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（開会 午前９時30分） 

◎議長（鞭馬直澄君）  

改めまして、おはようございます。 

今週月曜日になりますが、12月２日の日に九大農場の収穫祭に御案内をいただき

まして、出席をさせていただきました。農場長はご挨拶で、「移転により収穫祭は

来年度が最後になります。」と言われました。私は、一抹の寂しさを覚えました。

粕屋町の地において、100年近くにわたり農産物の研究を続けてこられ、多大な成

果を上げておられます。また、阿恵遺跡が国指定の遺跡となれるのは、100年間に

わたり、九大農場が守ってくれたおかげとも言えると思います。来年は、九大農場

と町民の皆さんが触れ合う機会をたくさんもち、今までの絆を繋いでいけるように

と、強く思った次第であります。 

ただ今の出席議員数は、16名全員であります。定足数に達しておりますので、た

だ今から、令和元年第４回粕屋町議会定例会を開会いたします。 

直ちに本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

日程第１、「会議録署名議員の指名」をいたします。 

今期定例会の会議録署名議員には、会議規則第127条の規定により、議長におい

て、４番、安藤和寿議員及び６番、太田健策議員を指名いたします。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

日程第２、「会期の決定」についてを議題といたします。 

お諮りいたします。 

今期定例会の会期は、本日から12月17日までの12日間といたしたいと思います。

これに、ご異議はありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（鞭馬直澄君）  

ご異議なしと認めます。よって、会期は本日から12月17日までの12日間と決定を

いたしました。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

次に、日程第３、「諸般の報告」を行います。 

閉会中の委員会派遣の報告を行います。 

議会運営委員会では、10月15日に新宮町議会及び古賀市議会への日帰り視察研修

を行いました。常任委員会制、常任委員会複数所属制、政務活動費、市議会と町議

会での議会運営の違いなど、近隣市町の議会運営を学ばせていただきました。 
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次に、建設常任委員会では、10月24日・25日、富山県富山市及び舟橋村への視察

研修を行いました。富山市では、ＳＤＧｓ未来都市自治体、ＳＤＧｓモデル事業を、

また、舟橋村では、都市公園の活用取り組みを学びました。 

次に、厚生常任委員会では、11月６日と７日、滋賀県野洲市及び豊郷町への視察

研修を行いました。野洲市では、くらし支え合い条例・債権管理条例等に関する取

り組みを、また豊郷町では、福祉医療助成制度に関する取り組みなどを学びました。 

今閉会中は、以上三つの委員会が近隣市町、並びに先進地に出向き学んできてお

ります。今後の議会活動及びまちづくりに寄与していただくよう期待をいたします。

内容につきましては、各委員会から視察報告書が提出されておりますので、ご一読

ください。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

次に、日程第４、「行政報告」を求めます。 

箱田町長。 

（町長 箱田 彰君 登壇） 

◎町長（箱田 彰君）  

おはようございます。 

本日、令和元年第４回粕屋町議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位に

おかれましては、年末を控え、何かとお忙しい中ご出席を賜り、心から感謝と御礼

を申し上げます。 

まず、福岡県出身のペシャワール会、中村哲先生のニュースは皆さん、お聞きに

なったと思いますが、今申し上げましたように福岡県出身であり、非常にその日本

人の医師でありながら、アフガンの地で、かの地の振興、そしてそれのみならず、

世界平和に貢献された非常に偉大な功績を残された氏でございますが、銃弾に倒れ、

お亡くなりになりました。非常に残念であり、悲しいことでございますが、今はと

にかく、ご冥福をお祈りしたいと思います。 

さて、去る11月27日に全国の町村の首長が東京に会し、全国町村長大会が開催さ

れました。この大会では、近年の激甚化、広域化する大規模な自然災害に対する、

防災・減災対策の強化が、まず第一に国に求めることとされ、併せて緊急防災・減

災対策の緊急防災・減災事業債の恒久化と拡充、そして国土強靭化に関する施策の

推進が、重点事項として盛り込まれました。更に、まち・ひと・しごと創生の更な

る推進と地方分権の推進など、12項目にわたる決議を行いました。同席されました、

安倍総理大臣からも、消費低迷や景気対策のための大型補正予算の計上を行うこと

を念頭に、地方創生に取り組むこと、そういう決意が述べられました。そして、昨

日12月５日に臨時閣議が開かれ、事業規模26兆円となる経済対策が決定されたとこ
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ろでございます。 

今後、この大型補正予算の成立に伴い、学校のバリアフリー化、小・中学校のＩ

ＣＴ教育の充実や、堆積が著しい地方の県営河川などの河床の堆積土、浚渫などが

実現されるよう、私も要望してまいります。 

また、懸案となっておりました、粕屋農協本所のなのみの里は、御存じの方も多

いとは思いますが、今月22日日曜日の午前10時に、リニューアルオープンするとの

連絡を粕屋農協から受けました。今後は、農協が主体的な店舗運営を図り、地域の

農業振興と生産者と消費者をコネクトする、拠点施設としての発展を期待するとこ

ろでございます。 

それでは「行政報告」をいたします。 

今回は、一部事務組合等の平成30年度の歳入歳出決算額に関する報告が２件でご

ざいます。決算内容につきましては、配付いたしております資料のとおりでござい

ますので、どうかご覧いただきたいと思います。 

以上で「行政報告」を終わります。 

（町長 箱田 彰君 降壇） 

◎議長（鞭馬直澄君）  

続きまして、日程第５、「議案等の上程」を行います。 

お手元に配付しておりますように、今期定例会に町から提出された議案は５件で

あります。 

提案理由の説明を求めます。 

箱田町長。 

（町長 箱田 彰君 登壇） 

◎町長（箱田 彰君）  

それでは、議案の上程を行います。 

令和元年第４回粕屋町議会定例会に、町から提案いたします案件といたしまして

は、特別職の選任同意が１件、条例の制定及び改正が３件、令和元年度補正予算が

１件、以上５件でございます。それでは、議案第72号から順にご説明申し上げます。 

議案第72号は、「副町長の選任につき同意を求めることについて」でございます。 

粕屋町副町長、吉武信一氏の任期が本年12月31日をもって満了することに伴いま

して、同氏を再度任命いたしたく、地方自治法第162条の規定に基づき、議会の同

意を求めるものでございます。吉武氏の経歴につきましては、資料を添付しており

ますが、行政職員として38年間、特別職として副町長を４年間、通算42年間にわた

り、豊富な行政実績を積まれ、また人格識見共に優れた方でございます。この度の

選任同意につきまして、何とぞよろしくお願い申し上げます。 
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続きまして、議案第73号は、「地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法

律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例の制定について」でございます。 

地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の制定により、令和２年度か

ら、会計年度任用職員制度が導入されることに伴い、関係する11の条例を整備する

必要があるため、本条例を制定するものでございます。主な改正内容は、会計年度

任用職員が一般職の非常勤職員として明確に整理されたことから、一般職に適用さ

れる服務関する規定等が適用されることを踏まえ、所要の整備を行うものでござい

ます。また、特別職非常勤職員として任用すべき職の要件が厳格化されたことに伴

い、区長・組合長・農区長等は、特別職非常勤職員の要件に該当しなくなるため、

所要の整備を行うものでございます。 

議案第74号は「粕屋町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例について」でご

ざいます。 

令和元年９月27日に道路法施行令の一部を改正する政令が公布されました。今回

の改正は、消費税率の引上げ及び固定資産税評価額の評価替え等を踏まえた額の改

定で、当町においても、これに準じて道路占用料の改正を行い、併せて占用料の減

免規定の明確化を行うものでございます。 

続きまして、議案第75号は「粕屋町保育所保育料徴収条例及び粕屋町特定教育・

保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部を改正する条例

について」でございます。 

本年10月１日から、幼児教育・保育の無償化が開始されました。この幼児教育・

保育の無償化は、我が国における急速な少子化の進行並びに幼児期の教育及び保育

の重要性に鑑み、総合的な少子化対策を推進する一環として、子育てを行う家庭の

経済的負担の軽減を図るため、実施されたものであります。つきましては、これに

関連する所要の規定の整備を行うものでございます。 

議案第76号は、「令和元年度粕屋町一般会計補正予算について」でございます。 

今回は、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ２億6,851万２千円を

追加し、歳入歳出予算の総額を、153億3,700万２千円とするものでございます。歳

入の主なものといたしましては、国庫支出金を１億2,387万円、県支出金を4,873万

９千円、町債を410万円増額するものでございます。また、財源不足を補うため、

財政調整基金から7,857万９千円の繰入を計上しております。 

一方、歳出の主なものといたしましては、障害者自立支援給付事業費を１億

6,907万６千円、私立・町外保育施設等運営事業費を4,218万円、後期高齢者医療事

務費を1,343万４千円、農業振興事業費を1,313万５千円増額するものでございます。 

以上で、提案理由の説明を終わります。 
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何とぞ、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 

（町長 箱田 彰君 降壇） 

◎議長（鞭馬直澄君）  

日程第６、「議案等に対する質疑」に入ります。 

質疑は、一括議案番号順にお願いをいたします。 

質疑はありませんか。 

（声なし） 

◎議長（鞭馬直澄君）  

ないようですので、質疑を終結いたします。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

日程第７、「議案等の委員会付託」を議題といたします。 

お諮りいたします。 

本日上程されました、73号議案から75号議案につきましては、付託表のとおり、

それぞれ所管の委員会に付託したいと思います。なお、72号議案につきましては、

副町長の人事案件でありますので、過去の例によりまして、議員全員協議会で協議

を行い、本会議での審議といたしたいと思います。 

これにご異議はありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（鞭馬直澄君）  

ご異議なしと認めます。 

次に、76号議案の「令和元年度粕屋町一般会計補正予算について」は、地方自治

法第109条第１項及び粕屋町議会委員会条例第５条の規定により、議員全員で構成

する予算特別委員会を設置し、予算特別委員会に付託して審査することにしたいと

思います。 

これにご異議はございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（鞭馬直澄君）  

ご異議なしと認めます。よって、本日上程されました議案につきましては、付託

表のとおり、それぞれ所管の委員会に付託することに決定をいたしました。 

なお、予算特別委員会の正副委員長は、申し合わせ及び協議により、委員長に安

藤和寿議員、副委員長に中野敏郎議員となっております。 

お諮りいたします。 

本会議中、誤読などによる字句、数字等の整理訂正につきましては、会議規則第

45条の規定により、議長に一任していただきたいと思いますが、これにご異議はご
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ざいませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（鞭馬直澄君）  

ご異議なしと認めます。 

よって、誤読などによる字句、数字等の整理、訂正は議長に一任していただくこ

とに決定をいたしました。 

以上で、本日の日程はすべて終了いたしました。 

本日はこれにて散会いたします。 

（散会 午前９時47分） 
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（開議 午前９時30分） 

◎議長（鞭馬直澄君）  

改めまして、おはようございます。 

ただ今の出席議員数は、16名全員であります。定足数に達しておりますので、た

だ今から、本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

それでは、ただ今から「一般質問」を行います。 

発言に関しましては、質問者は会議規則を遵守し、更に文書通告の主旨にのっと

り簡単明瞭に、また、答弁者の発言に関しましては質問にそれることなく的確に、

しかも簡潔にされますことを議事進行上強くお願いする次第であります。 

なお、答弁側におかれましては、答弁者が誰か明確となるように、声に出して挙

手をされますよう、併せてお願いを申し上げます。また、持ち時間それぞれ60分と

なっておりますので、全体のバランスを考えていただき、時間内に終わらせていた

だきますように、併せてお願いを申し上げます。 

それでは、通告順に従いまして質問を許します。 

議席番号12番、八尋源治議員。 

（12番 八尋源治君 登壇） 

◎１２番（八尋源治君）  

おはようございます。 

議席番号12番、八尋です。ただ今より、質問をさせていただきます。 

次世代に繋ぐまちづくりという課題で進めます。 

福祉向上とは、すべての町民の安心と安全で、豊かな暮らしであると思います。

また、弱者をなくすことだと思っております。粕屋町では、これまでベッドタウン

として特化し栄えてきましたが、現状では、未来が見えません。福岡市都市圏の中

で、粕屋町は、博多湾・アイランドコンテナターミナル・ＪＲ貨物福岡ターミナ

ル・博多駅・福岡空港と、すべて20分程度で行き来できる位置にございます。この

恵まれた環境と地域を生かしたまちづくりについて、質問をさせていただきます。 

まず一番目に、ＪＲ駅を核としたまちづくりについて。もう一括して質問します

ので、最後まとめて回答をお願いします。項目ごと聞こうかなと思ってましたけど

も、ちょっと変更させていただきますので、よろしくお願いします。 

粕屋町では、数十年前からＪＲ駅を中心としたまちづくりを掲げてこられました。

これが、長者原駅と原町駅は、田舎町の駅前の広場の整備にとどまっております。

６つあるＪＲ駅を活かし、誇れるまちづくりに取り組むべきと考えており、周辺道
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路と一体的整備を図って都市計画決定を行うなど、施策が必要であると思います。 

そこで、その対象地域においては、行政・地権者・民間企業間との協議会など、

組織の設立も有効ではないかと思っております。また、次世代に繋ぐためには、建

ぺい率・容積率などの見直しは、ゾーン・ブロック単位ごとの検討が必要と考えま

す。また、粕屋町が採用している高さ制限の撤廃なども必要ではないでしょうか。 

町長にお尋ねいたします。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

箱田町長。 

◎町長（箱田 彰君）  

今、議員ご指摘の、将来へ持続的に繋げるまちづくりという大きな視点からのご

質問でございますが、まずは、ＪＲ駅を核としたまちづくり。これは今、ご指摘の

とおり歴代の町長・粕屋町は、この駅を中心としたまちづくりを確かに行ってきま

した。 

福岡市に非常に近いというアクセス面の利点から、粕屋町に数多くの駅、６つの

駅がございますが、これは先人が努力をした賜物だろうと私も思っております。ま

さに今、全国的にも、都市部における持続可能な社会を構築することが課題とされ

ております。環境負荷が少なくて、そして多様な世代が快適で、魅力ある生活をこ

の街中で送ることができる。これ集約型の都市づくりと言いますが、これが必要と

されております。そのためには、中心市街地や鉄道駅周辺を拠点と位置づけ、魅力

的な市街地空間づくりや多様な機能を備えた、市街地の形成が求められております。

本町の特徴としまして、今申し上げましたように、ＪＲ篠栗線・香椎線が縦横に走

り、６つの駅がございます。この公共交通軸を生かしたまちづくり、ＪＲ駅などの

交通拠点を中心に、賑わいと都市機能の充実を図った、集約型のまちづくりが必要

と考えております。 

このような施策を進める上で、都市計画が非常に重要となってまいります。市町

村が定める都市計画は、まちづくりの指針となる都市計画マスタープランに即した

ものでなければならないとされており、今後のまちづくりを推進する場合には、常

に都市計画マスタープランに沿ってまちづくりを推進する必要がございます。現在、

見直しを行っております都市計画マスタープランにおいても、ＪＲ駅などを核とし

たまちづくりの方向性。それも含めまして、策定委員会における協議を進めておる

ところでございます。 

それでは、具体的に申しますと、この都市計画マスタープランに即したものでな

らなければならないと申し上げましたけれども、ＪＲ駅などの交通拠点を中心に、

賑わいと都市機能の充実を図った集約型のまちづくりを目指す。これが大きな方向
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性の一つとなっております。その施策の一つとして、町の中心拠点に位置する長者

