万円から６兆円にと史上最高レベルになってい

ます。このことは、国産の農産品市場が大幅に縮小したことを意味しているのではな

いでしょうか。 

 ２１世紀の世界は、食料は金さえ出せばいつでも輸入できる状況ではなくなってい

ます。気候変動や水需給の逼迫などで、生産拡大の制約が強まる一方、発展途上国の

人口増や肉類、水産物消費などで需要拡大が続き、政府自身も食料・農業・農村白書

の中で、世界の食料需給は中長期的には逼迫すると予測しています。 

 食料の６割以上を輸入に頼る日本が、国内の農水産業を潰してさらに輸入を広げる

など、到底許されません。際限ない自由化を推進する安倍政治の下では、我が国農業

の存立基盤が徹底的に狭められるのは必至ではないでしょうか。担い手の確保どころ

か、地域農業を支えて頑張っている大規模経営なども窮地に追い込まれ、残っている

品目や産地の多くも維持できなくなるのではないでしょうか。 

 町長にお尋ねします。 

 町長は、これまでＴＰＰに対し、農業を守るため反対の立場を表明してきています。

このＴＰＰイレブンに対しては、どのような対応をされるおつもりでしょうか。 

 議  長  町長 

 町  長  お答えいたします。 

 御存じのとおり、ＴＰＰイレブンにつきましては、アメリカ合衆国の離脱によりま

して、ＴＰＰ加入予定の１２カ国から１１カ国に変更されたものでありますが、協定

内容の大幅な変更はあってないように見受けられます。 

 このＴＰＰに関する質問につきましては、過去においても数回、ほかの議員も含め

て御質問をいただいているところですが、町の考え方につきましては、本町の土地利

用型農業を考えた場合、土地利用型農業、まさに食料生産でございます。ＴＰＰにつ

いては、甚大な影響を与えるということはしっかり認識しております。 

 ＴＰＰ、説明の中で、十分なる保証の対応、国策としての対応策、あるいはそれに

代わる農業の推進策を示してもらうよう、国にも要請してまいります。 

 そのことをしっかり国に対して要望しながら、一自治体の要望ではなかなか力不足

ではございますので、全国町村会等を通じて、町村会での決議を持って、関係省庁へ

要望に出向くなども考えております。その気持ちはまだ今も変わっておりません。 

 私は、こういった国策と同時に、筑前町としてやはり我々が考えなければいけない
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と思うところであります。 

 先週の金曜日に若手農業者の方々から、ぜひ町長と懇談をしたいと急な話、申し出

がございました。１４名ですね、町長室に来たいということで、庁議室のほうで懇談

をさせていただきました。それぞれが、筑前町の農業の将来を考える上において、非

常にありがたい一つの取り組みではなかろうかと考えたところであります。 

 それぞれの農業の形態をお尋ねいたしました。皆、米・麦・大豆は前提としながら

も、プラスのものが確実にございました。例えば、米・麦・プラス春ゴボウ、米・麦

プラスしいたけ、キュウリ、あるいはトマト。また、１人の方は既に２０数ヘクター

ルの米・麦・大豆をやっていると。さらにこれはまだ拡張していきたいと、そういっ

たですね、年代も調べますと、３０代から４０代でございました。まさにこれからの

筑前町を担っていく方々の一部だろうと、そのように感じたところでもございます。

新規農業者も２名おられました。 

 そういった方々の意見を聞くと、決して暗いイメージばかりではないと、非常に希

望を持って取り組んでおられるということでございました。 

 その中で一つだけ、私が非常に参考になったのは、それぞれがクリエイティブであ

るということであります。単なる上からの、あるいは町からの、国からの一方的な農

業形態の在り様ではなくて、それぞれが自分の親とは違った形の農業の作物を取り入

れてある。これが一つ、農業の面白みであるというふうにも捉えてありましたし、 な

おかつ６次化にもかなりの期待をしておられました。 

 ある農家の方は、トマトを作っているけれども、トマトの２級品がたくさんできる

んだと、これをぜひジュースにしたい、ドレッシングにしたいと。実際それに取り組

むと。そのことによって、この家庭内の仕事もまたいろんな意味合いが出てくるとい

うことでございましたので、そういった方々の意見を聞きながら、ぜひ自発的な、そ

ういった創造力を活かした農業、そこに私は発展性があるのではなかろうかと思った

次第でございます。 

 以上です。 

 議  長  河内議員 

 河内議員  国際社会でも、日本農業の再生の動きと重なり合う流れが、２１世紀に入り広がっ

ています。国連は、２０１４年を国際家族農業年と設定したのに続き、昨年暮れの総

会で、２０１９年、来年から２０２８年を家族農業の１０年と決定し、各国に小規模、

家族農業の重要な役割を認識し支援することを呼びかけました。 

 従来、国連を含めた国際機関の多くは、人類の食糧問題の解決には農産物貿易の拡

大、大規模化による効率化、大手資本との連携などが近道だとして、各国の農業の多

様性や家族農業の重要性を事実上否定してきました。 

 しかし、その路線が、２１世紀に入り、飢餓や貧困を解決するどころか、むしろ悪

化させてきた現実を踏まえ、家族農業重視に大転換したものです。 

 さらに国連は２０１５年の総会で、持続開発可能な目標――ＳＤＧs、２０１６年

から２０３０年を定め、貧困や飢餓に終止符を打ち、地球を保護し、全ての人が平和

と豊かさを享受できる世界を目指すことを呼びかけました。 

 地球温暖化の防止や生物多様性の維持など、環境の保全が死活的な課題となり、目

先の経済効率第一では人類社会が持続できず、国土や自然条件を生かした環境型社

会、持続可能な世界への転換を待ったなしにしている時代の要請に応えたものと言え

るのではないでしょうか。 

 今、こうした世界の流れをしっかりと見据え、これまで安倍自民・公明政権が行っ

てきた家族農業や農村を守る仕組みの全面的な解体を見直すべきと考えます。 

 ２０１３年には、大規模経営の農地集積や農外企業の農業参入の拡大をねらった農
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地中間管理事業法、政府による米の生産調整の配分と米直接払い交付金、１０アール

当たり１万５,０００円の廃止、これは５年の経過期間を経て、１８年度産から完全に

実施されています。 

 ２０１５年には、戦後の家族農業を守るためにつくられてきた制度である農協改

革、農地法、農業委員会法の改正、２０１６年にはＴＰＰ受け入れを前提として農業

競争力強化プログラムを打ち出し、その具体化として２０１７年に農業競争力強化支

援法など関連８法などを成立させてきました。 

 いずれも農業危機を招いた政治の責任を棚上げにし、農協や農業者の努力不足を挙

げつらい、民間企業の参入を優先して、農業者を競争力強化に駆り立てています。 

 中でも重大なのは、米・麦・大豆などの種子の開発・普及を、都道府県の責任とし

てきた主要農産物出資法の廃止です。種子は農業や食料生産の基盤であり、国民の共

有財産です。民間企業に開放すれば、優良な種子の安定供給が脅かされ、多国籍出資

企業などによる米・麦の生産への支配に道を開き、食料主権が脅かされるのは必至で

す。 

 ２０１８年には、生鮮食品の流通に対する国・自治体の責任関与が大きく後退する

卸売市場法の改正など、こうした安倍農政のほとんどは、農村の現実とかけ離れ、関

係者の声に一切耳を貸さず、政府の規制改革推進会議など財界委員の主張をそのまま

実行に移したものと言わざるを得ません。 

 世界の流れに照らしても、この安倍農政をきっぱり転換し、地域での農業再生の模

索や実践に踏み出すことが重要と考えますが、農業を町の基幹産業と位置づけている

筑前町の町長として、安倍農政についての見解をお尋ねします。 

 議  長  町長 

 町  長  お答えいたします。 

 先ほど私なりの、私どもの考え方を述べさせていただきました。 

 国際化の波にありうる日本であることも十分承知しながらも、食料生産としての

米・麦・大豆は堅持しなければならないという強い思いであります。 

 私が直接そのことについて総理に意見を出すことはありませんけれども、町として

はそのような考えであるという自治体の首長ともども、そういった大会の場では主張

していきたいと、そのように考えます。 

 議  長  河内議員 

 河内議員  我が国には、温暖多雨な自然条件、すぐれた農林・漁業技術、世界有数の経済力、

安全安心な食料を求める消費者など、農林業を多面的に発展させる条件は十分にあり

ます。 

 国連食糧農業機関のＦＡＯは、伝統的な農業や生産多様性、農村の文化、景観が保

全されている農業や地域を世界農業遺産に指定していますが、２０１８年４月現在、

登録されている２０カ国５０地域の中で日本が１１地域と、先進国で突出しているの

も、我が国の農業の豊かさや可能性を示すものと言えるのではないでしょうか。 

 問題は、こうした条件の可能性を活かす政治の実現です。 

 今、過疎が進む農山村で、このまま荒廃を見過ごすわけにはいかない。そして、地

域住民や自治体、農協、集落などが力を出し合い、事態を打開しようとする取り組み

が各地で広がっています。 

 福井県若狭町では、行政もかかわり、人材育成に力を入れ、かみなか農楽舎を中心

に、都会の若者の就農希望を満たすとともに、地域の維持・振興にも大きな役割を果

たしています。福島県二本松市東和地区では、ゆうきの里東和ふるさとづくり協議会

を中心に、さまざまな取り組みを展開し、雑誌などでも紹介され、農的暮らしを志向

する都会の若者に共感を広げ、地区外からの移住者、Ｕターン者が４０人を超えてい
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ます。奈良県明日香村では、３０年間で後継者はわずか３人でしたが、奈良県農民連

などの支援で、近年１０年間でＩターン者が１５人定着しています。新潟県十日町市

池谷集落では、中越地震直後には６軒１３人、平均年齢が７０歳を超える限界集落で

したが、地震でボランティアに入った若者が村人の生き方に感動し、移住者が相次い

で生まれ、今では１３世帯２１人の集落となり、限界集落を脱しています。 

 我が国の農業は、地域によって極めて多様であり、直面している課題や担い手の現

状もさまざまです。自治体や農協、集落など主体的な力もさまざまで、地域農業再生

の取り組み、課題が異なるのは当然です。とはいえ、各市の取り組みで、地域の資源

や伝統、技術などへの自覚、農業をできることへの誇り、集落や農地を自分たちで守

り抜こうとする姿勢は共通しています。先ほどの農業者との懇談の中でも、町長はそ

う感じられたのではないでしょうか。 

 農山村において、自治体、行政の果たす役割は、地域経済循環の主体としての役割

を含め、大変大きなものがあります。農業団体や農業者などの主体の努力と相まって、

自治体が内発型の農業、地域振興、住民福祉向上を含む定住支援策を計画的に前進さ

せていくことは、地域社会の維持、農業と農産の再生にとって大きな力になっている

ということを申し述べ、次に進みます。 

 次に、税の負担軽減のためにも、制度活用の周知をということで、制度活用にもい

ろいろありますが、今回は、介護認定者と認知症の方の負担軽減につながる制度活用

についてお尋ねをいたします。 

 平成３０年３月３１日現在、筑前町には要介護３の方が１５９名、４の方が１６２

名、５の方が１３７名と要介護３から５の方が合わせて４５８名いらっしゃいます。

４５８名全ての方に、障害者控除対象認定書は交付されているのか、また、交付され

た方のうち、確定申告時に障害者控除を受けている方は何名いらっしゃるのかお尋ね

をいたします。 

 議  長  福祉課長 

 福祉課長  お答えいたします。 

 要介護認定をお持ちの方は、税の障害者控除に該当する場合がございます。基準を

満たす場合は、福祉課のほうで障害者控除対象者認定書を交付しておりまして、平成

２９年度は４１人に交付しております。 

 この障害者控除対象者認定書につきましては、税の申告時期に町の広報でお知らせ

しているところでございます。 

 障害者控除を受けてある人数につきましては、税務課のほうから回答いたします。 

 議  長  税務課長 

 税務課長  お答えいたします。 

 平成３０年度の課税状況調査における障害者控除の対象者数というのは、全体で５

３６人でございます。この内訳、いわゆる介護保険であるとか、手帳であるとかいう

のは、そういうのはちょっとわかりませんので、済いません。 

 議  長  河内議員 

 河内議員  障害者控除を受けている方の内訳はわからないということですが、確定申告時、障

害者控除を受ければ２７万円、特別障害者控除はもっと多額の控除を受けることがで

きます。それによって所得税も決まってきます。 

 所得税の上下によって、ほかのいろいろな施策の金額とかも変わってきますので、

ぜひ、認定書を活用されるよう、窓口のほうでお願いをいたします。 

 それと、認知症の方は、認定されて初診日から６カ月が経過したら、精神障害者手

帳の申請ができることになっています。御本人は無理としても、家族に申請ができる

ということは伝えているのかお尋ねをいたします。 
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 議  長  福祉課長 

 福祉課長  お答えします。 

 認知症の方が取得できる精神障害者保健福祉手帳は、厚生労働省が定めた基準によ

って決定されます。１級から３級の等級がございます。申請は役場の福祉課のほうで

受け付けておりますが、審査決定は県が行っております。申請時には、精神障害者保

健福祉手帳用の医師の診断書が必要でございまして、この診断書料は個人負担となっ

ております。手帳は２年ごとに更新が必要となっておりまして、そのたびにこの診断

書も必要となります。精神障害者保健福祉手帳を取得しますと、等級に応じた税の控

除や各種サービスを受けることができるようになりますが、２級、３級では受けるこ

とのできるサービスが大変少ない状況でございます。 

 障害者手帳の申請は、診断書料が個人負担となることも考慮しながら、御本人や家

族が判断されるべきことで、個別への通知はさまざまな誤解を招くおそれがあります

ので、特化した個別の案内は困難と考えております。 

 なお、認知症での精神障害者保健福祉手帳取得につきまして、県に問い合わせしま

したところ、認知症のみでの１級判定は難しいということでございました。 

 以上でございます。 

 議  長  河内議員 

 河内議員  障害者手帳があれば、税金の申告時に障害者控除の適用が受けられます。それによ

り所得税の負担が軽くなります。これは先ほども言いました。御存じない方が多いと

思われます。広報などで周知していくべきではと考えますが、課長答弁では個別のこ

とでそこまではしないということでした。ぜひ本当はしていただきたいところです。

せっかくある制度です。大いに活用していただき、町民の方の負担が少しでも軽くな

るようよろしくお願いし、次に進みます。 

 次に、下水道料金についてお尋ねをします。 

 現在、筑前町では、下水道を接続しているお宅からは世帯割月額１,５１２円、人員

割り７５６円が徴収され、人員が増えるごとに人員割が加算されています。赤ちゃん

の場合でも、「おぎゃー」とこの世に生を受けたそのときから、人員割が加算されま

す。 

 近年、紙おむつの普及で、布おむつがすっかり姿を潜め、紙おむつが主流となって

います。その影響もあってか、赤ちゃんのおむつ離れが年々遅くなっているようです。

昔は２歳ごろまでにはおむつが外れていましたが、最近では３歳過ぎてもまだおむつ

をしている乳幼児も多いと聞き及んでいます。紙おむつによって、お尻さらさらで不

快感を感じていないのです。母乳、ミルクの間は軟便で、そのまま可燃物ごみとして

処理されています。 

 せめて３歳未満までは人員割を免除していいのではと考えますが、年間１人９,０７

２円です。子育て支援の一環として、３歳未満までの下水道料金免除制度を創設して

いただきたいと考えますが、見解をお尋ねします。 

 議  長  上下水道課長 

上下水道課長  それでは、お答えいたします。 

 結論から申し上げますと、非常に厳しいと言わざるを得ません。 

 現在の下水道事業の運営状況につきましては、議員も御承知のとおりでございまし

て、一般会計からの基準外繰入金を含めまして、年間８億円を超える金額を投入して

いるという状況でございます。それを受けながら、あらゆる経費節減を務め、運営を

行っている現状にありますけれども、本来ならば使用料等で下水道事業運営を賄うべ

きものとはなっておりますけれども、短期間によります設備投資等によりまして、多

くの住民の方々に等しく享受できることが可能になったものの、その反面、起債償還
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に追われる日々でございます。 