原駅・原町駅とその周辺では、市街地の高度利用や景観形成を誘導することで、粕

屋町の中心地にふさわしい賑わいのある拠点として、充実を図ることを検討してお

ります。この拠点形成を目指す上で、容積率、そして高さ制限などを見直す都市計

画の必要もあると私も思います。また、中心市街地のまちづくりは、行政のみでは

進めることは非常に困難でございます。 

議員が言われますように、対象地域におきましては、行政、所有者、そして事業

者が協力して進めることが必要だと考えております。 

以上でございます。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

八尋議員。 

◎１２番（八尋源治君）  

町長の答弁をお聞きしまして、粕屋町の未来が少しずつ明るくなっていくように

感じました。そんな中で、都市計画の用途地域のね、容積率とか建ぺい率。これ線

一本で、住居地域・低層、線一本で決まってるんですよね。ここの間を、やっぱり

グレーゾーンっていうのは、例えば住居地域の中で、建ぺい率が60と200とありま

すよね。それを60とか境目は、容積率のほうは150とか100とかというふうに段々に

してこないと、隣は高い、隣は二階しか建てられない。たった一本で線引いただけ。

その辺をやはり、もっと町民の立場、そしてまた町の景観を考えて、そういうとこ

ろまで気を配って、用途地域の見直しをしていただきたいなと。 

それから、うちの町は高さ制限を今までやってきております。これ当時、反対は

僕だけやったんですけども、なぜ高さ制限を撤廃してほしいか。必要な所はいるん

ですよ。しかし、すべてが高さ制限、住居地域がね。それは、例えばこれが敷地と

します。これを容積率一杯横に建てよったら後側、北側は、いつまでも日陰になる

とですよ、日陰に。そして空間がなくなる、ゆとりがない、遊び心がない。それを

なくすためには、例えばこれが敷地としたら、これをこういうふうなビルを建てる。

建ぺい率を小さくして容積率を上げる。そうしますと、日陰は先までいきますけれ

ども、日陰の時間は短くなるんですよね。地球は自転してますから、太陽の周り。

東から西に進みよりますけども、日は、そして日陰は軽減される。そしてなおかつ、

このぐるりにたくさんの遊び、緑。 

日本は、皆さんも感じてあると思いますけれども、昆虫がいなくなりましたよね、

魚も。そして動物がね、どんどんどんどん命が亡くなっていく。これは人間と一緒

なんです。人間も今のままだったらそういう風になっていくんです。ですから、後

でも出てきますけども、やっぱり田んぼも必要。しかし、やっぱりこの地域として
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は、やっぱり財政を求める、財源を求めないかん。そうしたら、少しでも農地が残

るように。農地というか緑地が残るように、そういう風なことも踏まえながら、こ

の項目を終わりたいという風に思う。これは私の意見ですので、参考になればと思

ってお話をいたしました。 

それから、次に進みます。自然とバランスのとれた環境づくりについて、お尋ね

いたします。 

歴代の町長は、農地が多く、自然と環境のバランスのとれた町と自負してこられ

ました。しかし、都市計画法は、土地の健全な発展と秩序ある整備を図ることを、

目的としたものであります。当時、線引きをされてから半世紀が過ぎてます。今は

過去と違って、地域関係は大きく変わっており、その中で、当時この線引きをなさ

った決定については、決定の経緯とか詳細については、執行部の皆さん御存じだと

思いますので、これ以上は申し上げず次に進みます。そこで、深く踏み込み思うこ

とは、今まで、調整区域内の地権者の理解と犠牲によるものであります。それも半

世紀です。このことを踏まえた中で、次の問題点に進みます。 

全国的に少子高齢化、人口減少の時代を迎える中、将来は人々がどこに住むか、

どこで働くか選ぶ時代が来ます。粕屋町は、今まさに次世代に繋ぐまちづくりを行

い、将来、人々に、人々から選ばれる町になることを目標としなければなりません。

そのために、既存の調整区域を都市計画整備と共に、都市計画区域に編入すること

が、喫緊の課題であります。緑に囲まれた敷地に余裕がある住宅環境や就労環境の

整備等が必要と考えております。 

具体的には、遊び心のある都市計画や、地区計画による最低敷地規模の拡大など

の検討をし、効果的な対策が必要であります。また、開発行為などは、既存緑地の

保全や生産緑地の確保など、一定の緑の保全を求める規制なども有効と考えます。

これまで、人々が開発等により、自然を破壊してきたことを今、償いをするべきで

あると私は考えております。 

自然の中に都市、街がある、粕屋町のイメージづくりを誘導してほしいと強く要

望いたします。 

町長お尋ねいたします。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

箱田町長。 

◎町長（箱田 彰君）  

結論から言いますと、私も全く同感でございます。 

住民ニーズ調査をしましても、なぜこの粕屋町が選ばれたのか。粕屋町の優位性

を検討する時に、やはり自然との調和が非常に選択するポイントになっておるよう
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でございます。具体的には、田畑もちろんございます。河川も大きな河川がニつあ

ります。そしてまた、これはもう住民の８割・９割の方が、皆さま、粕屋町の魅力

はといいますと、駕与丁公園だと。それだけじゃなくて今、阿恵大池公園、そして

毛田池公園と水辺空間と自然を取り込んだ、調和するその市街地の中にある公園と

いうことで、親しんでおられる状況がございます。それぞれ福岡市都市圏には様々

な市町がございますけれども、自然と調和できる。町であって、そして自然を親し

めるというこの粕屋町の独自性が、これから先も伸ばしていかなければならない部

分だと私も思います。 

議員が言われますように、全国的な人口減少社会に向かっておる中で、どこに住

み、どこに働くかというこの選択される時代。自治体、地方自治体が住民の方々か

ら選択される時代というふうになってるのは、私も本当に肌で感じております。 

事例といたしましては、本町におきまして、先に花ヶ浦のヒラキ地区、そして長

者原駅南地区、これおひさまのまちと言いますけども。そしてまた、原町の北側と

いうふうに、様々な開発が進められて、それぞれの町で非常に魅力ある町を今作っ

ております。そしてまた、町も支援しております。それぞれの地区の特性におきま

して、良好な住環境の形成を図るために、都市計画の制度の一つである地区計画。

これを用いて敷地面積の最低限度や、敷地内に植栽を施し周辺と調和するような緑

化の整備を図ると共に、その地区独自のまちづくりを行っております。 

先ほど言いましたように、町民意識調査でも、都市と自然が調和したまちづくり

が必要と。これは非常に大きな町民ニーズでございます。これからのまちづくりに

おきましても、この地区計画などの都市計画制度を利用して、自然の中に都市・街

がある。こういう粕屋町のイメージに繋がる、まちづくりの誘導が必要であると考

えており、先ほど申し上げました緑のシンボル、大きなシンボルでございます駕与

丁公園の更なる充実、これを私も精いっぱい頑張ってまいりたいと思います。また、

これがすなわち粕屋町の将来にわたる、繋がるイメージアップづくりになると思っ

ております。 

以上です。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

八尋議員。 

◎１２番（八尋源治君）  

行政が、計画して誘導していかないかん。指導をもってですね。そのためには、

粕屋町の農地は、ほとんどがもう農振、農地ですよね、調整区域。これが早く用途

変更を、先ほども言いましたように喫緊の課題だと思います。 

どういうことかといいますと、今の現状じゃ、最低最短でも10年かかるんですよ、
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開発して終わるまで。しかし、これが行政が指導して、先に市街化区域に編入すれ

ば、早く進むんです。そうしますと、町民の所得も上がります。行政の財政も上が

ります。それが福祉向上の一歩だと思っておりますので、やはり、町が一歩一歩先

に進むためには、やっぱり行政が指導して、先手先手、先を見ながらやっていただ

きたい、というふうに申し添えて、次に進みます。 

市制に向けた市街地、及び工場団地などの区画整理事業によるまちづくりについ

てお尋ねいたします。 

福岡都市圏においては、昭和50年代から土地区画整理事業を行ってきております。

何点か申し上げたいと思います。福岡市、春日市、大野城市、筑紫野市等の今の発

展は、行政が指導で行ってきた成果であります。都市計画マスタープランにおいて、

都市的土地利用を図る地域と位置付けている地域については、町が先導し土地利用

計画を進め、初期の目的達成を図ることが必要であると思います。 

次に、企業誘致。企業誘致及び町内の町工場の集約化を、是非図るべきだと思っ

てます。そういうことによって、企業間でのコラボによる新製品の開発などが期待

でき、町の活性化に繋がり、豊かなまちづくりの一歩になります。また、住みやす

いまちの形成が図られます。 

以上、お尋ねいたします。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

箱田町長。 

◎町長（箱田 彰君）  

この町の将来像。これを描く時に、人々が生活を送るその生活のパターンの中で、

常に住んである地域、そしてまた仕事をしに行く地域、そしてまた買い物の地域。

そういったゾーンをやはりゾーン分けをしないと、これはそれぞれの立場でいろい

ろ干渉しあうっていう弊害がございます。そういったゾーニング化も含めたところ

で、住宅市街地ゾーン、そして産業が集積した物流工業ゾーン、この設定を行う必

要があると思います。 

それは具体的に何かといいますと、先ほど申し上げました都市計画マスタープラ

ンの中で、画を描く必要があると。まず、それが第一だろうと思います。これは今

現在、そのプランを完成させるために、協議検討を行っているところでございます。

またその中で、最初の八尋議員の質問でございました、ＪＲ駅などの公共交通拠点。

その周辺では、居住の地域を誘導して、広域交通網の沿線には、その業務地域を誘

導する。そして、その居住地域の中の生活道路には、過度に業務系の車両が通行す

ることを抑制すること。こういった規制も必要だろうと思っております。住工混在

を改善し、良好な住環境の形成が見込まれるものと思います。そういったゾーニン
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グ、これが非常にポイントとしては大事だろうと思います。また、企業誘致や工場

等の集約化を図ることによって、町の活性化、まさに所得の増大、そして雇用の拡

大。そのためにも、非常に寄与することと思います。産業発展による新製品の開発

にも繋がることにもなるんではないでしょうか。 

そういった将来の粕屋町のまちづくりのために、私も来年度へ向けて企業立地・

企業誘致のためのセクションを作りたいと思っております。当然それには、その構

成につきましては、プロを入れる。あるいは研究者も入れるというようなことも、

今から先検討してまいりたいと思います。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

八尋議員。 

◎１２番（八尋源治君）  

誘致についての詳しい内容、ありがとうございました。 

参考までなんですけども、これ広川町の方から聞いたんですけども、そこの首長

は、全国27、８の都道府県にトップ営業で回られて、今、企業誘致が盛んに進んで

るそうです。そういうことで町長、職員、行政が外に回ると、出て行く。町長は、

是非他県に出て、営業をやっていただきたいな。率先してそういうお気持ちだろう

と思いますので、よろしくお願いいたします。 

では最後に、粕屋町の憲章に、太陽と緑のまちづくりとあります。自然と緑の大

切さと、すべての町民に、太陽のごとく、公平平等に日が当たる政策を進めていく

ことだと思います。そのように私は理解をいたしております。 

これをもって、私の一般質問を終わります。 

（12番 八尋源治君 降壇） 

◎議長（鞭馬直澄君）  

ここで、早いんですが、暫時休憩といたします。 

再開を10時10分とします。 

（休憩 午前９時57分） 

（再開 午前10時10分） 

◎議長（鞭馬直澄君）  

それでは、再開いたします。 

議席番号８番、田川正治議員。 

（８番 田川正治君 登壇） 

◎８番（田川正治君）  

おはようございます。 

議席番号８番、日本共産党、田川正治です。通告書に基づき一般質問します。 
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10月から、消費税10％増税されました。このことにより物価が高くなり、公共料

金がどうなるのか心配があります。８％増税で消費は冷え込んでいたわけですが、

更に10％増税ということで、国民の生活と暮らしを直撃しております。10月の小売

販売額が前年度比で7.1％落ち込んで、商品別では、自動車小売業が17％減少して

いるということが報じられております。そのほかの消費指標でも冷え込み、また落

ち込みということが言われております。まさに消費税10％の増税の影響が重大であ

ると思います。ポイント還元は小売店や高齢者などは活用できず、現金で買う人が

多いということが言われております。また、プレミアム商品券は、20％ぐらいしか

普及されていないというようなことなど、消費税引上げが道理の合わない安倍政権

の政策であったということが明らかになっております。 

これまで自民・公明政権、消費税を福祉のためと国民に押しつけてきました。今

や誰のための消費税かというのが明確です。消費税導入して31年、国民の負担増

397兆円です。すべての国民一人当たり300万円以上負担が増えました。国民から消

費税取り上げた分、どこに使われたのか。大企業や富裕層が優遇され、軍事費が増

やされるということになっております。大企業の法人税、中小企業と比べても低く、

10％低いと言われております。これまで298兆円もの優遇措置を受けてきておりま

す。または、所得が１億円以上になると税率が下がる逆進性の優遇税制によって、

高額所得者275兆円儲けるということや、大企業の内部留保、増え続けて450兆円よ

りも膨れ上がっております。まさに、誰のための消費税かということが言えます。

更に一機100億円する、110何億円でしたね、アメリカの軍用機、爆買いするという

ことで、国民の批判を生んでおります。 

それに引き替え消費税は、福祉のためと言われてきましたが、年金・医療介護・

社会保障、切り下げ連続です。毎年5,000億円の伸びと言われるこの福祉関連予算

が抑えこまれ、削減されてきております。これまで、国の借金246兆円から1,069兆

円、４倍以上膨れ上がっております。 

このようなことで、今、私たち国民の中で、この消費税に対する怒りだけでなく、

生活を、暮らしを守ってほしい。このような欲求多くあります。私は、この消費税

の廃止を目指して、８％増税前の５％に引き下げる。そのことによって、生活と暮

らしを守れる。そして、地方自治体がその役割である町民の福祉の向上のために、

取り組むことを求めまして質問に入ります。 

消費税10％引上げに併せて物価が上昇するということで、心配なのは公共料金が

どうなるのかっていうのがあります。私は、消費税が引き上げられても町の予算を

措置するなどして、公共料金は抑制、軽減することが必要だと考えます。そこで質

問で、通告書に上げておりました上下水道、学校給食、学童保育、町営住宅、ごみ
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袋、ごみ収集、国保、介護、後期高齢者など、消費税引上げによる公共料金の影響