 財政中長期計画でも示しているかと思いますが、毎年８億円を超える起債償還額が

あと９年間推移していくものとなっております。大変恐縮ではございますけれども、

貴重な財源でございます。 

 以上のことから、現段階におけます制度創設は非常に厳しいものがあり、御理解を

賜りたいというふうに考えているところでございます。 

 議  長  河内議員 

 河内議員  福祉課の担当の方に御足労をかけ、母乳のみ、母乳とミルク、ミルクのみの育児が

どうなっているのか調べていただきました。平成２９年度１カ月乳児家庭全戸訪問で

は、母乳が５４％、母乳とミルクが３７％、ミルク・人工乳は９％で、過去３年間も

ほとんど変わりません。また、４カ月健診でも、母乳５７％、母乳とミルク２５％、

ミルクは１８％で、これも過去３年間ほとんど変わりません。 

 お風呂についても、沐浴でベビーバスを使っての入浴は、首が座るまでのわずかな

間です。首が座れば赤ちゃんは１人ではお風呂に入ることはできません。必ず家族と

一緒に入るのではないでしょうか。 

 全額免除が厳しいというのなら、せめて半額でも減額することはできないでしょう

か。１人約４,５００円です。 

 再度、見解をお尋ねします。 

 議  長  上下水道課長 

上下水道課長  お答えいたします。 

 議員がおっしゃるとおり、乳幼児においては、トイレについてはおむつとか、いろ

んな状況があるかというふうには認識いたしております。ただ、入浴に際しても、家

族とはいえ一緒に入られている。場合によっては、衣類関係の洗濯、幼児用のタオル

と、そういったいろんなさまざまな生活様態の中で御利用いただいているものと、私

どもは認識をいたしているところでございます。 

 先ほども触れていただきましたように、仮に、御提案の制度を創設いたしますと、

影響します人数が約８００名に及ぶというふうに聞いております。調べた結果でござ

いますけれども、とはいえども、半額免除といたしましても、貴重な財源を失うこと

となりまして、先ほど述べましたように、非常に逼迫した下水道事業運営でございま

す。ますます厳しい状況下に置かれていくということになりますので、現状ではこの

制度創設は非常に厳しい。何とぞ今の実情を御賢察いただきまして、重ねて御理解を

賜りたいと考えているところでございます。よろしくお願いいたします。 

 議  長  河内議員 

 河内議員  町長にお尋ねします。 

 筑前町には、子ども未来基金が、平成２９年度末現在、５,８１９万円あります。３

歳未満児は、８月末現在、先ほど課長も言われましたように８０４人です。全額免除

の場合、約７２０万円。下水道の普及率は９０％ですから、単純に０.９を掛け、６４

８万円。半額免除で約３６０万。それに０.９を掛け、３２４万円になります。 

 若者世代への家計への応援です。 

 見解をお尋ねします。 

 町  長  お答えいたします。 

 今、計算をいただきまして、最終的には３２４万円ということでしょうか。非常に

わかる話ではございますけれども、そういった子どもに対する手当というのは、やは

り子ども手当の中から十分賄っていただきたいというのが本旨だろうと私は認識い

たします。 

 したがいまして、その子ども手当等は、国等からも交付されておりますので、その
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交付金を活用されることをお願いいたしまして、今、先ほど下水道課長もしっかり申

し上げましたけれども、本町の特徴は、財政問題の一番厳しいところは下水道の償還

金でございます。 

 御理解いただきたいと思います。 

 議  長  河内議員 

 河内議員  基金もある程度は必要と思っていますが、目的別に基金として積み上げてきている

わけですから、目的に沿った基金の活用で、住民生活を豊かにするために生かしてい

ただくことをお願いし、次に進みます。 

 次に、防災かるたの取り組みについてお尋ねします。 

 この防災かるたにつきましては、平成２８年第４回定例会の折に、災害に遭ったと

きどういう行動をとったらいいのか、かるた方式で大変わかりやすくつくられている

ということで、千葉県習志野市の防災かるたを紹介させていただき、防災意識向上の

ためにも作成し普及をという質問に対し、当時の課長答弁では、防災かるたの作成や

実用については、町民全体の防災意識の啓発や効用が図られればと期待できるもの

で、取り組みに当たっては、今後、いろいろ研究していきたいということでした。 

 あれから、早２年になろうとしていますが、かるたの「か」の姿すらどこにも見当

たりません。取り組みはどこまで進んでいるのかお尋ねをいたします。 

 議  長  環境防災課長 

環境防災課長  お答えをいたします。 

 いろいろ研究していきたいという回答でございまして、その後の研究状況をまずお

伝えしたいと思います。 

 防災意識の啓発高揚のために有効である手法ということで、実は平成２７年度から

南部５区で実施をしておりました災害図上訓練がございます。昨年、また、夜須中学

校でも実施をいたしまして、これは地図を活用して自らが住んでいる地域、安全性、

危険性、それに気づいていくというような訓練になります。このように実際に直接参

加して理解していくという訓練を、現在、普及をさせていきたいと思っているところ

です。 

 また、さらに、別の訓練で、ＨＵＧ――避難所運営ゲームを、昨年から自治区のほ

うで、また、今年は区長会の研修で取り入れております。 

 区長研修では、避難所の運営の疑似体験ができまして、多くの気づきを得るとても

有意義なゲームだったということでお話が出ております。区長研修の終わりの知らせ

も耳に入らないほどのめり込んでいる方もいらっしゃいました。 

 このように、直接参加して意識づける訓練を、現在、主体的に実施をしておる状況

です。 

 議員御提案の防災かるたにつきましては、かるたという日本古来の遊び、これを繰

り返し繰り返しすることによりまして、自然と防災の備えの知識が身につくというこ

とで、その有益性は認識するところでございます。ただ、今の時代、はたしてかるた

自体を各家庭で興じてくれるだろうかという心配がございます。現在、お正月でも昔

のようにかるた遊びをする家庭が少なくなったというふうに言われる中で、内容的に

どちらかと言えば硬い内容になります防災かるたを、繰り返し繰り返し、標語を覚え

るくらい興じてくれるのだろうかという心配をするところです。 

 そのためにも、大人から子どもまで関心を持ってもらう標語の内容、あるいはイラ

スト、そのあたりを工夫する必要があろうかと思います。そのあたりが、どうしたら

家族で興じてくれるのかという大きな課題じゃないかなというふうに思っています。 

 結論を申し上げますと、町としては今のところ、防災意識の高揚として、災害図上

訓練、これに取り組んでおります。かるたについては、現段階では取り組む予定はご
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ざいません。 

 以上です。 

 議  長  河内議員 

 河内議員  前回のときに、前課長が調べていただいた中で、習志野市ではかるた大会も行われ

ているという答弁がありました。 

 町民の皆さんの防災意識向上のための一つのアイテムとして捉えていただくこと

を要望し、次に進みます。 

 最後に、学校健診後の治療の実態についてお尋ねをいたします。 

 学校では、学校保健安全法で毎年６月までに健康診断を行っています。健診で要受

診とされた子どもたちの受診の実態はどうなっているのか、まずお尋ねをいたしま

す。 

 議  長  教育課長 

 教育課長  お答えいたします。 

 学校健診で要受診となった児童生徒については、直ちに保護者宛てに結果の知らせ

を出し、早期の受診を進めております。その後の受診の実態については、気になる子

どもに対する個別の確認を行ってはおりますが、全体的な把握はできていない状況で

す。 

 以上でございます。 

 議  長  河内議員 

 河内議員  大阪府保健医協会、大阪府歯科保健医協会が、学校健診を受け、要受診となった子

ども等の健診の受診行動や学校での様子、家庭状況等についての調査を発表していま

す。 

 調査は、子どもたちの医療アクセスの実態把握を主な目的として、大阪府内の公

立・私立の小中高校１,８０２校を対象に取り組まれました。回答が寄せられたのは２

７０校だったそうです。２０１６年度と２０１７年度は４月から、２０１８年１月ま

での健診後の受診状況について調査しています。 

 眼科健診では、２０１６年度の健診を受けた子どもたちのうち３５.３％が受診が必

要と診断され、このうち未受診率が６２.９％、２０１７年度未受診の児童生徒、眼鏡

等矯正器具が必要になったのに未購入の子どもがいた学校が２３２校、同じく耳鼻科

検診では、要受診が１１.４％で、未受診率は４２.８％、学校数は２０８校です。同

じく歯科検診では、回答は２５９校、要受診が３３.３％で、未受診率は６３.８％、

口腔内が崩壊状態――虫歯が１０本以上、歯の根しか残っていないような未処置歯が

何本もあるなど、咀嚼が困難な状態を崩壊状態と言います――とみられる子どもがい

た学校は１２１校、４６４人。同じく、内科検診、その他の健診では、要受診が２.