と今後の負担増の軽減策などについて説明をお願いします。 

幼稚園と保育所の給食については、この後の質問で行いたいと思いますので、町

長並び担当所管の答弁を求めます。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

箱田町長。 

◎町長（箱田 彰君）  

消費税の増加によりまして、どうなったか。 

公共料金と使用料について、数多くの所管課に関係しますので、それぞれの所管

課のほうからお答えします。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

松本上下水道課長。 

◎上下水道課長（松本義隆君）  

上下水道料金ですけども、使用料プラス消費税でありまして、軽減税率が適用さ

れませんので、使用料プラス消費税８％から使用料プラス消費税10％になっており

ます。 

以上でございます。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

安松道路環境整備課長。 

◎道路環境整備課長（安松茂久君）  

ごみ袋、ごみ収集料金の件でございますが、ごみ収集料金は町指定ごみ袋購入代

金といたしまして、町民の方、及び事業者の方々から負担をしていただいていると

ころでございます。ごみ袋作成、及び処理費用に充てておりますので、ごみ袋代金

は消費税導入時以降値上げすることなく、同一金額としておりますので、今回、消

費税が10％に増税されましても、購入代金の増額は予定はしておりません。 

以上でございます。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

中小原住民福祉部長。 

◎住民福祉部長（中小原浩臣君）  

住民福祉部４課ありますけども、これまとめてお答えいたします。 

まず、子ども未来課ですけれども、幼稚園・保育所給食費については、消費税増

額による引き上げはございません。次に介護福祉課関係ですけれども、町営住宅の

家賃、介護保険料についても消費税増税による引き上げはありません。総合窓口課

関係です。国民健康保険税、後期高齢者医療保険料についても、消費税増税による
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引き上げはございません。最後に健康づくり課ですが、国保特定健診、がん検診と、

これも増税等による引き上げはございません。 

以上です。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

早川学校教育課長。 

◎学校教育課長（早川良一君）  

学校給食費、学童保育料につきましても、消費税の増税による直接の引き上げは

ございません。 

以上でございます。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

田川議員。 

◎８番（田川正治君）  

今からの消費税が引き上げられた後のいろんな関連の値上げというのは、まだ分

からない問題もあると思いますけど、今述べられた点で言えば、消費税にかかわっ

ての値上げというのは、上下水道ということでありました。 

私は、この上下水道の値上げについて、ホームページで見まして知りまして、い

わゆる言われました８％から10％消費税を含んで、これは水道料金として上げてい

くということでありますけど、私は、この仕組がどういうふうな形で導入されたの

かというのが分かりません。それで、水道法の問題でちょっとホームページを見て

みたら、その類いの内容は触れてないんですよね。消費税関係が必要な場合は上げ

ていいというようなことは。それについてちょっとよく理解ができてないのもあり

ますし、なぜ消費税の増税と連動して上げるようになったのか、ということについ

ての説明をお願いします。 

もともと、そもそもの。そもそもの消費税との絡みで、これをアップされたら、

それには５％・８％・10％と、もう当然上げていくんだというふうになってる仕組

の問題で、そもそもについてを説明お願いします。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

松本上下水道課長。 

◎上下水道課長（松本義隆君）  

これは国のほうで決められた制度だと思います。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

田川議員。 

◎８番（田川正治君）  

これのホームページに載ってるのは、地方消費税を含む消費税、及び地方消費税
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を含むということで、上下水道料金が決まってるということになってるんですけど。

私が言ったのは、この消費税上がる度に上げていくという仕組について、国の制度

としてなってるということについての内容が、ちょっと今言われたように国がそう

いうふうにしよるからなっとるんだ、ということだけじゃなくて、そういう制度上

の問題としてどこにそういうことが載ってるかということなども理解をして、私た

ちも質問があったときは説明していきたいというのがありましたので、質問してる

んですね、聞いてるんですね。 

今、言われたこと以上のことが分からないならそれでいいんですが、私も調べた

いと思います。ただ、消費税が上がったらアップしていくということだけでは、そ

れに引き換える水道料金の会計の中から黒字であればそれを使って消費税分を据え

置くと。上げないというようなことなどができれば、そうすべきじゃないかという

考えがありますので、私の意見として出してるんですね。 

それについて、今言われた国の制度だということだけであれば、それ以上のこと

は説明ができないと思いますけど、問題点についてはまた今後、この問題について

は私も調べてみたいというふうに思いますが。 

それについては、何か答弁することは。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

箱田町長。 

◎町長（箱田 彰君）  

上下水道会計、これは企業会計でございます。 

従いまして、企業は一般の会社でございますので、その消費税の適用については

国の通達等であるかと思います。詳細につきましては、所管のほうが調べまして、

また田川議員のほうにご説明を後日行いたいと思います。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

田川議員。 

◎８番（田川正治君）  

もう一つは、学校給食の問題についてあります。 

先ほどは消費税絡みではないということでしたけど、これは先日の９月議会にお

いて、総務委員会でこの給食費を20円上げるという説明があって、報告されていま

す。その内容について、私も議会で、どこかで給食費が上がる場合は、議決するな

り、それについての賛否なども必要だということだと思いまして、学校給食調理場

運営委員会というものに対して諮問し、答申を受けてるということをホームページ

で見て分かったんですが、私もこれについても理解もよくできなかったんですけど。

ただ、消費税絡みと今の時期に上げたというのが、私は●●があるんじゃないかと
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いうふうな点での関係もあるわけですけど。 

この運営委員会に諮問して、答申を受けたらそれで決まりと。その運営委員会の

メンバーが３人と。３分の２で決定すると。５千人近い小・中学校の児童・生徒の

給食決めるのに、このような運営委員会の体制でいいのかという問題もあります。

で、必要なもっと関係者を入れた運営委員会などにすべきだというふうに思うんで

すよね。 

そういう点から、この答申を受けて上げたということについて、運営委員会のこ

のメンバーでの在り方については、検討すべき問題としてあるんですが、これにつ

いて町長なり、教育長のほうの答弁を。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

西村教育長。 

◎教育長（西村久朝君）  

９月議会でこの話はさせていただきました。 

給食運営委員会のほうに投げかけまして、承認をいただいて、最終的に教育委員

さん方の承認を得て、これは発足するという流れになっております。運営委員会に

ついては、ＰＴＡそれぞれの小・中学校のＰＴＡ会長と学校長が参加いたしますの

で、３人っていうことはないだろうと思いますけど。そのメンバーで審議をしまし

て、決定をしています。 

なお、直接消費税との関連はないということについては、センター長のほうから

お答えをさせていただきたいと思います。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

吉村給食センター所長。 

◎給食センター所長（吉村健二君）  

今回の給食費の改定については、消費税の10％に引き上げることを見越したもの

ではなく、消費税の10％には食材費の軽減税率が適用されておりますので、今回

12年間ずっと上げてないっていうことにおいて、物価の12年間の上昇において、給

食費の値上げを行っております。 

以上です。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

田川議員。 

◎８番（田川正治君）  

時期の問題が、ちょうど消費税上がるときのすぐ前に上げたということが、そう

いうふうにとらえられるということはあるんですよね。それは、保護者の人たちも

消費税上がるけん上げられたとね、っていう話になるわけですからね。やっぱりそ
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ういう点で言えば、説明というのはかなり大事なことだと思うんですよね。それと

もう一つは、さっき言われた教育長が３人じゃないってもっと多いような話に言わ

れるんですが、この運営委員会のメンバーというのは、今言われた校長なり、保護

者代表、教育委員会事務局。それ以上の対象者のメンバーとは書かれてないんです

よね、運営委員会の中には。そのあと教育委員会の必要と認める者となってるから、

それから何人かあるんでしょうけど。ただ私は、このメンバーの体制だけじゃなく

て、もっとほかの関係者も含めてやっていくという方向を今後検討していくことに

よって、幅広く意見が聞けて、方向性が決められていくということになりますので、

是非検討してもらいたいというふうに思います。 

それともう一つは、私は給食費そのものは、無償ですべきだという考えなんです。

いろいろ食事は、朝昼晩家で食べよるから、学校行っても保育園に行ってもお金取

られてもいいやないか、という考えの方もそれは当然あります。しかし憲法では、

義務教育をこれは無償にするということで、教育そのもの、義務教育について、無

償である子育ては子どもの将来に向けて、それだけの責任を日本の国としても持つ

という立場からの内容だと思います。そういう点で言えば、教育の一環として学校

教育、学校給食は当然無償にすべきだと思いますし、また給食法でも、学校給食費

用を町が計上して保護者に補助することを禁止した主旨ではないということで、保

護者の負担軽減の問題も含めて給食法では述べてるんですね。しかし、これが糟屋

地区全体で言えば、もう給食費をもらいようとが当たり前だというふうな話である

わけですけど。 

古賀市では、小・中学校３人いる世帯で第三子以降の児童を対象に全額無料とい

うことをとってるんです。県内でも、18自治体が第三子以降の全額無料、全生徒を

対象に一部助成などを実施しているということなんです。先日、厚生常任委員会で

視察した滋賀県の豊郷町、7,360人の町です。42億円の予算ということでしたけど、

ふるさと納税を活用して、小・中学校の給食費無料にしてるんですよね。そして、

医療費も高校生まで無料。このような小さな町でも、そういう予算の使い方によっ

て、工夫することによって保障してるということなんです。 

そういう点では粕屋町でも、そういう全額初めから無料でもなくて、それぞれ一

部助成も含めて検討することをすべきだというふうに思うんですが、町長の答弁を

お願いします。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

箱田町長。 

◎町長（箱田 彰君）  

それぞれの自治体でどこに重点化をするかというのは、もうその自治体の特色だ
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ろうと思います。 

給食費の無償化、これは確かに私も存じております。子どもたちが公平に平等に、

それぞれの栄養を摂ることができる。これは学校給食法がもともとできたときから

の根本的な考えでございますが、今のところ粕屋町ではそういう計画はございませ

ん。ただ、検討課題として、勉強させていただきたいと思います。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

田川議員。 

◎８番（田川正治君）  

子育て支援という点で言えば、今こういうのが全国的に広がってるんですよね。

医療費の問題、給食費の問題。それでその一つとして、保育所・幼稚園などの就学

前の乳幼児の無償化と。そういう点では消費税絡みの、乳幼児の保育料の無償とい

うことにはなってるわけですけど、本来そういう方向性としては、やっぱり子ども

のためのいろんな施策を国が責任持つと、自治体が責任持つということが、将来に

対する我々の役割として必要だというふうに思うんですね。 

それでもう一つは、これから先ほど介護とか、国保とか、後期高齢者とか、そう

いう点についての福祉関係についての消費税影響ないということですが。 

私はこの消費税絡みでなくて、これから先国保でも、介護でも、後期高齢者でも、

いわゆる負担が増えていく保険になって、介護なしと言われる介護保険の制度とい

うようなこととかありますように、国保も結局高い国保料を支払うということで、

滞納者が増えるということなどあるわけですね。後期高齢者については、今後いろ

んな軽減制度、やめていくというふうなことなどがあります。そういう点から言え

ば、私は今そういう点から、消費税絡みで公共料金を、値上げを抑えると。 

一番初めに言いましたように、予算もそういう点で振り向けるというようなこと

を、今後の施策の中で盛り込んでいくようにしていくように求めたいと思いますが、

町長の答弁再度お願いします。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

箱田町長。 

◎町長（箱田 彰君）  

消費税の使い道っていうのは一つのポイントだろうと思います。 

これは、全国的に消費税を増税されて地方交付税交付金あたりで、市町村に公平

に配分して、それぞれの市町村でそれを使うと。これはあくまで福祉の関係の分で

使いなさいという足かせもございます。 

これから先の粕屋町はもちろんでございますが、日本全体が福祉の高負担が来る

時代が参ります。それに備えての国の施策というふうに私も理解しておりますので、
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その点は、スタンスは崩さずに福祉の向上のために使うと。そしてまた、それぞれ

の公共料金等につきましても、これは頂かない部分でも、これは歳出、支出のほう

では、その材料とか委託とか、そういったものには消費税の負担を粕屋町のほうは

しております。 

従いまして、その点はご理解いただきたいと思っております。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

田川議員。 

◎８番（田川正治君）  

是非、今後そういう町民の負担軽減のための、福祉の向上のための施策を強めて

いただくことを求めて次の質問に入ります。 

次は、先ほども一番に述べましたけど、幼稚園・保育園の給食費の件ですが、こ

れは消費税絡みで、これで直接上がってないということでの答弁がありましたけど、

私は二番目に質問として上げてます、幼稚園・保育所の給食費が、徴収方法や体制

そして滞納した子どもへの給食の提供について心配があるわけです。保育所のとこ

ろにも行って話も聞いてきました。そういう点では、先ほども学校給食の問題でも

述べましたように、保育所でも幼稚園でも同じように、町の、自治体の責任におい

て、児童の保育を行っていくという立場から言えば、給食の実費徴収について、い

わゆる主食・副食費などについて、町が負担をして軽減していくべきだという考え

なんですが。 

この点との関係で、直接給食費が実費徴収ということに今回なっていくというこ

とで、町立と私立との違いがあるかと思いますけど。先日、私立保育所のところで

の話を聞いたら、徴収方法にやっぱり、保育士を事務員の人を充てらないかんけん

大変だということは言われております。そういう点で、町に対して援助してほしい

というような要望もあったということも聞いております。 

今度新しい制度である給食費の実費徴収事務についての援助について、町として

どのような対応を考えていくのかということと、もう一つは給食費は払えないとい

う子ども世帯について、町はどのような対応をするように考えているのか、ニ点に

ついて質問します。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

中小原住民福祉部長。 

◎住民福祉部長（中小原浩臣君）  

まず徴収方法ですけれども、幼児教育・保育の無償化に当たりまして、国は幼稚

園・保育所・認定こども園以外の無償化措置の対象範囲等に関する検討会というの

がございまして、そこで給食費等については、それぞれの施設での徴収を基本とす
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ることが決定されております。 

町といたしましても、同様に実施をいたしております。公立保育所におきまして

は、町が徴収いたしております。それと滞納の関係ですけれども、滞納したご家庭

の子どもたちに対する給食の提供は、子どもたちの健やかな成長を促す上でも継続

して提供していきたいというふうに思っております。 

以上です。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

田川議員。 

◎８番（田川正治君）  

徴収方法の問題と併せまして、滞納について、国が指針を出してるっていうか、

指示ですかね。出してる内容についてが新聞でも報道され、問題になっとるんです

が。これから、この滞納があった人たちに対して、いわゆる保育所に通える、通え

ない、いわゆる子どもたちが、保育所に行けなくなるというようなことなどが生ま

れるんじゃないかというようなことなどが言われてるんですが。これを町立の場合

は、今言われました直接口座振込のような形での手続ということになってるという

ことですが、私立の場合は、やっぱりどうしても直接もらうという形の対応になっ

ているところが多いとか。 

そういう点で言えば、町が保育について責任を持つという点での認可保育所につ

いては、そういうことが起きないように町としての責任を果たしていくべきだとい

うふうに思うんですが、その点について再度、答弁を。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

神近子ども未来課長。 

◎子ども未来課長（神近秀敏君）  

町といたしましても、先ほど部長が述べましたとおり、国のほうがそういう検討

会っていうのを設置しておりまして、そこの中でも給食等につきましては各施設で

徴収するというふうなことを基本として決定されておりますので、町といたしまし

ても、そういうふうな形でやっていきたいというふうに思っております。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