８％、未受診率は５１.６％。 

 未受診の子どもたちの家庭状況については、未受診の理由として考えられるものの

１０の設問から上位３つの選択の結果、小学校では、保護者の子の健康への理解不足

が５４.４％で最も高く、経済的困難が３５.９％、共働きが３５.６％、一人親家庭が

３４.４％と続いています。中学校では、保護者の子の健康への理解不足が５３.３％、

一人親家庭が３６％、保護者が子どもに無関心が３３.３％と続いています。高等学校

では、経済的困難が６０％と最も高く、保護者の子の健康への理解不足が５５％、保

護者が子どもに無関心が３２.５％と続いています。 

 この調査は大阪府下の調査ですが、どこの自治体も同じような傾向にあるのではな

いでしょうか。未受診が子どもたちの学習環境、学校生活の安全に影響を及ぼしてい

ることは明らかと言えるのではないでしょうか。 

 自治体は、この状況を脱するために必要な施策を講じるためにも、実態の把握が必
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要と考えますが、見解をお尋ねいたします。 

 議  長  教育課長 

 教育課長  お答えいたします。 

 未受診の実態を把握することは、児童生徒の健康管理上、また未受診の背景を知る

上で有効であると考えます。 

 未受診の理由については、子どもや保護者の意識に課題があることが多く まずは

積極的な受診につなげる取り組みとして、治療の重要性や心身ともに健康であること

への理解を深めてもらうための努力を行ってまいりたいと考えております。 

 また、早期受診を促すための取り組みとして、保健だよりで受診を呼びかけたり、

気になる児童生徒に対して個別に養護教諭が声掛けを行ったりしております。 

 さらに、特に気になる児童生徒に対しては、家庭訪問の際に担任から話をしてもら

うなどの取り組みを通して、受診状況の把握と治療につなげる努力を、今後も行って

まいり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  健康診断の結果、六つの学校病、トラコーマ、結膜炎、虫歯、寄生虫病、膿痂疹―

―いわゆるとびひです――、中耳炎、蓄膿症、アデノイド、白癬と疥癬について治療

が必要とされた就学援助を受けている世帯は、治療費が無料になりますが、周知はで

きているのかお尋ねいたします。 

 議  長  教育課長 

 教育課長  お答えいたします。 

 就学援助制度の中に、治療に要する費用の援助を行う制度として医療費援助がござ

います。援助対象者は、準要保護の認定を受けた世帯に対するもので、対象となる疾

病については、先ほど議員がおっしゃいました虫歯、結膜炎、中耳炎等が挙げられ、

要領に定められた疾病に対して給付を行っております。 

 周知の方法としましては、入学説明会や申し込みのときに全世帯に配布するお知ら

せの中で、医療費制度について周知を図っております。 

 また、要受診となった就学援助対象者には、養護教諭と連携し、速やかに医療券を

発行できる仕組みをつくっております。 

 以上でございます。 

 議  長  河内議員 

 河内議員  大阪府の調査では、近年の子ども医療助成制度の拡充により、以前よりも健診後の

受診率が上がった一方、多くの自治体が中学校卒業年度までを助成対象としているた

め、高校生への受診勧奨に苦慮しているそうです。高校生の未受診の要因の多くが経

済的困難を挙げていることからも、３割の窓口負担が受診のハードルとなっているこ

とは明らかではないでしょうか。 

 ある大阪市内の高校からは、何度も受診勧奨している市内在住の生徒で、子ども医

療費助成制度が１８歳まで拡大されるのを待って受診をした生徒がいたという事例

が報告されました。ちなみに、大阪市は２０１７年１１月から１８歳まで拡大されて

います。 

 子どもたちにこんなつらい思いをさせていいんでしょうか。実態の調査と子ども医

療費助成制度のさらなる拡大を強く求め、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  ここで休憩をします。 

 ２時より再開をします。 



28 

 

（１３：５１） 

 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  質問に入る前に、７月から９月にかけまして、西日本豪雨災害、そして台風災害、

そして先日発生いたしました北海道地震、多くの方がお亡くなりになりました。心か

ら哀悼の意を表しますとともに、被災を受けられました方、被災地の皆さん方に心か

らお見舞いを申し上げたいと思います。皆さん方が１日も早く元気な気持ちに、前に

進んでいただきながら、復旧復興が加速しますように心から願うわけでございます。 

 それでは、質問に入らしていただきますけども、通告の順序を一部変更させていた

だきまして質問させていただきます。担当課長さんのほうには、その旨をお伝えさせ

ていただいています。 

 １番下、３番目の質問を先に質問をさせていただきます。 

 なお、皆様方のお手元に、説明がわかりやすいようにプリント写真を用意させてい

ただいています。よろしくお願い申し上げます。 

 それでは、まず最初に篠隈地区国道３８６号沿線両サイドの歩道整備について質問

させていただきます。 

 私は、このことについて、最初に平成２２年３月、同９月議会の一般質問で、そし

て平成２５年６月、２７年９月、２８年６月議会でも、歩道整備をお願いしてまいり

ました。町の住民の安心安全、そして利便性を向上していくさまざまな問題と向き合

っていく中で、国道、県道、そういった道路関係でございますけども、課題として取

り組みをさせてきていただいたところでございます。 

 当時、平成１７年の交通量調査で、国道３８６号線篠隈においては、１２時間、半

日で１万３,５７５台と交通量が報告されていました。北側歩道は、佐藤石油店前から

国松産業前までの間、約２００メーターが歩道がありません。また、南側は、俊丸家

具店前から宮原タクシー駐車場まで約５０メーターの間は、歩道帯がなく、住民の方

や自転車、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、大変危険

であるので、県土整備事務所に強く要望され、早急に途切れた歩道建設に取り組んで

いただきたいと、歩道整備を求めてまいりました。 

 やすらぎ荘入口交差点からコスモスプラザ入口まで、歩道未整備区間に３.５メータ

ーの幅、自転車及び歩道を確保したいと申されてございます。 

 質問いたします。 

 歩道整備には、用地取得の関係者の方々の協力が必要であります。関係者の同意は

整ったのか１点。２点目、工事はいつから実施するのか。３点、進展が見えませんけ

れども、問題点等があるのか。以上３点をお尋ね申し上げます。 

 議  長  建設課長 

 建設課長  お答えいたします。 

 議員の御質問につきましては、関係者の同意、それから工事関連の御質問というこ

とでよろしいでしょうか。 

 国道３８６の篠隈地区の歩道整備につきましては、事業主体が朝倉県土になります

ので、御意見のほうを伺っております。 

 また、地元期成会でも、平成２６年の８月に設立をされております。町としても、

期成会と連携しながら、県に対して早期実現に向けた、毎年、要望活動を行っている

状況でございます。 

 事業同意につきましては、地元の熱心な取り組みもございまして、後々の用地交渉
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の関係もございまして、詳しい数字とかは申し上げられませんけれども、沿線のほと