田川議員。 

◎８番（田川正治君）  

先ほど私も言いましたように、これは自治体の役割として認可保育所も含めて、

責任持たないかんわけですよ。町立やから私立やから持たなくていいことやない。

認可保育所に対して町が責任持たないかん、という立場で私はこのことについて指

摘をしてるんですね。そういう点で、改めてそういう点も含めて検討してもらいた
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いと思います。 

それともう一つ、副食費が無料になるということにあるわけですが、結局この対

象者については、生活保護所帯第三子以降、年収360万円以下の世帯は免除される

ということなんですが、この消費税が導入される前は３歳以上の主食は実費徴収。

ごはん、副食は保育料に含まれると。０歳児から２歳児は主食と副食費が保育料に

含まれてたというようなことでありましたけど、今後は徴収する副食費。対象者と、

今言いました免除される対象者との関係での格差が生まれるということが出てくる

と思うんですよね。一方ではもらう、一方ではもらわないという人たちなどを含め

た、子どもたちが通園するという状況になるわけです。こういう点について私は、

本来の子育て支援という今回の内容から見ても、逆行していく方向になるんじゃな

いかというふうに思います。そういう点で、この財源の問題も含めて、対象者に対

する副食費を無料にしていくということについてがあるわけです。 

そういう点について、どのように考えてあるのかという点について、あればそれ

についての説明を求めます。これは担当所管。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

中小原住民福祉部長。 

◎住民福祉部長（中小原浩臣君）  

低所得者に対する免除措置ということでよろしいでしょうか。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

田川議員。 

◎８番（田川正治君）  

ちょっと説明が悪かったですね。結局、今言いました三つの関係の世帯について

は、生活保護と第三子、そして360万円以下については、副食費は免除されるとい

うことですね。それ以外の人たち、子どもたちは360万以上の人たちとか、それと

か生活保護とか第三子がいない人たちとかいろんな人たちというのは、副食費は出

さないかんですよね。今まで出しとったと同じですということでしょうけど。 

私は違いがあると思うんですけど、その副食費と保育料と一緒に入れてたという

ことで、その違いがいろいろ様々あると思います。免除しとるとかなんかの関係で。

ただ、今回はそういう人たちの中で、払う人と払わない人が関係が出てくる。だか

ら、払わないけない人たちに対する補助を副食費の分としてすべき。これは全国的

にも今、取り組みが行われてるんですよね。 

そういうことで、それについての内容について、考えがあれば出して説明を。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

中小原住民福祉部長。 
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◎住民福祉部長（中小原浩臣君）  

今言われますように、いろいろな360万円以下とかいろいろ対象者は免除の規定

がありますけども、そういったラインが必ずどの事業でもあると思います。今言わ

れたように、それ以外の人についての補助とかいうのは、今現在は考えておりませ

ん。 

以上です。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

田川議員。 

◎８番（田川正治君）  

私は、これいずれにしても財源がいるんですよね。この財源をどこに求めるかと

いうことで、新たに町にこの財源を作って副食費を無料にするようにということを

提案してるわけじゃないんです。 

全国的に今取り組んでいるのは、今まで消費税前は、町独自で保育料を軽減する

ための免除制度などに対しての、町からつぎ込んで出していた予算、財源があるわ

けです。それを使って保育料は無料になったということと併せて、財源として充て

ていくべきじゃないかということなんです。全国的には、主食費と副食費の全額負

担、副食費だけを自治体が出してるというようなことなどであります。これはなぜ

そういうふうな方向で進んでいるのかという点は、私も新聞報道などでも見ました

けど、政府が５月30日の自治体向けの説明会、これはホームページなども含めてあ

るということですが。 

この減免の財源については、副食費の実費徴収に伴う負担増への対応を示してい

るということで、今までのこういう国に出しとった、無償化前に町が出していたそ

ういうものを使って助成をするべきだと、するようにというようなことなど、検討

するようにというようなことなどが述べられてるんです。そういう点から、私は今

言いました財源として今まで軽減制度に使ってた分、これを使ったらどうかという

ことの提案なんです。 

これがどのぐらいの金額があったのかということについても、ちょっと私は今日

答弁求めてるわけやないんですが、分かればそれも含めて説明お願いします。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

神近子ども未来課長。 

◎子ども未来課長（神近秀敏君）  

軽減分というご質問でございますが、ちょっと今手元のほうに、通告書になかっ

たのでご用意はしていませんので、後でご報告させていただきたいと思います。 

◎議長（鞭馬直澄君）  
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田川議員。 

◎８番（田川正治君）  

小樽市がやってるという、これは市レベルですが、ちょっと町レベルのところを

調べたらよかったんですが、ここは、年額１億2,469万円が無償化によって、市の

負担の軽減額の分が出てくると。だからこのうちの1,566万円を活用して、無償化、

副食費相当額を使うということをしておるということなんです。 

ですから、全給食費は、今まで保育料と一緒に払ってるからそれでいいんじゃな

いかと、一緒やないかという考えでしょうけど、それが多いんです。しかし実際は、

今言いましたように無償化によって町が出すそういう支出の分をほかにまわすとい

うことにすれば、この軽減額、副食費についての軽減額も含めてできるので、是非

検討していってもらいたいというふうに思います。 

それともう一つ、二つちょっとあるんですが、町立保育所の保育士の給食費は３

千円から4,200円になったということを聞いたんです。私もこれも消費税がらみか

なと思ったんですが、何でこんなことが起きるのかということが一つですね。 

まず、それを説明して。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

神近子ども未来課長。 

◎子ども未来課長（神近秀敏君）  

保育所のほうの給食費が上がったということで、たまたまタイミングが、消費税

アップっていうところできたんですけども、こちらのほうにつきましては、数年間、

保育士のほうの給食費を上げてなかったというところがございますので、こちらも

保護者の方とのバランスも考えまして、今回上げさせていただいたというところで

ございます。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

田川議員。 

◎８番（田川正治君）  

保育士さんからは、３千円から1,200円上げられるんですよね。消費税８％が

10％になったようなその程度のことじゃないですね。それも含めて保育士さんは、

学校の給食の先生が一緒にしようのと同じように、やっぱり学校の保育士の仕事の

一つですから、やっぱ経費がかからないように検討していくことが、私は必要だと

いうふうに思いますので、それについても是非今後検討してもらいたいということ

で、次に進みたいと思います。 

それとあわせまして、先ほど財源の問題でも言いましたけど、この財源を使って、

保育士の人たちなどの給料のアップに使えるものに、是非活用していってもらいた
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いというふうに思いますので、それも含めて検討していってもらうようにお願いし

ます。 

次に質問いたしますのは、町の役場の総合窓口課を含めたいわゆる横断的なこの

町があらゆる相談を一括して対応できるワンストップサービス。この窓口を是非作

ってほしいということを提案をしたいんです。 

それは私が、町民の人の相談で、よく役場に来てそれぞれ窓口で相談をいたしま

す。しかし、その方と相談を受けても、窓口の担当のところの対応だけにどうして

も限られてしまうんです。それから先、県の出先とか福祉センターとか、福祉事務

所、自立センターなど。そういうのも含めて、一緒に対応していかなければ、解決

できないというようなことが多々あるんですね。そういう点で言えば、粕屋町では、

それぞれの各課で対応しているということもありますが、どうしてもそれが私は町

民の人に対しては不十分な対応にしかなってないということが感じているわけです。 

そういう点で先日、厚生常任委員会で視察に行った滋賀県野洲市は、26年度に市

民生活相談課というのを作ってるんですね。そしてここで、今言いましたすべての

ことをワンストップ相談体制をとって、ここに行けばその対応する窓口で相談内容

について各課の所管の人たちが来て説明をして、そして納得してもらうというんで

すか。そして今後の対策もどういうふうにするか。暮らしの問題含め税金の問題、

いろいろ雇用の問題などを対応しているということを説明を受けてきたんです。私

は、このような対応ができる窓口の体制というのが必要じゃないかというふうに思

うんです。 

現在の粕屋町の総合窓口課というようなことではなくて、今言いました別のそう

いう専門的な生活相談課を作るということなどを考えていくべきときじゃないかと

いうことなんです。 

そういう点で町長のほうに、このような考えについての見解を求めたいと思いま

す。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

箱田町長。 

◎町長（箱田 彰君）  

粕屋町は、この総合窓口課というのがございますが、これは全国的にも非常に早

い時期でワンストップサービスを始めたというふうに自負しております。 

一番お客様が来られて、一番ライフイベントの中での手続は、やはり住民関係の

手続が一番多ございます。従いまして、総合窓口課というところで、ああいうふう

なカウンター、低所カウンターを設けて、じっくり話、相談も含めてされるその環

境も設定して、物理的にもそういうふうな環境設定しております。それに加えて、
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バックヤードに総合窓口課、住民戸籍、そして後期高齢、国保あたりの、非常にも

う大体誰しも関係するような職員を後ろに待機しておりまして、交代で受付相談申

請等も行っております。それに加えて総合窓口課のほうに、例えば税金の関係とか、

介護保険の関係も含めたできる限りの職員を呼んで、その場で相談、手続の関係も

できるようにしておりますが。 

例えば学校とか環境関係とかは、なかなか専門的なことでございます。すべての

課がその場でできるというのは、物理的にも非常に困難性があるし、テクニック的

にもパソコン関係の権限の分があるんですね。その課の職員にしか見えないような

こともございます。 

そういったこともございまして、例外的に、先ほど言いましたようなその窓口の

ほうに来ていただくようなこともあるのは事実でございますが、なるべく総合窓口

課のほうで手続が終わるように、職員のほうも努力して行っておる状況でございま

す。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

田川議員。 

◎８番（田川正治君）  

今現在は、町の段階での対応ということになると思いますが。ですから、福岡県

の保健福祉事務所とか、県の相談、困りごと相談センターといいますか、自立支援

センターとか、そういうところも含めて粕屋町にあるから、そういう対応ができる

ということになっていると思うんですよね。ただ、市段階になっていく中では、そ

ういう体制も含めた一つの課として、今言われたような内容も含めてですが、専門

的にもっとこう対応できる、そしてその人が言えば福祉事務所にも連れていくとい

うようなことなど、できれば一番いいんですけど。どうしても、それぞれの出先の

ところに行って相談してみてくださいという話になっていくんですよね。 

そういう点で相談されてる方と、私が同席していく場合はもう常に私が常に、そ

ういうところに連れていってそこで解決せないかん。ということで、２箇所、３箇

所のところの対応が求められていくということになるわけです。私は、それは解決

していくためには、そういうことが必要だというふうに思うんですけど。ただ、今

後の市制を目指していく中では、そういうものも含めて確立して、そして県の出先

機関のほうであるとこはすぐ、町の市になったときに対応できていくという、そう

いう方向性も含めて是非発展させてもらいたいというふうに思ってるわけです。 

それで、今町長も言われましたけど、野洲市に行ってこの視察した中で、粕屋町

のこの相談体制としてファイナンシャルプランナー。この体制について、粕屋町や

ってるんですよということで話をしたら、これは野洲市でもそういう体制にはなっ
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てないと。役場の職員の人たちは対応するけど、そういう専門家の人たちが対応し

ていくというようなことにはなってない、というようなことなど言われまして、そ

ういう点で言えば先進的な内容も含めた窓口相談と、困りごと相談という体制をと

ってやっていってるというのは分かったわけですが。いずれにしても、今後のそう

いう方向性として、もっと独立したそういう体制を確立して、強化をしていくよう

にしてもらいたいということを述べて次にいきたいと思います。 

次は、町民が気軽に役場に来庁することができ、明るい開かれたそういう役場、

使いやすい役場と。人口５万人以上の市制目指して、どのような町の役場の体制づ

くり。職員の問題と環境整備など含めてやっていく必要があるというふうに思うわ

けですけど。そういう点で、この役場の職員のいわゆる採用も含めた定数条例との

関係でも、人口増に見合う職員を増員していくという計画性の問題も含めてあるわ

けですが。 

そういう点を今の計画、また今後の計画などについて、どういうふうに考え計画

として考えているのかということについて説明を求めたいと思います。 

これは担当所管ですね。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

山野総務部長。 

◎総務部長（山野勝寛君）  

人口増に伴います職員の増加であったり、サービス残業、あるいは有給休暇とい

う形でご質問いただいております。 

現在、人口の伸びや業務量の増加に伴いまして、職員数が不足しておりますため、

現在、職員の増員を行っている途中でございます。一時的に増やしますと退職年が

重なるという弊害が出ますので、現在数年かけて職員の増加をしているところでご

ざいます。今後は、この定数管理計画を進めまして、計画を行っていくこととして

おりますけれども、それにつきましては、次期の３月議会につきまして、定数条例

の改正等を検討しているところでございます。 

また、このサービス残業というところでございますけれども、超過勤務の上限の

規制が始まっているところもございまして、現在、実態を把握する必要性を認識し

ておりますけれども、現状では紙ベースの手作業で管理を行っていることもござい

まして、少し限界を感じておるところでございます。来年度からでございますけれ

ども、会計年度任用制度の導入をするところでございまして、この管理も少し複雑

化というところを懸念しているところでございます。この勤務時間管理のシステム

化を検討している。現在、検討しているところでございます。 

有給休暇等の取得につきましては、今申し上げました職員増加や、時間管理の効
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果的な実施によりまして、現在よりも取得率の向上につなげてまいりたいというふ