んどの方から賛同はいただいているというふうに思っています。 

 現在の進捗状況でございますけれども、あくまでも事業主体は県でございますの

で、立場上、詳細につきましては御回答できないことをまずお断りを申し上げたいと

いうふうに思っています。 

 当該地区の歩道計画につきましては、国道部の南側の現歩道を３.５メーターに拡幅

計画されることにつきましては、以前の議会のほうでもお話をさせていただいており

ますし、議員も御承知だと思っています。 

 県の計画でございます。昨年度、県単事業でこの一帯を地形測量を実施をされてお

ります。本年度は、国の交付金を活用しながら、予備設計あるいは警察との協議、交

通量調査等を実施されるような計画のようでございます。 

 県としましては、早期に工事着手に向け、次年度以降も引き続き事業の進捗を図っ

ていくということを聞いております。県としましては、当面、第一次の整備区間とし

て、やすらぎ荘交差点の入口から富士ピー・エスさんまで、延長約３００メートルほ

どの区間でございますけれども、その区間をまず優先し、実施したいというふうなお

考えのようでございます。 

 町としましては、この未整備区間を、全路線を一気に着手をお願いしたいというふ

うな気持ちは持っておりますけれども、県としても、まず国の補助事業を活用しなが

ら、筑前町を含めまして、他の管内の事業の進捗も理由としてあるようでございます。 

 町としましても、地元期成会の役員の方々、会員の方々を中心に、熱心に御活動さ

れておりまして、先般８月２９日に、地元期成会の総会も開催されております。地元

も、この事業に対して機運も高まっておるようでございます。 

 そのような地元の取り組みとあわせまして、先ほど申し上げましたように、毎年、

町や県、地元県議に対して、陳情や要望活動をされておりまして、現在、早期着手に

向けて、町と一体となった取り組みを進めております。今後も一体となって取り組ん

でいきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

 議  長  一木議員 

 一木議員  用地取得に向けた関係者の協力も進んでいるということでございます。 

 南側、北側両歩道帯の整備が必要でございます。難しいですけれども、篠隈地域は

町の中心地でございます。ひとつ積極的に進めていただきますようによろしくお願い

します。 

 それから、もう１点、要望が出ています。 

 耳に入っているかと思いますけれども、ダイレックスさんと佐藤石油さんのちょう

どこの間になりますけれども、横断歩道がございます。道路を渡る横断歩道がござい

ます。手押し信号の横断歩道がございます。佐藤石油さんのちょうど前あたりです。

こちらの歩道の支柱と申しますか、歩道の信号の支柱が歩道の部分と道路の車の通る

すぐそばにありますので、自転車等の方が横につけて押しボタンで歩道を渡るため

に、車の車輪がもう道路にかかるような形で止まるから非常に危ないということでご

ざいますので、願わくは、その信号の支柱をダイレックスさん側のほうへ下げていた

だきたいという要望がございますけれども、御存じで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。 

 詳しい要望につきましては、まだ見ておりませんので、そういった状況であれば、

地元のほうから御要望を出していただきまして、速やかな対応をとるように警察のほ

うにも進達をさせていただきたいというふうに考えております。 
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 以上でございます。 

 議  長  一木議員 

 一木議員  それでは、通告の最初の質問を出させていただきました、合併特例債関連の事業と

本町の財政状況、課題について質問させていただきます。 

 本町は平成１７年３月２２日に誕生して以来、１３年の歳月が過ぎました。私は、

三輪・夜須２町合併を平成１５年の合併前から推進してまいりました。以来ずっと、

間違いのない選択であったと思っています。 

 合併協議会の会議を重ね、新町建設計画の内容を協議し、それらをもとにこれまで

多くの事業を行ってまいりました。町執行部職員の皆様にとっては、新しい事業や困

難な事業と向き合い、一つ一つ実行をなされ、今日の、そしてこれからの新しい時代

に進んでいく土台をつくってこられました。議会もその責任を共有し、議論を重ね、

このような立派な筑前町へと発展してこれたと思っています。この苦労と努力ととも

に流した汗の量は計り知れないと思っております。合併を進んできた道のりは決して

楽ではなかったわけですが、今までの喜びと感動を忘れることなく、将来に向かって

この１３年間を振り返り、質問いたします。 

 まず、最初のお尋ねをいたします。 

 合併特例債関連の事業は何項目となったのか。起債対象事業費、総事業費は幾らな

のか。また、町の３割負担、一般財源の持ち出しは幾らになるのかをお尋ねいたしま

す。 

 議  長  財政課長 

 財政課長  お答えいたします。 

 平成１７年度から２９年度までの合併特例債関連事業につきましては、３５項目と

なっております。 

 なお、主要生活道路整備事業、これにつきましては毎年行ってきておりますので、

一つの事業としてカウントいたしております。 

 総事業費につきましては、約１１５億円となっております。そのうち合併特例債の

借入額は８１億９,２１０万円となっております。この借入に対する元利償還金の７割

が交付税に措置をされますので、残りの３割は町負担となります。借入額８１億９,

２１０万円の３割は２４億５,７６３万円となります。 

 また、借り入れの充当率が９５％となっておりますので、残りの５％は事業の実施

時に町負担となっていますので、この分を合わせますと、約２９億１,７００万円が町

負担額となり、１１５億円の事業を２９億１,７００万円の町負担で実施をしてきたと

いうことでございます。 

 以上です。 

 議  長  一木議員 

 一木議員  合併特例債の関連には、合併後１０年ということでございました。その後、５年間

延長ということでございますけれども、現在もまだ進行中でございます。 

 現在進行の事業は、また、今後の計画についてお尋ね申し上げたいと思います。 

 議  長  財政課長 

 財政課長  本年度の合併特例債関連事業につきましては、主要生活道路整備事業を実施するこ

とといたしております。７,７９０万円の借り入れを予定しておるところです。これに

よりまして、合併特例債の借り入れ総額が８２億７,０００万円という予定でありま

す。 

 本町の合併特例債事業分の借入限度額は８７億２,９３０万円でありますので、平成

３０年度末での借入限度額の残高は約４億５,９００万円を見込んでおるところです。 

 合併特例債の発行可能期間につきましては、議員も言われましたように、当初１０
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年間とされておりましたけれど、東日本大震災の発生によりまして、多くの自治体で

市町村建設計画が遅れたことによりまして、平成２４年度の法律改正により、東日本

大震災の被災市町村以外の市町村についても、発行可能期間が１０年から１５年に延

長することができるようになりました。 

 本町におきましても、平成２６年３月定例議会の議決を得まして、５年間の延長を

行い、平成３１年度までが発行可能期限となっているところでございます。 

 なお、平成２４年度の法律改正以降も、熊本地震などの相次ぐ大規模災害により、

合併市町村の新町建設計画事業がさらに遅れていることによりまして、平成３０年４

月、本年４月でありますけど、再度、法律が改正をされ、発行期間をさらに５年間延

長することが可能となっているところです。 

 本町におきましては、３０年度末時点での発行可能残額を約４億５,９００万円と見

込んでおります。道路整備事業など、整備が必要な箇所もまだまだございますので、

合併特例債を有効に活用し、事業を進めていきたいというふうに考えております。 

 ただ、今回の豪雨災害などによりまして、３１年度の１年間で約５億円の合併特例

債事業を実施するということは困難でもございます。本町におきましても、さらに５

年間の期間延長を行う方向で検討を進めていきたいというふうに考えておるところ

です。 

 以上です。 

 議  長  一木議員 

 一木議員  質問を続けさせていただきます。 

 次は、基金についてお尋ねを申し上げます。 

 合併が平成１７年３月２２日でございます。合併時から現在の基金の推移と比較と

いうことで、お尋ね申し上げたいと思います。 

 議  長  財政課長 

 財政課長  基金残高でございますけど、平成１７年度末で約６７億８００万円、２９年度末で

約５７億４,４００万円でございます。約９億６,４００万円減少をしております。 

 以上です。 

 議  長  一木議員 

 一木議員  続きまして、地方債についてでございます。 

 こちらも同じく、合併時から現在の推移と比較ということで、詳細についてもお尋

ね申し上げたいと思います。 

 議  長  財政課長 

 財政課長  地方債残高につきましては、平成１７年度末で約１４５億２,８００万円、２９年度

末で約１６０億２,１００万円。約１４億９,３００万円増加をしております。 

 ただし、平成１７年度以降、新町建設計画に基づきまして、大型事業を数多く実施

をしております。特に１７年度から２１年度までの５年間につきましては、大型事業

実施のために、毎年度２０億から３０億ほどの地方債借り入れを行っておるところで

す。 

 地方債残高が最も多かった２２年度末は、約１９０億９,９００万円でありましたの

で、この時点と２９年度末の比較では、約３０億７,８００万円減少をしているという

状況です。 

 議  長  一木議員 

 一木議員  合併によりいろんな事業をすることにより、町の有形固定資産、町の資産もかなり

膨らんだわけでございます。ということで、今年の２月、税理士法人藤井会計様のほ

うから説明をいただいたわけでございます。私も資料をいただきまして、相当な町の

財産が増えたということは承知していますけれども、同時に、減価償却も毎年ござい
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ますけども、こちらもかなり大きな金額になっておると思います。 

 ということで、この有形固定遺産の現状並びに減価償却の状況について、お尋ねを

申し上げたいと思います。 

 議  長  財政課長 

 財政課長  お答えいたします。 

 有形固定資産残高につきましては、公会計の財務書類４表を作成する必要がござい

ますけど、２９年度につきましては、これからの作業となります。有形固定資産デー

タの整理を、今、行っておりますけど、その後、税理士のほうに財務書類の作成を委

託し、来年２月ごろには有形固定資産の残高を含めまして財務書類４表の作成となり

ますので、現時点では２９年度末時点での数値はわかりませんけど、例年２０億円程

度の減価償却額となっているところでございます。 

 議  長  一木議員 

 一木議員  有形固定資産、資料いただいたものでは７３７億４,９５０万円という資料の数字が

出ておりましたけれども、今、課長申されましたように、毎年２０億くらいの減価償

却されているということでございます。そういうことで、減価償却額の主なものは、

事業費、資産及びインフラ資産の建物及び工作物の減価償却が主でございます。 

 維持、修理、大規模改修等が必要となってくる今後の課題にどのように向き合って

いくのかをお尋ねしたいと思います。 

 議  長  財政課長 

 財政課長  お答えいたします。 

 平成２８年３月に、筑前町公共施設等総合管理計画を策定いたしております。人口

減少等厳しい財政状況が想定される中で、公共施設の現状と課題を把握し、長期的な

視点を持って、施設の適切な整備、更新、長寿命化、廃止などを計画的に行うことで、

将来の財政負担を軽減し、標準化することを目的とし、策定を行ったものでございま

す。 

 この計画では、２０２０年代後半から大規模改修などの更新費用が増加をし、２０

３３年には更新費用がピークとなり、更新費用が大幅に不足することが予測されるこ

とから、大規模改修などの対象施設を抑制した上で、長寿命化のための大規模改修を

行い、建て替え時には施設の複合化や集約化を行うことで、公共施設の更新費用総額

を抑え、財政負担の標準化を行い、一定の期間に財政負担が集中しないような総合的

な計画となっております。この総合管理計画に基づきまして、施設ごとの個別計画を

策定し、公共施設の適切な整備や更新を行っていく必要があります。 

 また、大規模改修などの実施に当たりましては、補助金、地方債の借り入れのほか

に、一定額の一般財源の確保というのは必要でございますので、長期的な視点に立っ

た基金積立を行っていきたいということで考えているところでございます。 

 以上です。 

 議  長  一木議員 

 一木議員  有形固定資産も膨らんだわけでございますけれども、年数とともに、こういった固

定資産は老朽化していきますし、また維持管理とか修理とか、そういったことが当然

発生してきますので、今、課長説明いただきましたように、やはり節約するところは

節約をしながら、基金の積み立てをそういったことに備えていく必要があると思いま

す。 

 今、基金についても、必要なときにそういった基金を充てていただいておられます

けれども、これからもまた、基金は少しでも増やせるときには増やしていただきなが

ら、そういった修繕改修とかお互いに充てられるように、ひとつお願いしたいと思い

ます。 
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 合併時から現在について、単純に比較すれば、基金が９億６,４１８万円の減になっ

たということで、地方債は１４億９,２６０万円の増となったと。もっと大きな増減か

なというふうに思っていましたけれども、意外とそうではないということで、これも

町長始め職員の皆さん方の努力された結果であるんじゃないかと思うわけでござい

ます。 

 この間の合併特例債関連の事業は、今、説明のとおり、３５項目の事業を、総起債

対象事業費１１５億１４５万円にて行われましたけれども、この中での町の一般財源

の持ち出しは４億５,９４９万ということでございまして、５％ほどに抑えていただい

ているということで、本当に、合併によってたくさんの事業をなされましたけれども、

町の一般財源持ち出しも少ない額で、大きな成果、効果が出ているというふうに思っ

ているところでございます。 

 そういうことで、これからの新しい時代に向けてのしっかりとした土台が形成され

てきたというふうに思っているところでございます。 

 次の質問に移らせていただきます。 

 次の質問は、旧県道７７号線、赤坂、砥上地内の大型車車両進入対策をどうするの

かということで質問させていただきます。 

 県道７７号筑紫野三輪、山麓線は、平成２７年６月６日に全線開通いたしました。

全線開通まで毎年７月に開催されてきた主要地方道筑紫野三輪線改良促進期成会総

会、これは関係市町村は、筑紫野市、朝倉市、筑前町、東峰村に福岡県那珂県土整備

事務所、朝倉県土事務所からも出席をいただき、会議のごとに私は沿線議員として用

地取得の問題や早期全線開通に向けた質問、意見要望してまいりました。 

 全線開通がいたしまして、解散の総会が平成２８年２月５日に朝倉市の甘木・朝倉

市町村会館で開催されました。期成会総会のこの場で、福岡県道路建設課長及び那珂

県土整備事務所所長、出席担当者の方へ、県道７７号筑紫野三輪線から、直接、冷水

２００号バイパスへ行けるように接続ジョイントしてくださいとお願いを要望いた

しました。会議の中で、那珂県土整備事務所から、場所は本所管なので、要望として

受け止め、取り組んでいきたいと御回答いただきました。 

 現在、筑前町ファーマーズマーケットみなみの里から三並交差点、曽根田交差点、

そしてさらに西への道は、筑紫野市、太宰府市へと１本で結ばれました。東へは朝倉

市、朝倉インターへ快適な車での移動ができ、また、大型車などの通行も、この道路

の開通により利便性が向上しました。 

 旧県道７７号山家橋東交差点から赤坂、砥上の集落内を通り、砥上の交差点を通行

する車両の問題でございます。 

 このことに対して、平成２９年１２月の質問に対して答弁をいただきました。 

 内容は、２７年５月全線開通する前です、４,５００台の通行量であったと。この砥

上地内ですね。全線開通後の２７年の１０月調査では、１,５００台へ通行量が減少し

たと。新しい県道７７号線へ車が多く通れるようになったと。交通量が３分の１に減

少したと。その中の大型車は、１日６００台通っていたのが１２０台となり、５分の

１に減少したという説明です。でございますので、今でも１２０台ぐらいの大型車が

通っているのかなと考えられます。 

 朝倉市方面から筑前町を通り、飯塚方面や久留米方面へ行く車は、砥上、赤坂集落

の旧県道７７号線を通り、山家橋東交差点へ向かい、また、その逆の大型車の侵入も

同様にあるため、大型車両が狭い道である赤坂地内、砥上地内の住宅地の間を走る旧

県道７０号線に侵入し、離合のときは大変危険な状況が頻繁に見受けられます。お手

元、写真を用意をさせていただいております。 

 また、この地域から中牟田小学校へ通う児童は、この道路を一部通り、学校へ向か
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っています。危険な状況は緩和されたものの、まだ改善されていません。 