うに考えております。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

田川議員。 

◎８番（田川正治君）  

是非計画を持って、退職者だけでなくて、補充だけでなくてそれを上回る職員を

どういうふうに増やして、役場が町民の相談にのれる充実した体制づくりというふ

うになっていくように取り組んでもらいたいというふうに思います。 

それともう一つ、ちょっと説明してもらいたいのは、時間外勤務、いわゆる残業、

これが多いんですよね。これが社会教育課とか総務課とか、保育所、総合窓口。あ

の決算のあれ見たら、そういうところが多いですよね。結局、人員が少ないという

ことと併せて、その残業を残業せざるをえないっちゃ、人員が少ないことも含めて

のことがあると思うんですね。 

それともう一つは、休みのときにいろんな役割を持って出ていかないかないとい

うようなことなども含めてあると思うんですけど。いずれにしても、これ有給休暇

をとることと併せて、そういう職員体制の問題と、この残業をなくしていくという

ことについては、今の来年度から採用されていく会計年度任用職員の人たちの職員

化も含めてやっていく中で、そこの部署の強化というのが必要ですし。保育所でも、

非正規の人たちを正職員化していくということによって、それによる給料を含めた

賃金を確保していくと、予算化していくということなどもあると思います。そうい

う点で言えば、そういう残業など含めて、有給休暇もとっていくというような状況

について、どのような形で考えてあるのか。 

そこについてもう一つ説明を。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

箱田町長。 

◎町長（箱田 彰君）  

今、議員が申されました社会教育課、あるいは総務課等は、どうしても選挙とか

土日のイベントっていうのはあるんですね。これ平日には町民の方々のご参加はな

かなか得られないので、どうしてもその土日祭日になるんですが。そういったとき

の勤務は、やはりその代休、そしてまた議員が言われる有給休暇を消化しなさいと

いうふうな指導も所管のほうではしております。 

ただ、その個人の考え方でしょうが、休みにくいとか、あるいはその自分の仕事

が滞るとか、そういった考えも職員は非常に真面目な職員が非常に多ございますの

で、そこはあるんですけども。 
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それは私のほうも、やはり健康管理の面からも労務管理の面からも、なるべく休

みをとれというふうには所管のほうには指示はしております。また、残業時間の抑

制につきましては、これはもう毎月のように課長会議等で、課長が頭となって、そ

の課の中の業務の見直し、合理化、短時間化を目指すようには努力はしておるとこ

ろでございます。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

田川議員。 

◎８番（田川正治君）  

是非役場に来て、町民の皆さんがはつらつと働いてるそういう職員の人たちとい

うのは、いろんな条件、労働条件、環境条件が整わないと、どうしても発揮できな

いという問題になっていくと思いますので、是非そういう点から成就させていただ

くようにお願いしたいと思います。 

最後になりますが、庁舎内の照明が、暗いというようなことなどの話が出ており

ます。特に昼休みが、何か職場によっては暗いというようなことなどで言われてる

んです。これ節約の問題も含めて言われてると思いますけど。ただこういう点につ

いては、やっぱり昼休みに食事をする場所がないとかいうようなことも含めて、関

連しておるかと思います。そういう点で言えば、休憩室とか女性の職員の人たちに

は化粧室とかというようなことなどを含めたいろんな環境整備というのが必要にな

ってくると思います。 

それともう一つは、トイレなんですね。洋式化をされてないとこがあると。女子

トイレのところは狭いと。もうちょっと広げてほしいとか増設してほしいというよ

うなことなどが、役場に来る人たちの中からも出てるわけです。そういう点で言え

ば、災害避難施設としても施設整備をしていかなければいけない、そういう役割を

持つ役場の施設だというふうに思うんですね。そういう点で照明器具を増やすこと

とか、今時々雨が降るときには、玄関の屋根の所が雨漏りするとか。夏には、建物

の玄関口の所のタイルが浮き上がっているとか、何かそういうのが含めていろいろ

とまだメンテナンスも含めてやらなきゃいけない問題というのも含めてあると思い

ます。 

こういう点で、まずそのトイレとか暗い照明の改善とか、そういう点についての

何か計画について説明を求めたいと思います。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

箱田町長。 

◎町長（箱田 彰君）  

ご指摘ありがとうございます。 
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この庁舎昭和58年に建設されて、もう相当の期間が過ぎております。非常に建物

の老朽化については、私も職員が毎日のように、特に管財の職員がもう走り回って

庁舎の維持管理に駆けまわってる状況は知っております。ただ、その中でできる限

りのトイレの改修、あるいは照明の改修につきましては、日々改善を行っておると

こでございます。ただ、数々ある公共施設の中で、どれが優先順位があるのかとい

うのが一つ言えば問題点だろうと思います。 

広く住民の方々に愛され親しまれるような施設が、やはり最優先の施設だろうと

思いますが、その中にこの庁舎が、先ほど議員が言われるように、災害があるとき

の避難場としての活用、これは確かにあると思いますが、ほとんどが職員が、要す

るに仕事をする、業務を行う施設ですので、その辺住民感情的にどうなのかなとい

うこともございまして、今のところ業務に支障がない、住民の来客の来庁者の方々

にご迷惑のかからない範囲で、できる限りの修繕、維持、補修を行っておるところ

でございます。 

ご理解をよろしくお願いします。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

田川議員。 

◎８番（田川正治君）  

今、私が幾つかの問題についての建物の件について提案も含め要望を出しており

ますけど、順番から言えば、ほかにもいろいろ保育所の建て替えも含めていろいろ

あります。 

そういうことはあるわけですけど、やっぱり照明設備とか、こういうのは新しい

のに替えれば明るくなることやろうし、電気も節約のためということで昼間はやっ

ぱり電気つけとって、やっぱり入ってくる人は窓口だけやないからですね。そうい

う点で言えば、節約してるというのは分かっとっていいなということもあるけど、

暗いなっていうイメージのほうが先にたってしまうというのはあります。 

そういう点と、先ほど言いましたトイレの問題でも、洋式にやっぱりしていくと

いうのが今のお年寄りとか含めて、座り込んでっていうそういう和式のトイレとい

うのには非常に苦労があると。多目的のトイレがあることはあります。そういう点

はあるわけですが、そういうことも含めて是非今後、計画的に毎年毎年そういう点

を改善していくという点を、是非要望しておきたいと思います。それと質問の件に

ついては、以上で終わります。 

最後に一言私から述べさせていただきたいのは、先日ローマ・カトリック協会の

フランシスコ教皇が来日されました。広島と長崎を訪ねて、核兵器廃絶を力強く訴

えられました。教皇の話では、スピーチでは不退転の決意で核兵器禁止条約を含め、
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核軍縮と核不拡散に関する主要な国際的な法的原則にのっとり頼ることなく、迅速

に行動し訴えていくと、このようなことを表明されました。そして、核兵器は私た

ちを守ってくれるものではない、戦争目的の原子力の使用は犯罪以外の何ものでも

ありませんと述べられました。また、核兵器の脅威によって、威嚇をちらつかせな

がらどうして平和を構築できるでしょうかということを述べ、平和を守ることを呼

びかけられました。 

粕屋町は非核恒久平和都市宣言の町です。私も粕屋町の町会議員として、ローマ

法王のスピーチを胸に刻み、子や孫が平和な世の中を残して... 

◎議長（鞭馬直澄君）  

田川議員、まとめてください。 

◎８番（田川正治君）  

いうふうに思っております。以上で終わります。 

（８番 田川正治君 降壇） 

◎議長（鞭馬直澄君）  

それでは暫時休憩といたします。 

あまり時間がありませんので、再開を15分といたします。 

（休憩 午前11時10分） 

（再開 午前11時15分） 

◎議長（鞭馬直澄君）  

それでは、再開いたします。 

議席番号14番、山𦚰秀 議員。 

（14番 山𦚰秀 君 登壇） 

◎１４番（山𦚰秀 君）  

14番、山𦚰秀 でございます。毎回ここで一般質問するときに思うことは、毎回

災害が起きて、毎回そういうふうにお見舞いをしてるっていうことがあって。今回

も報道では、中村哲さん。ペシャワール会の現地法人の代表でありましたけれども、

そういった報道がなされて本当に粕屋町にも、ゆかりの多い方だろうというふうに

思ってます。以前、中央小学校に講演で来ていただいたみたいで。そんときに、う

ちの子どもが非常に感動して帰ってきた記憶があります。そういった意味で、本当

に残念な方が亡くなられたんだっていうのを改めて実感しましたし、ご冥福をお祈

りしたいと思います。 

また、台風19号において東北地方で甚大な被害をもたらしまして、多くの方がこ

こでも亡くなられて。毎回、人が亡くなりました。ご冥福をお祈りします。そして

被災された方にお見舞いを申し上げますと、また言っておりますけども、今回もそ
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のように、同じようなことを言わなきゃいけない、そういう時代になったんだな。

温暖化の流れで温暖化問題が今世界でも言われてますし、暴動であるとかいろんな

地域の紛争が表沙汰になって、世界各地で混沌としている状況があるんだなってい

うのを実感しながら、今、粕屋町において平穏無事にこうやっていることが、本当

にありがたく思っていますし、誰か、光安酒造の会長ですかね。が、テレビにも昨

日出てましたけれども、その中で言われていたことが、やっぱり同級生でも非常に

大事だと。中村哲さんに対して、自分が何もできないことのほうがなんかね、恥ず

かしいというようなことを言ってたようなことをちょっと思い出しました。 

それでは早速、質問に入りたいと思います。最初に、粕屋町文化芸術推進基本計

画について、何点か質問したいと思います。 

平成27年に劇場法が閣議決定され、文化発信の拠点が必要であり、推進計画の必

要性が各自治体に通知されました。そして、国においても平成29年６月に文化芸術

振興基本法が改正され、粕屋町でも文化芸術推進基本計画が令和元年に実施される

ことになりました。粕屋町では、文化協会や婦人会、各種文化団体などをそれぞれ

の文化事業活動を独自で行ってきた経緯がありましたが、こうした団体と町が連携

をとり、一体となって文化芸術を推進するため、中長期の基本計画を策定する審議

委員会を設置し、取りまとめた計画案を９月に示されました。そこで質問いたしま

す。 

これまでも文化芸術に力を入れて推進してきたと思いますが、今回、改めて基本

計画を策定し推進する目的は何なのか、この計画の概要を聞きます。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

箱田町長。 

◎町長（箱田 彰君）  

お答えいたします。 

まず、推進の目的につきましては、今までも文化芸術の施策は各事業において取

り入れてまいりましたけれども、今回はこの文化芸術基本法に即して、粕屋町にお

いて文化芸術固有の価値を大切にしつつ、福祉、教育、地域振興、産業などあらゆ

る分野で文化芸術をまちづくり、発展の大きな礎とすることや、町と各種団体、企

業など、協働、連携をより推進していくことを目的としております。 

この文化芸術基本計画、これは従来だったら教育委員会がその主体的にあるんで

すけども、これは今回の推進計画の中では町が基本的に行い、そして教育委員会の

意見を聴きながら制定するというふうになっております。まさに長と教育委員会が

一体となり、町民一体となってこの基本計画を作るというふうなスタンスだろうと

思います。 
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文化芸術活動につきましては、非常にその活動の領域が幅広うございます。統一

した理念のもとで施策を実施してきていなかった点も踏まえ、ふれあい、育み、支

え合う文化芸術のまち、かすや。これを基本理念としまして、まず、６項目ござい

ますけども、一つ、子どもたちが身近に文化芸術にふれあえるまち。 

二番目に、文化芸術に興味関心を持ち、お互いに支え合う参画のまち。三番目に、

文化芸術の次代を担う人材の育成。四番目に、次世代まで守り、伝え活用する文化

財。五番目に、誰もが文化芸術に親しめる環境づくり。そして最後に、文化芸術活

動を行う個人や団体のネットワークづくり。こういった６つの施策指標のもと、そ

れぞれの事業を実施してまいります。 

以上が、今までのものと違うものと考えております。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

山𦚰議員。 

◎１４番（山𦚰秀 君）  

今回の推進基本計画は、総合計画に追従したものであり、第５次粕屋町総合計画

が上位計画であるというふうにうたってあります。 

今回の推進基本計画は、来年度、令和２年から10年間の計画になっています。第

５次総合計画は平成28年度から10年間との、ずれがちょっと生じております。これ

が来年前期、見直しが５年ごとっていうふうになってますんで、28年から来年平成

32年、令和２年が５年目になりますので、ちょうど来年がこれを見直す時期だろう

というふうに思って。後期の５年間の計画がまた策定されるんだろうっていうふう

に解釈しています。 

この、第５次総合計画、ちょっとずれがあるので、これを整合性をどのように解

釈したらいいのか。また、どのようなあたりを総合計画を基本計画に対して上位と

するのかっていうのを、ちょっと教えていただければと思います。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

箱田町長。 

◎町長（箱田 彰君）  

総合計画、これは当然、上位の計画でございますけども、ほかの計画との整合性、

これは確実に図らなければならないと。ただし、あくまで総合計画は上位となり、

ほかの計画の指針となる位置付け、これは非常に重要なことでございますけども、

今年度策定予定の文化芸術推進計画も第５次総合計画を勘案し、いろいろ協議をし

ながら策定されております。 

また、現在策定中の後期基本計画は、まだ策定初期の段階でございますけども、

文化芸術推進計画と反対に整合性を保つものとなると考えております。 
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◎議長（鞭馬直澄君）  

山𦚰議員。 

◎１４番（山𦚰秀 君）  

先ほど町長も言われましたように、国の芸術基本計画をまず勘案して、この計画

を実行していくんだというようなことありました。その中に、国際交流に関しての

部分があるんですね。要するに、外国人を含めた芸術文化振興を発信しようみたい

なことがあるんですけど。 

あとのこの後の質問、外国人の外国籍児童生徒の就学問題っていうのも関連があ

るんですけれども、今粕屋町に非常に外国人が多く住まれてるような状況にあるん

ですね。ところがこの上位法である総合計画に、外国人との取り組みですか。協働

のまちづくりの取り組みがちょっと欠けてるんじゃないかなっていうふうなことが

ありますので、できたら今後、後期の計画を策定見直すということでありますんで

ね。その中に、外国人を含めた文化の交流であるとか、そういった外国人とのかか

わりの取り組みを検討して、やっぱり入れてほしいなというのがありましたんで、

その辺ちょっとお願いしたいと思ってます。 

国の文化芸術基本法を進めるための施策に準じて、今回の推進計画は基本方針に

従い、現状の問題を明記し、取り組むべきことを具体策で例示しております。例示

では、小・中学生に芸術・美術の鑑賞の機会や展示会の提供、体験教室、ワークシ

ョップ、合唱コンクールの実施、また、人材の育成、文化講演会や情報の発信等々

と多岐にわたっております。事業には予算がつきものであります。 

令和２年度当初予算では、どれほどの予算規模を考えているのか。また、どこに

どのように配分するのかを聞きたいと思ってます。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

箱田町長。 

◎町長（箱田 彰君）  

教育委員会のほうに、社会教育課のほうがお答えします。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

新宅社会教育課長。 

◎社会教育課長（新宅信久君）  

現在、予算編成を実施している最中でもございますので、各指標に対する重点項

目としてお答えをさせていただきます。 

未来を担う子どもたちへの文化芸術に触れ合う機会や、質の高い文化芸術の鑑賞

機会の創出や発表する機会も、町の文化事業として地域学校一体で取り組んでまい

りたいと思います。これは、先ほど議員が言われた芸術鑑賞事業に重点を置きたい
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というふうに考えております。 