 質問いたします。 

 旧県道７７号、赤坂、砥上地内の大型車侵入対策をどう考えているのか。現在の７

７号線では、ドライバーの利用形態に十分な対応ができていない。そして、住民の不

安・心配の解消も、今、残ります。子どもたちの通学路の一部でもあります。 

 対策をどう考えているかということで、御見解をお尋ねいたしたいと思います。 

 議  長  建設課長 

 建設課長  お答えいたします。 

 旧県道７７号線でございますが、県道筑紫野三輪線が、先ほど議員のほうから言わ

れましたように、２７年の６月６日に開通をいたしております。その影響もございま

して、前回の議会のほうでもお答えをしておりますが、かなり交通量も減っているこ

ともお答えをさせていただいたところでございます。 

 しかし、議員御承知のとおり、交通量につきましては、国道２００号バイパスとの

接続の関係もございまして、旧７７号線の交通量につきましては、大型車両も含めて、

依然として、まだ交通量につきましては、激減とまでは至っていないというふうな状

況でございます。 

 現在、この道路の交通規制の状況でございますけれども、特に大型車両の進入禁止

等の制限、規制もございません。それから、速度規制に当たっては、現在、砥上区あ

たりが４０キロ、それから赤坂区域については３０キロの速度制限となっている状況

でございます。 

 併せて路面表示、スピード落とせというふうなことも随所に表示をされておりまし

て、交通安全対策も図られておるというふうな状況でございます。 

 もし、仮にこの道路に大型進入禁止等の交通規制をかけるとなると、利用者からの、

当然反対意見も予想される模様でございますし、当然、地元の地域の御理解も必要に

なってくるだろうというふうに思っています。 

 最終的に、交通規制関係につきましては、警察の所管になりますけれども、今の現

状から考えますと、非常に困難ではあろうというふうに予想がされます。 

 したがいまして、現段階では具体的な解決策がございませんけれども、先ほど議員

のほうからも話がありましたように、２００号バイパスからの整備が整えば、大型車

両を含め、交通量がかなり減ってくるだろうというふうな推測はされますけれども、

この道路整備につきましては、議員御承知のように管轄外でございます。今後の動向

を見るしか手だてがないというふうな状況でございます。 

 まずはドライバーのモラル、あるいは注意喚起、警察による取り締まりによる交通

安全対策等の強化、引き続き交通ルールを遵守していただくような対策を県あるいは

警察等と、関係機関と連携をしながら交通安全対策に取り組んでいかなければならな

いというふうに考えております。 

 以上でございます。 

 議  長  一木議員 

 一木議員  なかなかですね、町の町道と違いますので難しいことは十分承知でございます。 

 実は８月２５日に電話でございましたけれども、お伺いさせていただきたいという

ことで、筑紫野市役所の建設部土木課へ、この県道７７号線と冷水バイパス接続につ

いてということでお尋ねしたいと思いますということで、お電話でお尋ねをさせてい

ただきました。お伺いさせていただきたいと思いますけどということで。 

 そうしましたら、那珂県土整備事務所道路建設係の直通電話をお知らせいたします

のでということで、直接お尋ねしていただいたほうが間違いないからということでご

ざいました。 
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 お電話させてもらいました、那珂県土事務所のほうにですね。職員の方はオザキ様

という方でございました。で、説明を伺いました。 

 県道７７号筑紫野三輪線と国道２００号冷水バイパスとの接続について取り組ん

でいると。２００号冷水バイパスの下を抜けて、こちらから下を抜けて、山家側のほ

うでございます。田んぼでございます。こちらの方法で計画をしているということで

ございます。この筑紫野三輪線を冷水バイパスの下を通り抜けた先で計画している

と、接続をということでございました。 

 今後、設計を行うための測量の立ち入り了解を山家地区住民の方からいただいたと

いうことでございます。これから測量を行っていきます。計画がまだ了解はしてもら

っていないということでございますけれども、住民の方の計画了解はですね。だから、

測量ができれば、次の段階へ、設計へ入ってくということかというふうに受け止めて

いるところでございます。 

 私のほうからは、今でも大型車が旧県道７７号線を通るので、住民の方も困ってい

るし、ドライバーも早くバイパスへ接続してもらえるようにお願いしたいということ

を申し上げました。 

 また、筑慈苑施設組合へ、本町から梅田議員さんと私、２名が出向いております。

出向させてもらっています。この中では、議会のたびに、筑紫野市藤田市長さんへこ

のことのお願いをさせていただきながら、また、筑紫野市の議員で山家居住の議員さ

んにも接続の協力をお願い申し上げております。山家地域の関係住民の方へも協力を

していただかねばならないということでありますので、そういったことを筑慈苑の議

会のたびにもお願いをさせてもらっているところでございます。 

 町のほうもいろいろと、町長また副町長、担当の建設課長も御尽力いただいている

ことは十分承知でございますけれども、これは特に筑前町を通って筑紫野市のほうへ

行かれる車、ドライバー、それからまた飯塚のほうから来られる方、ドライバー、ま

た飯塚へ向かわれる、それから筑豊のほうへ行く車、ドライブの方とか、中牟田小学

校の通学路でもありますし、いろんなことを考えると、早く接続をしてもらいたいと

願うわけでございます。 

 町長も一生懸命取り組んでいただいてますけれども、町長、一言御見解ございまし

たら。 

 議  長  町長 

 町  長  お答えいたします。 

 本町を福岡都市圏あるいは朝倉、日田市につなぐ主な路線は国県道でございます。

この国県道の整備については、国の代行を受けました県が主体となって整備に取り組

んでいただいているところでございます。 

 またあわせまして、隣接自治体とは密接に、道路だけではなくて総合的にお願いで

きること、それからあるいはうちのほうでやれること、そういった議論を絶えずしな

がらものごとを進めさせていただいております。７７号線につきましても、本当に３

０年あるいは４０年だと、そういった長い年月、地元の方々の協力を得ましてようや

く完成したところでございます。そして、その次にさらなるお願いということで、私

のほうも言われましたようにいろんな場でお願いをしておるところでもございます。 

 ただ、県土整備事務所にいたしましても限られた陣容でございます。その中で、あ

る程度優先的にやれるものを町としても考えてくれということは絶えず言われるわ

けでございまして、今私どもが申し上げておるのは、まずは３８６の交差点改良と歩

道整備、これやっていただけないかと。それとあわせまして、三輪中の前の歩道整備、

それと県道久光西小田線の開通、これをまずは急いでいただきたいということをお願

いしているところでもございます。 
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 それぞれの路線についても、それぞれ要望書を出しておりますけれども、順序立て

て取り組んでいきたいという県当局の考え方でございますので、よろしく御協力お願

い申し上げます。 

 議  長  一木議員 

 一木議員  次の質問に移らせていただきます。 

 次は、三並交差点の右折帯、設置改良の進捗はということでお尋ねさせていただき

ます。 

 交通量の増加、みなみの里への来場車両の増加などによる交差点改良、右折帯設置

が急がれるが、計画の進展はということでお尋ねさせていただきます。 

 この内容の質問は、平成１９年６月議会が最初で、今回１１回目となります。前回

昨年１２月議会の質問に対して、２４時間の交通量が開通前の平成２２年では４,００

０台であったと。開通後の平成２７年度が約５,０００台で、平成２８年度が約８,０

００台となり、供用開始後、年々増加している状況であると説明をいただきました。 

 毎年、町から朝倉県土整備事務所に要望されていると聞きますが、この場所の用地

の確保の相談なども、事業所の敷地があり、すぐにはできないと考えています。 

 よって、なお先延ばしではなく、継続的な取り組みが必要と考えます。もっと強く

早期実現に向けた動きが求められると考えますが、見解をお尋ねいたします。 

 議  長  建設課長 

 建設課長  お答えいたします。 

 議員よりお話がございましたように、以前の定例会一般質問において、この交差点

の件につきましては、何度か御質問があったわけでございます。 

 町としましても、事業主体であります朝倉県土に対しまして、当然、この件につき

ましては御要望をいたしております。また、この案件に限らず、日ごろから町民から

の県への苦情、町内の道路、河川への状況についても、お互いに密に情報提供を取り

合って、事業の推進を図っている状況だということも、前回の御質問の折にも御回答

をさせていただいておる状況でございます。 

 議員御質問のこの交差点改良の具体的な進展につきましては、この案件に限らず、

ほかの管内自治体からも数多くの御要望も含め、さらに県の今後の計画もあるようで

ございまして、現段階では早期に取り組むことは難しいというふうなお考えのようで

ございます。 

 とりわけ現在は、先ほど町長のほうからも言われましたように、国道３８６の久光

の自歩道、篠隈地区の歩道計画、県道久光西小田線を始めまして、さらには県道久留

米筑紫野線の４車線化の取り組みなど、それぞれ事業を進めていただいている状況で

もございます。 

 そういった諸事情もございまして、先ほど申し上げましたように、県としてもやは

りまずは、今、事業を進めていただいとる箇所を優先しないと、現在の事業計画その

もの、補助との関係もございますし、区とか地権者等の信頼関係によって工事を進め

られていただいております。現在、実施されている工事計画にも影響も考えられます

し、予算についても当然限度もあるようでございます。 

 町としましても、今、実施されている県の工事の進捗動向を注視しながらも、引き

続き、早期実現に向けて、県に対して要望いたしますし、併せて連携して事業推進を

図っていきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

 議  長  一木議員 

 一木議員  ずっと以前でございますけれども、県道７７号線が全線開通する前に、この三並の

交差点改良はしておくべきであったという町の見解もお聞きしているところでござ
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います。引き続きよろしくお願いいたします。 