それと未来へ文化継承する観点では、特に古典芸能などを学べる機会の創出、こ

れは文化協会などと連携して、芸能の育成に取り組んでまいりたいというふうに考

えております。興味や関心を持つ点におきましては、文化事業に特化したチラシな

ど、広報媒体のあり方を少し研究工夫をして、その分で重点的に予算を要望してい

きたいというふうに考えております。これにつきましては、協働のまちづくり課の

まちづくり支援室は、特に連携をしていって地域人材の発掘とか団体の活用を、図

ってまいりたいというふうに考えております。 

高齢者や障がい者が、生きがいを感じる催しの開催。これ展示会や発表の機会、

創出を、団体や企業などとも連携して取り組みを進めてまいりたいというふうに考

えております。各施設における展示空間の確保。これは主にサンレイクでございま

すけれども、粕屋町には粕屋フォーラムや、多種多様な地域の公民館などもござい

ますので、そういった部分も利用し、大きな発表、機会の創出を図ることを実施し

ていきたいというふうに考えております。 

それと、最後になりますが、サンレイクかすやの委託者も、今回の法改正により

まして、芸術家等に位置づけられております。環境の整備とか、必要な施策も図る

ことというふうに法の中で明記をされておりますので、このサンレイクかすや、委

託者も芸術家等の部分に含まれることも勘案して、そこら辺も手厚く要望をしてま

いりたいというふうに考えております。 

以上です。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

山𦚰議員。 

◎１４番（山𦚰秀 君）  

今、縷々説明がありました。町長、やっぱり予算が例年どおりっていう話ではな

いと思うんですね。やはりここにやっぱり今重点的に予算を通していかないと、や

っぱり事は進まないというふうに思っておりますんで。潤沢とはいかないまでも、

やはり昨年とは大幅に違うよというような、やっぱり予算の見え方がしてこないと

ですね。この芸術文化振興にかける町長の思いが、それほどなのかと思われないよ

うに、しっかりしていただきたいというふうに思ってます。 

令和２年度より、この計画が実施されていきますが、これまでとは大きく事業内

容が先ほどの説明でも分かるように変わってくると思います。総合計画でも人口の

推移、この基本推進基本計画の中でも、現状と今後の課題ということで、人口の推

移が触れられています。子育て世代が多く、子どもの数も年々増加しておりますが、

令和２年度をピークに減少に転じるというふうに記しております。令和２年度、要
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するに来年度がピークで、それ以降は子どもの数が減ってきますよというようなと

らえ方をしております。いずれは、粕屋町においても少子化の波はきますが、今だ

からこそできる大事なことは、小さなうちから芸術文化に触れ合う機会を作り出す

ということが大事であります。芸術文化を推進するための大事な一点だというふう

に思っております。この時期を外さないためにも、スピード感を持って実行するこ

とが行政の役割だというふうに思っております。 

昨日も、人権週間の中での人権のつどい、粕屋町人権のつどいが開催されました。

その中で、鈴木凜太朗さんというダウン症を患いながら右手首から先がないという

障がいの中で、小さいときから音楽に触れ、十歳でピアノを習い始めて、やはり今

後生きる価値を見出し、家族の方もやっぱり生きる価値を見出してったっていう体

験発表がありました。非常に感動しました。町長もご参加いただいたのでよく分か

ってらっしゃると思います。このように、芸術文化っていうのがいかに人に希望を

与え生きる糧になっていくかっていうのを証明をされたふうに、昨日感じさせてい

ただきました。 

文化の秋11月は、各小学校でフェスタも開催されました。各小学校では体育館を

利用して、子どもたちが歌や演技を精いっぱい演技しておりました。先生の演出が

よいのか、昔とは格段の差があり目を見張るばかりでしたが、児童数の多さにも驚

かされました。サンレイクの自主事業では、平日の昼間に４保育園の音楽鑑賞会が

さくらホールを満杯にして実施され、小さいうちから芸術文化に触れ合う機会を提

供しておりました。また、さくら合唱団の設立や吹奏楽団を招聘するなど、さくら

ホールを活用した団体の活動も頻繁に行われるようになりました。 

しかし、活動にはそれなりの指導者とそれを支えるスタッフ、そしてお金が必要

であります。こうした団体の推進にはやる側もそれを受け入れる側にも、現在のと

ころ無償でやっているっていうのが現状のようであります。ボランティアでやって

るっていうんですね。会館の館長じゃなくて受けている委託先の責任者の方もやは

り、タイムカードを押して、自分が終わった段階そのあとに、やっぱお手伝いをし

ているっていう現状も聞きました。やはり専門家がいないと、やはりああいうとこ

ろは素人に任せられないと、危険ですということで、そういうお手伝いもしてるん

ですよっていうようなお話もありました。ので、それを支える側にもやっぱりふん

だんなる、ふんだんって言うとおかしいですけど、やっぱりちゃんとした支援が必

要なんだなというふうに思いました。 

十分な予算の配分が的確に行われるようにしなければならないと思っております。

また、それぞれの団体が独自に活動するため、身内ばかりでの活動になり、広くそ

の活動を知るものは少なく存続が危ぶまれている現状もあります。非常に身内であ
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るもんですから、広げたくても広がらない。それをやってるかどうかもやっぱり分

からないっていう現状もあるわけですね。だからこの辺もやはり、今さっき言われ

てましたように、やっぱりそれをどうやって情報活動で全体に伝えていくかってい

う役割が求められるというふうに思っております。 

今回、芸術文化推進基本計画がこうした団体を取りまとめ、円滑に活動に活発に

活動しやすい環境を作り、推進していくことは、芸術文化に親しむ者にとってはう

れしい限りだというふうに思っております。しかしこの基本計画では、その中核と

なり、リードして実行していく所管は先ほども町長がお話ありましたように、社会

教育課並びに関係課というふうになっております。 

現在は、それぞれの文化団体などに一任している状況でございますが、社会教育

課が多岐にわたる事業内容を包括し、実施していくのは、人的にも、事業内容的に

も難しいものがあるというふうに考えます。先ほどのこういうふうな事業やってい

きますよという報告がございました。非常に多岐にわたっているし、大変な部分だ

ろうというふうに思いますし、これをまた推進していく上では、今までどおりでは

済まない。今まで以上のものをやっていかなければいけないっていうふうに思って

おります。 

一括して文化芸術を振興する新たな専門部署が必要と考えますが、町長の見解を

お聞きします。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

箱田町長。 

◎町長（箱田 彰君）  

今、国全体の流れとしては、社会教育課という概念、これはなくなりつつありま

す。確かに多岐にわたる複雑になる社会教育部門だろうと思います。昔は生涯学習

推進課、生涯学習をやってればいいというようなことを、それは語弊があるかと思

いますけども、ただ生涯学習というのは相当の幅と深さがございます。そういった

意味ではこの文化芸術も、子どもから大人までなれ親しむことがこの文化芸術の振

興になるという観点からすると、国もスポーツ部門と文化部門分かれて、それぞれ

の部署を置いたり、あるいはその知事部局あたりも、その辺の機構改革が行われて

るのは私も存じ上げております。 

これは今の数少ない職員の中から、そういった部門分け、今すぐというのはなか

なか困難性がございますが、今後の検討課題とさせていただきたいと思います。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

山𦚰議員。 

◎１４番（山𦚰秀 君）  
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新たな部署を作り職員を増員することは非常に難しいというふうに私も思ってお

りますが、粕屋町のクオリティーを上げるためには、必要なことだというふうに思

っております。粕屋町は、町から市へとクオリティーを上げるまちづくりを進めて

おります。町長が作った市制塾もその一環だろうというふうに思っております。 

犯罪の少ない町は教育や文化芸術が発展しているというふうに言われております。

福岡県や市では、公益法人文化芸術振興財団「わの会」や「アクロス友の会」を設

立しており、文化芸術の振興を民間の立場から推進しております。ふれあい育み支

え合う文化芸術のまちかすや、を基本理念とこの基本計画はしております。将来的

に市に移行したときは、粕屋町でも文化芸術振興財団を設立できる土壌を作ること

が、人と人とのつながりが求められる文化芸術が、広く町民に行き渡る、誰もがお

互いに気楽に気軽に触れ合うことができる思いやりのまち粕屋、を目指すことが将

来の粕屋町の文化芸術の姿であるというふうに思います。 

その基盤整備をこれから行うことが求められると思います。その基盤整備、基本

計画策定に当たっては教育委員会主体となっていると思いますので、教育長にも見

解をお聞きしたいと思います。ので、この土壌を作る、市制に向けた、要は、今は

一行政職員の流れでこの文化芸術振興を進めていこうというふうになっております

が、やはり、民間って言いましたけれども、民間の手を使いながらそれを醸成して、

市になったときに一気にそういった専門部署っていうか、新たな芸術文化振興の財

団なり、そういうものを作ったらどうだろうと。そのためには、基盤整備をやっぱ

りしなきゃいけないっていうのがあると思うんですね。 

その基盤整備をしなきゃいけないっていう思いに立って、市制に向けた取り組み

の中での、この芸術文化振興のあり方っていうのを見解をお聞きしたいと。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

西村教育長。 

◎教育長（西村久朝君）  

民間のというお話ですけど、確かに糟屋地区内にも公益財団法人ていうのを持っ

てる町がございます。また幾つかの市もありますが、ただこういった財団につきま

しては、文化施設のほうとタイアップをして、その中にそういった部署を作ってと

いうことが多いみたいです。粕屋町のほうにそれを当てはめますと、やはりサンレ

イクのほうにそういった財団あたりをお願いをしてと、いうふうな一応レールはあ

りますけども、あとは今おっしゃるようにサンレイクを管理運営していただいてる

その業者さんにそういった人件費とか、そういったノウハウとかというのをまた勉

強していただいて、私たちのほうもそちらのほうに社会教育課ができるだけ移譲し

ていきたいということは考えております。 
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確かに今議員がおっしゃるように、町民が文化芸術に触れ合うこと、子どもや若

者を育むまちと。これをやっぱり目指して、最終的におっしゃっていただきました、

ふれあい育み支え合う文化芸術のまちかすや、これが今回のこの計画の大きな柱、

スローガンになっております。これをやっぱり具体化していくのは、社会教育課を

中心として、今町が一つになってやっていきながらも、サンレイクとタイアップし

たりいろんなハーモニーホールを使いながら、そういったことでできるだけ町民の

皆さんに啓発をしながら、一緒にやっていくということが大事だろうと思います。 

せっかくちょっとご指名いただきましたので、実は土曜日に、糟屋地区の美術展

が古賀市のほうでありまして、表彰式に私と町長のほうも、また課長のほうも参加

したわけですが、粕屋町のほうも随分入賞されております。また来年度は、粕屋町

がこの美術展の会場になりますので、是非町民の皆さん方にもこういったものを広

めて直接触れ合っていただいて、じゃあ自分も来年それに参加しようかと、そうい

ったふうな意識も持っていただくのも一考かなと思いますし。夏休みに子どもたち

の体験ということで盆前に発表会があるんですけど、ああいったことも各サークル

が小学生を対象に、やっていただいておりますので。これをもっともっと啓発しな

がら、また場所の確保をしながら盛んにやっていきたい。 

この計画を作ったおかげで、そういった意識に皆さんなっていただければなとい

うふうに思っております。 

以上です。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

山𦚰議員。 

◎１４番（山𦚰秀 君）  

そういった意識を作るきっかけになればというふうに私も思います。しかしなが

ら、やはりここに予算の投入はないと、今までどおり口だけでは綺麗事を言っても

なかなか動く道理にはなっていかないというふうに思っております。ので、今回こ

の質問しましたのは、今までとどういうふうに違ってくるんだ、今までとどういう

ふうな動きになってくるんだ、スピード感を持ってどういうふうに動いていくんだ、

っていうのを、やはり示していただきたい。 

これが今までどおりやって、現実問題ですよ、第５次総合計画を見てると、今、

図書館の使用人数、目標値、あげてましたよ。目的では。だけど現実、図書館の来

場者減ってるんですよ。ということは、計画は作ったけれども、実際、実際問題、

右肩下がりなんですよ。これって何なんだろうって。目標を持って作った計画が右

肩上がりだったら分かりますよ、少しでも、目標いかなくても。ところが逆に下が

った右肩に下がってるってことは、何もしてないんじゃないかっていうふうに見ら
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れてもしょうがないんですよね。このように、文化芸術推進基本計画がならないよ

うにしていただきたい。しっかり計画を立てた以上は、名ばかりの計画ではなく、

実のある計画になるようしていただきたい。そういうふうに期待して、次の質問に

入ります。 

次の質問です。外国籍児童生徒の就学問題について質問をいたします。 

日本に住民登録をしている外国人のうち、小学生や中学生の年齢に相当する子ど

もは、全国で12万4,049人おります。そのうち15.8％に当たる１万9,654人が、学校

に在籍していない可能性が高いことが、文部科学省の全国調査で分かりました。 

粕屋町の状況を聞きたいと思います。まず、外国籍の児童生徒に相当する人数と

就学状況を聞きたいと思います。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

早川学校教育課長。 

◎学校教育課長（早川良一君）  

外国籍の小学生と中学生に該当する人数ですが、約20人ぐらいおります。 

就学状況といたしましては、町立の小・中学校に通学している児童生徒とインタ

ーナショナルスクールに通学している児童生徒、それとあと外国の学校に通学して

いる児童生徒等に分かれております。 

以上でございます。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

山𦚰議員。 

◎１４番（山𦚰秀 君）  

児童・生徒に相当する人数とその人たちすべてが今、それなりの町立小・中学校、

そしてインターナショナル、外国の学校で、すべて20人が行ってますと、いうこと

でありました。 

この町立小・中学校に入っていらっしゃる方は何人いらっしゃいますか。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

早川学校教育課長。 

◎学校教育課長（早川良一君）  

11人でございます。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

山𦚰議員。 

◎１４番（山𦚰秀 君）  

欧米では、移民の子どもが就学や就業の機会に恵まれないケースがあり、それが

社会の不安感につながっているってことが分かってきております。我が国が安定し
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た多文化共生社会を築くためにも、外国籍児への就学支援が欠かせません。 