 次の質問に入ります。 

 三輪地内、弥永西交差点手前で左折の車が渋滞するが、対策はということでお尋ね

いたします。 

 県道７７号線を三並交差点からみなみの里、サン・ポート前を通り、さらに進むと

三輪地内、弥永西交差点でバイパス道と合流いたします。交差点で左折の車が渋滞す

るが、対応をどう考えているのか、交通量は増加したが、この交差点がネックとなっ

ています。交差点改良が必要だが、見解をお尋ねいたします。 

 議  長  建設課長 

 建設課長  お答えいたします。 

 確かにこの交差点につきましては、交通量の増加とともに朝倉方面に向かう車の量

が多く、渋滞時には２回以上待たないとなかなか通過できないという場合もございま

して、年々交通量も多くなってきております。特に、左折車につきましては、特に不

便を現在招いているというふうな実態も事実でございます。 

 県に確認いたしましたところ、状況は認識されておるものの、現在、先ほど申し上

げました事業中の事業完了を優先しておりますので、渋滞対策の工事の予定につきま

しては、今のところ予定はないというふうに伺っております。 

 ただ、ほかの対策として考えられますのは、信号機の時間を今よりも長くする方法

があるというふうに考えております。ちょっと時期は詳しくわかりませんけれども、

一、二年前にそういった対策も捉えてあるというふうなことも聞いております。 

 しかし、今の道路形態自体が、主線があくまでも国道３８６でございます。支線が

県道筑紫野三輪線というふうになっておる状況でございます。今の状態を考えます

と、仮に県道側の信号時間を長くすると、国道部の前後にも連続して信号機が設置を

されております。信号機の時間が前後の信号機と連動して、渋滞緩和のために時間の

調整をされているのではないかというふうに推測もされます。その影響で、支線であ

る、特に交通量の多い国道側に今以上に渋滞を招く可能性も十分考えられるのではな

いかというふうに思っています。 

 したがいまして、ほかの改良方法とか信号機の時間等の検討などを十分、御研究を

していただくようになるだろうというふうに思っています。 

 そういった要因等もございますので、この件につきましては、今後、県道管理者で

ある県と信号管理者である警察との十分な協議等も含めまして、この交差点の渋滞解

消に向けた解決策を講じるように、町のほうからもお願いをしたいというふうに考え

ております。 

 以上でございます。 

 議  長  一木議員 

 一木議員  私もいろいろと考える中で、一つの考え方としては、この写真の右から２番ですか

ね、左から３番目のこの交差点へ下っていくこの道路の右側の、水田になっています。

田んぼ用地ですね。こちらのほうを、少しお金がかかりますけれども、買収をして、

一つの考え方としてですね、信号をもう少しこの３８６号線側のほうへ移設をしなが

ら、そして、今の左折の車を一旦停車の常時左折可のラインへ、３本、もう１本ライ

ンを増やすことによって、交通の渋滞が改善できるんではないかなというふうな考え

もございます。 

 いろんな案があるかと思いますけど、御検討いただきながら、ひとつ交通渋滞解消

に向けていただければと思っています。 

 最後の質問になります。 

 県道７７号線、曽根田交差点から畑嶋公民館前までの間、通学歩道横にガードパイ
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プ設置をということで質問させていただきます。 

 県道７７号線は交通量が大変増加しています。三並小学校へ通う児童の多くは、曽

根田交差点から畑嶋公民館前三並交差点から、県道７７号線の歩道を通学路として利

用しています。集団通学する児童たちの歩道横を大型車両などが通過するが、スピー

ドを出して通過することや、車歩道間の縁石が低くなったり傷んだところもあり、危

険度が高いと感じています。お手元写真を見ていただいたとおりでございます。 

 ８月の３１日は夏休みでございましたけれども、午前中、３０日と３１日は出校と

いうことで、この日に出向いて写真を撮ったところでございます。いつもこんな状態

でございます。 

 これまでガードパイプの設置を何度もお願いし、曽根田交差点から学校へ向かい、

曽根田川橋手前まではガードパイプを設置していただいております。郵便局前のとこ

ろも一部そうでございます。 

 このたび、町長、建設課長宛てに、三並小学校のＰＴＡ会長、小学校長、畑嶋区長、

三並区長、下曽根田区長と私名で、８月２８日にガードパイプ設置の要望書を提出さ

せていただいております。 

 県道７７号線の道路管理者である朝倉県土整備事務所へ相談していただいたもの

と思われますけれども、その結果の説明を求めます。 

 議  長  建設課長 

 建設課長  お答えいたします。 

 議員よりお話がございましたように、昨年の議会でも、この件につきましては御質

問が上がっております。あくまでも県が事業主体でございますので、詳しいことは申

し上げることはできませんけれども、その後の進展ということでもございますので、

回答させていただきたいと思います。 

 早速県のほうが、地元要望に基づきまして本年度６月ごろに曽根田交差点付近に新

たにガードパイプの設置をしていただいております。 

 今後のエリアにつきましては、県では、設置場所によっては土地の出入り等の関係

等もございます。それから後々トラブルがないように、まずは地元からの要望書を出

していただいておりますので、その要望書に基づき、具体的にどの場所に設置をして

いいのか、そういった御意見も含めて、最終的には地元の協議をさせていただきなが

ら、今後、設置に向けた検討をしていきたいというふうなお考えのようでございます。 

 しかし、現時点では、管内の道路事情もあるわけでございまして、通学路に限らず

事故が多い道路、まず、安全上必要と思われる箇所につきまして、計画的に設置をし

たいというふうなお考えのようでございます。 

 そういった事情もございますので、引き続き、県のほうと連携しながら、この交通

安全対策につきましては取り組んでいきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

 議  長  一木議員 

 一木議員  よろしくお願いいたしたいと思います。直接ではございませんで、県土整備事務所

のほうへお願いをさせていただかなければなりません。こういった要望書、町長、建

設課長宛てに出させていただいております。よろしくお願いいたしたいと思います。 

 あってはならない事故が発生してからでは遅うございます。特にこの県道７７号線

は、先ほどから申しますように、曽根田の交差点から畑嶋の公民館前まで長いこの県

道沿いを子どもたちが毎日学校へ通っております。車も、朝日は弥永のほうから上っ

てきますし、脇見運転とか、ドライバーの状態もいろいろさまざまございますので、

安全運転を願いながら、事故がないことを願いながらも、そういったことに対しての

要望ということで、ぜひとも今後も推進していただきますようによろしくお願いいた
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します。 

 私も来年１月の任期満了後はもう議員は立候補いたしませんので、今回の一般質問

が最後ということでございます。夜須町議員の折、平成１１年６月から平成１６年の

１２月まで２２議会がございました。３５の質問をさせていただきました。筑前町議

会議員となりまして、平成１７年の３月から今回まで５０議会、１１７質問をさせて

いただきました。夜須、筑前町延べ７７議会、１５２質問させていただきました。 

 この間、町長始め、執行部の皆さん、そしてまた課長さんの皆さん方におかれまし

ては、明るく元気で、そして安全安心なまちづくりに向けて、いろいろと質問に対し

て調査をいただき、御答弁をいただきながら、感謝申し上げます。 

 これからの筑前町がますます発展をしていくように心から願い、祈念申し上げまし

て、私の一般質問をこれで終わらせていただきたいと思います。ありがとうございま

した。 

 以上です。 

 議  長  これで１３番 一木哲美議員の一般質問を終わります。 

 散  会  

 議  長  これにて一般質問を終結します。 

 本日の日程は全部終了しました。 

 次回は１２日水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。 

 お疲れさまでした。 

（１４：５８） 

 