４月の改正出入国管理法の施行により、日本で生活する外国人とその子どもは一

層増える見込みであります。厚生労働省がまとめた外国人労働者数の推移によると、

2015年10月末の調査では90万８千人の方が雇用されており、2007年に雇用時の届け

出が義務化されて以来、過去最高を更新いたしました。2017年の１月時点の発表で

は100万人を突破いたしました。最近は120数万人というふうに言われております。 

もちろん、増加すること自体が問題ではないのですが、2005年から2015年の10年

間で３倍近く急増している状況であります。国籍別に人数を見ると、中国が最も多

く全体の35.5％を占めております。次に、ベトナム、フィリピン、ブラジルと続き

ますが、対前年同期比を見ると、ベトナムが４万８千人以上、79.9％の増加を示し、

ネパールも約１万４千人、60.8％の増加と大きな伸び率となっております。急激な

増加により、地域社会など様々な議論が起きている状況となっております。当然そ

の中には家族を伴って日本に来ている場合もあり、就学相当の児童生徒も多くいる

と思われます。そうした中、自治体ではまず就学を促す取り組みが求められており

ます。 

粕屋町における就学支援がどのように行われているのか、聞きたいと思います。 

しっかり、今、20人が20人行ってるっていうふうにございましたんで、その就学

支援がきちっと行われてんだなというふうに認識しましたんで、その内容を教えて

いただきたいと思います。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

早川学校教育課長。 

◎学校教育課長（早川良一君）  

就学支援に関しましては、各学校のほうに、就学支援が必要な外国籍の児童・生

徒のほうを、何人必要かということをお聞きします。それで、今現在、日本語支援

員を配置をしてそのような支援が必要な児童に対して、学校生活上の不安解消や日

本語の習得を図っている状況でございます。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

山𦚰議員。 

◎１４番（山𦚰秀 君）  

日本には外国籍児に就学を義務づける法的規定はありません。しかし、希望すれ

ば地域の公立小・中学校へ就学できます。就学案内を送付したり、家庭訪問を重ね

ることで就学に結びつけている自治体もあるようであります。 

早川課長のほうからもありましたように、そういった支援を連携しながらやって

るっていうふうに思っておりますが、この支援をするに当たって、その情報という



－ 51 － 

のは住民基本台帳かなんかで把握するんでしょうか。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

西村教育長。 

◎教育長（西村久朝君）  

実際に入学してからの支援については、今課長申し上げたとおりですけど、実際

学校に通ってるかどうかは、家庭訪問はやってませんけど、電話連絡で学校教育課、

確認をしております。それから、就学案内の文書については、該当する家庭のほう

には送付をいたしまして、入学説明会のほうには参加をしていただいております。

それから粕屋町のほうにおいては、住基と関連しまして学齢簿も同時に作っており

ますので、国の調査のほうには大体うちはきちっと教育委員会としては対応してい

るということが言えるかと思います。 

あと実際に子どもの支援のほうですけど、11人実際小・中学校には在籍をしてお

ります。今ちょっと修正をします。その中で、両親とも外国籍または片側どちらか

が外国籍というのもありえます。子どもも日本で生まれた子と一緒に転居してきた

子と、いろんな場合がありますが、実際問題今支援がいる子どもについてはちょっ

と国名は差し控えますが、一家庭のみでございますので、そちらのほうの支援をし

ております。後の家庭９人については兄弟ですので、11人の内の２人が兄弟ですか

ら、あと９人については学校のほうで、通常の授業を受けられているということを

申し添えたいと思います。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

山𦚰議員。 

◎１４番（山𦚰秀 君）  

支援体制もしっかり行ってるっていうか、そういうふうになってるんじゃないか

なと、今ちょっと認識をさせていただきました。一応国のほうも、文部科学省のホ

ームページにも、外国人児童生徒の適応指導や日本語指導についての現状と課題と

取り組みっていう形で示されております。就学できない要因っていうのは、今のと

ころ、粕屋町では考えられないっていうか、しっかり相談を受けながらやってるっ

ていうふうに認識をしましたので、その要因については割愛をさせていただきたい

と思ってます。 

ここで、学習指導要領にも、この外国人に対する取り組み方、そして校長、教頭、

指導主事の研修のあり方と示されてるふうに思っておりますが、その辺のジャパニ

ーズ アズ ア セカンド ランゲッジ。ＪＳＬか、研修というのがあったと思い

ますけど、その辺は、粕屋町でも取り組みが行われているんでしょうか。 

◎議長（鞭馬直澄君）  
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西村教育長。 

◎教育長（西村久朝君）  

現実問題、そういった該当する子どものほうで困り感がないということで、実際

参加はしておりません。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

山𦚰議員。 

◎１４番（山𦚰秀 君）  

ということは、粕屋町においては、今のところ、外国籍児童に対する支援のあり

方はそんなに大変ではないと。今のところそういう対象者がいないので、そういっ

た研修についてはまだやってませんよということでよろしいですか。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

西村教育長。 

◎教育長（西村久朝君）  

実際教員のほうは、通常の子どもたちのほうの指導に当たっていただいておりま

すので、支援員のほうに、日本語指導教員のほうのみに対応をお願いをしていると

いうのが現状でございます。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

山𦚰議員。 

◎１４番（山𦚰秀 君）  

このホームページを見ると、そういった研修を行っていくと。それに対しても支

援をしていくし、外国人を入れる場合には３分の幾つかちょっとあったか分からな

いんですけど、補助いたしますよと、配置する場合。というふうに書かれてあるわ

けですよね。 

今後、粕屋町においてもやっぱり、私もこれを一つの基盤整備だというふうに思

ってます。市制に向けた中で、やっぱ市にトンッとなったときに、どれだけのやっ

ぱりレベルアップしてるかっていうのが非常に大事な部分であろうと思いますし、

今できることをしっかりやっていくっていうのも一つの大事な方策だというふうに

思ってますんで。この辺の研修カリキュラムっていうのは、僕はやられてるんじゃ

ないかなというふうにちょっと思って安心はしとったんですけど、粕屋町において

はまだやってないということであれば、やらない理由はそういうことだろうという

ふうに思いますが。やはり、今できること、また、大学と連携してそういった大学

生においても、教員になる資格試験においても、そういった研修してますよってい

うことであれば今後、そういった課題が出てくるのかなと思っておりますんで、で

きましたら、大変な業務の中あると思いますけど、この研修カリキュラムもやっぱ
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り実行に移してほしいなというのが、私の願いでありますので、できましたらお願

いしたいというふうに思っております。 

やはり、選ばれる粕屋町という町長の発言がありました。私も本当にそうなれば

いいなというふうに思ってます。そういった意味で、今回芸術文化振興計画だった

り、外国の方が来ても、やっぱりあそこいいよねと言われるような町にやっぱりし

てかなきゃいけないというふうに思っております。その思いは多分町長も一緒だろ

うというふうに思いますので、市制に向けた取り組みを、しっかり基盤整備をやっ

ていただきたいというふうに思っております。 

少し早いですが、これで私の一般質問を終わります。 

以上です。 

（14番 山𦚰秀 君 降壇） 

◎議長（鞭馬直澄君）  

暫時休憩といたします。 

再開を午後１時といたします。 

（休憩 午前11時55分） 

（再開 午後１時00分） 

◎議長（鞭馬直澄君）  

それでは、再開いたします。 

議席番号６番、太田健策議員。 

（６番 太田健策君 登壇） 

◎６番（太田健策君）  

議席番号６番、太田健策です。通告書によりまして、一般質問をさせていただき

ます。 

今回の質問は、一問目が旧焼却場の解体についてと、二問目は朝日区町営住宅の

建て替えについて。三番目にボタ山開発について質問をさせていただきます。 

まず、旧焼却場の解体についてなんですが、旧焼却場は私にとっては思い出深い

焼却場であります。なぜならっていいますと、私が初めて朝日区に来まして、それ

で初めて組長になった時にこの解体の話が出てきまして、当時の安河内町長が町長

されておりまして、一生懸命調整されておりましたので、これは焼却場なんていう

のが、なかなかうまく作るとには賛成とるのは難しいやろうというようなことで。

これは一生懸命協力して、何とかこういうものを建てるようにせないかんというこ

とで、一生懸命になって協力したことをよく覚えております。その中で建ってしま

ったら、いろんなやはり問題が起きまして、やはり燃焼の温度が低いということで、

煙が朝日区の住宅の中に降りてきたり、それやら周辺の草木にカメムシが大量発生
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しまして、布団の中に入って、とまってあれが臭いにおいがしてですね。あそこの

町営住宅の人だってから、大変もう困るということで文句が出ておるのを聞いてお

ります。 

中で、25年の６月に因清範町長の時に、焼却場の解体について質問をいたしまし

た。その時の返事は、25年度から解体に向けての設計をするようなことにして出し

ております、というような町長からの返事をいただいております。それから26年の

３月議会にも、解体について質問いたしましたが、解体についての見積りによる設

計というのは、３月までに出されるようになっております、ということで、やはり

因清範町長が答えてありました。26年の６月議会で質問した時には、今の副町長で

あります吉武副町長は、公共施設等総合管理計画を策定を予定しておりまして、計

画の中で除去する施設として解体を計画いたします。解体の時期としましては、平

成27年度末までに公共施設等総合管理計画等の策定を完了し、翌28年以降に財政状

況を見ながら除去する施設として、解体の計画となります、というような答弁をい

ただいております。また、その後因辰美町長の時に、29年の３月議会ですが、質問

いたしました。その時は、解体費が聞きますと３億４千万位かかると。そしてその

後の土地の利用がどうなるかっていう、全く計画されておりませんので、今のとこ

ろまだ先送りになっております、というような返事をいただきます。崩さなきゃい

かないと理解しておりますが、なるべく財源が許せば、対応して参りたいというこ

とで報告を聞いております。 

そういう報告を、私も地元の人たちにこういう計画になっておりますよいう報告

を逐次しておりますが、その後、計画もどうなっておるのか分からない状況であり

ます。ということで、現在の計画の状況はどうなってるのか、説明をお願いいたし

ます。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

箱田町長。 

◎町長（箱田 彰君）  

旧焼却場の解体については、今議員がお示しされたとおりでございます。 

過去何度もこの解体について、トライと言いますか、やろうということで先人の

方々がされたんですが、なかなか実際に着手できなかったということでございます

が。今回私は、再度の汚染調査も踏まえて着手するように、原課のほうにも指示を

しております。 

詳細につきましては、原課のほうからお答えさせていただきます。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

安松道路環境整備課長。 
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◎道路環境整備課長（安松茂久君）  

現在の計画ということでお答えさせていただきます。 

本年４月に、旧焼却場の土壌汚染の可能性を把握するための、土壌汚染状況調査

を実施しております。この調査の結果で特定有害物質、これ重金属になりますが、

土壌溶出量基準を超過しておりましたので、現在、汚染の深さを把握するための土

壌汚染、詳細調査を10月に発注をしているところでございます。詳細調査の結果を

もとにしまして、平成25年度に実施しております解体撤去設計の修正を令和２年度

に行いまして、解体撤去工事をその年に発注いたしましてから、令和３年度末まで

の完了を計画をしているっていうところでございます。 

以上でございます。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

太田議員。 

◎６番（太田健策君）  

計画が令和２年から施工するようなことを言われておりますので、それは大変あ

りがたいと思っておりますが、地元はやはり、焼却場の真下にある朝日区について

は、やはりそういう状況を早く連絡して、解体を予定しておりますので、支障があ

りましたら準備の程、しとってくださいというような、やっぱり報告等をしてやっ

とかないと。また急に解体するけんっちゅうて、やはりどんな被害がかぶってくる

かも分かりません。 

それで、そういう朝日区のほうには、何かその解体のことでやることは、報告は

されておるのかどうか、ちょっとその辺をお尋ねいたします。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

安松道路環境整備課長。 

◎道路環境整備課長（安松茂久君）  

誠に申し訳ありませんが、現時点では朝日区を含めまして、関係行政区のほうに

対しましての報告はまだ行っていないというのが現状でございます。 

現在は先ほど申しましたように、土壌汚染の詳細調査、これ深さの調査を実施し

ておりますので、その結果をもとに、解体に伴う設計の修正業務を行いますので、

解体の方法などを含めて、審議会なり関係行政区への報告を今現在は考えておると

ころでございます。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

太田議員。 

◎６番（太田健策君）  

なんで地元の朝日区に報告されないかという質問をしますのは、これは箱田町長
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にも朝日区との協定書をお上げしとったと思うんですよね。まだ協定書があるんで

すね。この協定書が完全に実行されてないんです。協定書を交わされたのは、五町

か五区か何かあると思いますが。ほかの区との協定の施行のどうなってんのかちょ

っと分かりませんが、やはり私の所の部落とは、こうやって協定書が残っておりま

す。 

この協定書の中で、私も何辺も言ってきておりますが、やはりこの協定書の中の

やっぱ守られてない分を、やはり今回どうするのかというようなことで、やはりそ

の当時の方は、もう私以外に分かるような人は歳とって亡くなっていっておらんよ

うなってありますので、今の区長さんも、こんなと持ってないかと思いますよ。だ

からやはり女の方は知ってあります、協定書があることは。そういうことは、やは

り守ってこれを完全にやはり遂行して安心して解体するようにしないと。 

この焼却場の協定書をほったらかしとって、解体するよと。そしたら解体するに

至ってまた朝日区から、協定がどうしてくれこうしてくれというようなお願いのこ

とが出るかもしれません。その時に、まだ当初の計画も残っとうとに、新しい計画

出して何で守られるか、というようなことを言う人も出てくる可能性がありますね。

やはり約束事ちゅうのは町長。町長の時、箱田町長の時やないかもしれん、安河内

町長の時とかもしれませんけどね。やはりこれは、各町長に続けて引きずっていっ

てもらうわけでしょ。ということは、やはり町長になったすぐ、そういうものはあ

るかないか確認をして、それをやっぱり実行して地元を安心させる、というような

やっぱり方法をとっていかれないとね。 

これは放ったらかして、内容として見られたら出来るもんと出来んもんとあるか

もしれません。しかし、それは地元と納得さして進めていくようなことでしないと。

ほかの区も、協定書見られたと。終わったとこもあるかもしれませんけど、それは

やはり町としてはやっぱり、そこら辺の責任が町が度合いをちゃんと守っていくと

いう、やはり信頼関係がないとですね。なかなかこう恐らく、いろんな問題からし

て、解体する時ということになって、またいろんな団体を作る可能性もありますよ、

解体についての。そういうごちゃごちゃになった時に、前んと守っとらんやったら

新しいことも守られんちゃないか、という疑いを皆さんに持ってもらうようなこと

になりますね。だからまずこれをどうするのかと。先に解決して、次に進もうとい

うようなことにされないと。何もかんもそういうふうなことに塞がれますよ、町が

やることは。 

町長、それについてはどんなふうですかね。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

箱田町長。 
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◎町長（箱田 彰君）  

関係の行政区には、今度はっきりした解体の方法も決まって参ります。 

調査結果によって解体のほうが変わりますので、当然、それを関係行政区、並び

に審議会等にご報告する時に、こういった過去の協定についての確認も含めたとこ

ろの協議は行いたいと思っております。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

太田議員。 

◎６番（太田健策君）  

それで今、環境問題も世界にもね、広がっとう問題ですから、やっぱ地元の人た

ちでも、そのダイオキシンなんちゅうのはものすごく心配される問題があるんです

よ。だからそういう問題でも、先にぴしゃっとそういう問題を解消して心配ないよ

うにされますよ、というようなことを言われないと。前のやつも残っとって、今度

のもどげんなるか分からんけん、あそこの町営住宅見てんですか、もう空き家。町

営住宅も空いておりますけど、ほかの空き地も家建てて住んでくる人も少なくなり

ました。 

だからやはり、そういう昔からの低所得者がおられた炭鉱の後の住宅に住まれた

方やらのところは、やっぱり見捨てないでやはり手を差し伸べてほかの棟と差が付

かないようにしてやらないといかんとやないかなと、私は思っておりますが。 

町長はその辺の考えは、どんなふうに考えてありますかね。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

箱田町長。 

◎町長（箱田 彰君）  

決して見捨てるとか、差を付けるっていう気持ちは全くございません。 

皆さんが快適に住みやすい環境を作るのは町長の務め、町の務めでございますの

で、そういった意味では、公平に行政の執行をやりたいと思っております。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

太田議員。 

◎６番（太田健策君）  

町長もそういう考えやったら、早く課長に指示してこういう問題を先に解決しな

さいと。この問題すぐ解決しようと思えば解決出来る訳ですから、話し合いすれば

いいんですから、先に進めないと。今、町長が言われた言葉を地元の人に理解をし

てもらうということになれば、残っとった問題を先に解決させてください、という

ふうに言うて解決して次に進むようなことにされたほうがいいんじゃないですかと。

私はそう、私やったらそういう解決方法で、うまくあれが解体されて、なくなるよ
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うな方法でやりたいと思います。 

それと、朝日区だけじゃないですが、横に浄水場がありますね。浄水場があるっ

ていうことは、やはり私も建設業で解体もしておりましたから、やはり煙突の内側

にはダイオキシンがいっぱい引っ付いております。それで、解体する時にやはり、

浄水場のほうに飛んで行く可能性もあります。 

それで、上下水道課の課長とその辺の解体についての打合せは、松本課長と話は

何かされてるんですかね。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

箱田町長。 

◎町長（箱田 彰君）  

まず、この解体の方法をどうするかっていうのが決まってからということになり

ますが、当然浄水場への影響をしないように対策は講じます。 

詳細につきまして、道路環境整備課のほうからお答えします。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

安松道路環境整備課長。 

◎道路環境整備課長（安松茂久君）  

浄水場の影響につきましては、当時、平成25年度に設計をした時にも、上下水道

課とは協議はしております。 

それで、解体工事施工時におきましては、管理棟及び倉庫以外の煙突及び工事

等々につきましては、すべて養生シートで覆い、ダイオキシン類や粉じんが飛散し

ないように、最善の注意を払って施工はしたいというふうに考えております。また

隣接いたします浄水場には、開放型の水槽がありますので、ここにもシート等によ

り、密閉養生を行いまして万全の安全対策を行いますので、影響は少ないというふ

うに考えております。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

太田議員。 

◎６番（太田健策君）  

課長も解体に詳しいとですね。ダイオキシンなんちゅうのはシートぐらいじゃね、

シートの間から飛んでいくんですよ。そういう子どもだましみたいなね、答えじゃ

ね、普通の素人とならそうですかっていうことになりましょうけど、私の専門なん

で。 

古賀市も須恵町の煙突も解体してきておりますから、よう知っておりますが、煙

突解体する時は、宇宙服なやつを被って、吸わないようにって解体するんですよ、

解体する人は。それからその周りもそれだけの被害はできるんですよ。だけん業者
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と話する時は、そういうとこまでを詳しくある程度勉強していかないと。 

ただシートで養生しますいうようなことでね、話を通しますと、結果的に問題が

起きた時には、これは粕屋町民のとこが全部被害行くんですよ。水がいっとるわけ

ですから。それをよっぽど慎重に構えていただかないと。簡単にシート張って業者

とできる飛ばんようにしますとかいう簡単なことで、打ち合わせされるとね、やは

り大事な事が起きた時には、誰が責任をとるかって。責任な誰もとらんでしょ。公

園の橋が落ちても、誰も責任をとった人はおらないと。町は、協定書の約束事があ

ってもこれは守らんで、何もせんと。そしたらどげーやって町は一般の人からの信

頼をかち取るんですかねこれ、ねぇ町長。 

だから早くこれを課長に指示して、早くこれを協定書の中身を精査して、される

やつからやりなさい、という指示をするのが、トップの仕事やないとですかね。違

います。これもせんでから放ったらかすとやったら、恐らく解体の時に賛成を周辺

からは頂けんかもしれんですよ。そういう環境問題ちゅうのは一番大事なことなん

ですよ今。ねぇ、世界でもいろいろ問題になっとるように。そこまでやはり慎重に

考えて事を運んでいただきたいと。 

それぞれの各区と、やはり協定された分がどうなってるのかと。駕与丁区のあそ

こに焼却灰を捨てておって舗装してありますね。あれもやはり、将来的に駕与丁区

とどういうふうにやっていくのか、やはり打合せをされないと。あそこはダイオキ

シンの灰が埋まっとるんですよ。今、ダイオキシンじゃ一生消えんのですよ。そこ

ら辺はやっぱり責任持ってね。やっぱり地元とのそういう、地元が納得されればそ

れでいいですよ、あそこに埋まっとうちゅうことが。しかし、知らない人が多いで

しょうから黙ってありましょうけどですね。やはり役所っちゅうのはそういうもの

じゃ分からんから、せんでもよか、というようなことじゃ済まんでしょう。やはり

それはちゃんと地元に納得させて、次の段階に進むというような準備をしてやって

いかないと。問題が起きてからじゃ、問題が起きても何もせんやったら、もう何も

ないっちゃけんちゅうて済ませれば、それで公共のほうはよかかもしれん。 

是非ともやっぱりそこ辺を町長が本当に今回、それを計画してやろうとされよう

となら、是非ともそれをね、済ましてから計画してくださいよ。よろしくお願いし

ときます。 

何かありますか。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

箱田町長。 

◎町長（箱田 彰君）  

ご指摘ありがとうございます。 
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新しいといいますか、その解体の内容につきましても、やはり地元区のほうの興

味といいますか、ご関心があろうと思います。 

それも含めて地元区とは誠意をもって、いろいろ協議を重ねていきたいと思って

おります。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

太田議員。 

◎６番（太田健策君）  

それでは続きまして、朝日区の町営住宅の建て替えについて質問いたします。 

公共施設等総合管理計画を前に25年ですかね、28年11月に配付されておりますが、

この公共工事管理計画どおり進んでおるのかどうか、ちょっとお聞きしたいんです

が。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

中小原住民福祉部長。 

◎住民福祉部長（中小原浩臣君）  

粕屋町の町営住宅につきましては、粕屋町町営住宅長寿命化計画に基づきまして、

計画的な改修工事を行っております。そして粕屋町公共施設等総合管理計画の基本

方針であります居住性、安全性などの維持向上を図りながら、現在計画どおり進ん

でおります。 

朝日区町営住宅の建て替えにつきましても、今後粕屋町町営住宅長寿命化計画や

事業手法の適切な検討を行いながら、社会情勢や町の財政状況を考慮しながら、計

画を進めてまいりたいというふうに思っております。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

太田議員。 

◎６番（太田健策君）  

朝日区の町営住宅の計画、長寿命化計画では、朝日の第１団地が平成31年、第２

団地が平成33年と34年、第３団地が平成35年という計画で、建て替えの計画はなっ

ておりますが、これまでに27年の３月議会に一般質問したところ、当時の水上住民

福祉部長が答えておりますが。 

朝日団地につきましては、いずれも耐用年限が迫っておりますので、５年後の見

直しの際には方向性を決められるよう、平成28年度からその準備検討に行っていき、

見直し計画の中に盛り込んでいきたいと考えております、という回答をいただいて

おります。といいますのは、27年３月など５年ごとに、もう建て替えの計画はでき

上がっとらないかんと部長思うんですが、この報告によりますとですね。 

どんなふうですかね、この計画については。 
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◎議長（鞭馬直澄君）  

石川介護福祉課長。 

◎介護福祉課長（石川弘一君）  

太田議員さんがご指摘のとおり、長寿命化計画の本期間は朝日１団地が平成31年、

２団地が34年、３団地が35年というふうに定めております。 

この中で長寿命化の期間が、平成25年度から平成34年の10年間ということで計画

をしておりますので、朝日１団地、２団地、３団地を含めたところで計画をさせて

いただきたいと思っております。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

太田議員。 

◎６番（太田健策君）  

27年のね、９月議会で、これ因町長の時に、私が一般質問しとるんですよ。そん

時は、町営住宅第２団地にここに５階建てを建設しようちゅうことで管理計画はな

っておりますと。第２団地に。いうようなことを、そうすると第１団地第３団地は、

引っ越しというようなことはやらないで、そのまま建つまでおり続けられるという

ことで、当時の因清範町長は、そう答えられておりますが。 

いつどういうふうにこれ変わられたんですかね。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

石川介護福祉課長。 

◎介護福祉課長（石川弘一君）  

太田議員さんご指摘のとおり、長寿命化計画には、建て替えの計画っていうこと

でございますけれども、こちらにつきましては直接建設による手法ということでケ

ーススタディーのっていうことで一例を長寿命化計画に載せておりますが、直接建

設するのか、それ以外でするのかっていう手法を今後検討していきますので、その

中で改めて検討させていただきたいと思います。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

太田議員。 

◎６番（太田健策君）  

課長ね、くるくるくるくる変わったら地元に住んどう人はね、いつ追い出される

っちゃろうか、どげなると。あと入られるっちゃろうか入られんちゃろうか、その

心配みんなしよんしゃあとですよ。あなた知っちゃあごと年寄りばっかりよ。ね、

この頃も亡くなられました。また、やけ起こして灯油を投げて火事にもなりました

よ。そういう人たちのその心配事がやはりあるから、そういう問題が起きてくるん

ですよ。だから方向性は、もうぴしゃっとどういう方向でやるということは、今か
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ら考えさせてくださいじゃ、これ管理計画は確か今年中に作るというようなことで、

返事もろうとらせんやったですかね。課長が変わったけん、途中から変わらしゃっ

たけん、知られんかどうか知りませんけど。そういう返答でなく、各担当課で公共

施設の管理計画を計画してしまいます、というような返事をいただいておりますけ

ど。また今言われると、何かちょっと変わったような考え方になって、私は管理計

画に基づいて、コピーして皆さん方にこういうね、時期になったらこうなりますよ

ということで、皆さんに配布しとるんですよ。そうせんと、えらい心配しんしゃる

から。どうなっとうとですか、どうなっとうとですかと。後から来た人にはあんま

りそういう心配はない。前からおる人は、いつ追い出されるっちゃろうか。お金も

ないけん、ひょっと追い出されてよそ部屋を借らないかん、アパート借らないかん

ってなったらどうなるとですかねって言うて。心配して来んしゃんですよ。やはり

何かね、基本となる正しい方向性を出してやらないとね。心配事でたまらんとです

よ。あの建物を自分の家がね、何日までで契約が終わるということやったらどうし

ようかということで、心配ばっかりせないかんでしょう。人の家やけんと思ってね、

コロコロ考え方変えてもらったらね、それは住んどう人はたまりませんよ。 

そりゃお金もっとりゃどこでも行かれますよ。あそこ、低所得者世帯でしょ。行

くとこもない人も大分おりますよ。だからやはり計画だけをね、間違いない計画を

ぴしゃっと作って、こうなりますからこれまで待ってくださいなら待ってください

と。そして、立ち退きになった時は、次の新しく建つとこには入れますからという

約束事か何かなからんと。ほかどこ行くか分からんどっか探してしもうたら、次に

入る時は、入られるかどうかも分からん。それでは低所得者に差別をするようなこ

とになってしまうんですよ。そこ辺はね、私何遍もさっき質問しよんですよ。皆さ

ん方にこれ報告しとう以上ね、今回でも正月前にやはりどうなっていくのかという

ことで、皆さんやはり年寄りですから、来てない方おられますけどね。ちゃんとね、

報告をしますからと。心配せんでくださいと。あなたたちが心配するようなことが

ないように、町のほうとちゃんと話し合いしてやりますからと、言うとるんですよ。

80世帯ありますよね。80世帯。やはりその人たちの生活を守るようなことはね、特

別ようしてやる必要ないばってん、最低限やっぱ守るような約束だけはね、ぴしゃ

っとやっぱしてやらないと。それで公民館もあるんですから、公民館に地元の説明

会でもして集まってくださいと。皆さん方の考え方はどうですかと、そういうこと

はやはり聞かれないとですね。 

この長寿命化計画の中では、書いてありますよちゃんと。居住者との合意形成、

ね。建替え事業に当たって事前に説明や、アンケート調査をすることにより、でき

る限り計画段階から入居者の意見や要望をもとに、合意形成を図りながら進めると。
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本計画では入居者にアンケート調査を行って、建替えについて具体的な要望・聞き

取りが不十分であるため再度調査が必要であるということ。書いてあるんですよ。

これ調査せないかんでしょ、不十分なら。それから、空き家公募の停止。建替え事

業を円滑迅速に推進する上で、建設に伴う移転や仮移転を最小限にとめた入居者負

担の軽減、計画的な住居建設事業費の軽減などを図るために適切な時期に空き家公

募の停止を行う必要があると。だから、空き家の公募の停止も、いつまで公募する

かせんかちゅうの、ここで決めないかんのですよ。そうでしょ。 

そういうやつもこれは誰も、おたくたちが作ったんですよこれ。ね、部長。それ

とここには、民間の賃貸住宅との連携とかいうて書いてありますけど、民間の住宅

借りられるような余裕のあるひとかた、そうそうはおられませんよ。やはり、建て

て、今住んだところに建て替えてもろうて、住みたいというような人が、ほとんど

やないかと思いますよ。是非とも、そういう引っ越しやら仮住宅にしようが、町が

どうしてくれるのかという心配もね、抱えられておりますよ。 

それから新しく入居する場合は今まで住んでいる人、優先するのかと。石川課長

どうですか。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

石川介護福祉課長。 

◎介護福祉課長（石川弘一君）  

質問にお答えさせていただきます。それにつきましてもまだ、現時点でどういう

形になるかというお答えがまだ出来ませんので、詳しい説明は出来ませんですけれ

ども。 

もちろん決まりましたら先ほどの、いつに住めるのか、仮住まいするのかってい

うのも含めて、入居者の方には十分な説明を行っていきたいと思っております。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

太田議員。 

◎６番（太田健策君）  

石川課長、噂ちゅうのがね、飛んでいくんですよ、どんどん。ね。誰かが酒飲ん

で、朝日住宅はもう誰も住まれんごとなるばいとか。そういう噂がね、飛んで回る

んですよ。だから住んである人はね、心配されるんですよ。だからそういうやはり

最小限度のね、ことは早く建替えに際しての地元説明会とかいうのもされて、地元

の人が安心して建替えの時期の来るまで心配せんで待っとかるうような状況にして

いただきたいと思いますんで、是非ともその計画をやっていただきたいと思います。 

それから、三問目に入りますけど、ボタ山開発について質問させていただきます。 

現在のボタ山について、町長は大体、あそこをどの方向で将来的にやっていきた



－ 64 － 

い、その何か考えがあれば教えてください。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

箱田町長。 

◎町長（箱田 彰君）  

私の考えの前に、整理する意味で、若干過去の経緯も含めてご説明をしたいと思

います。 

ボタ山もう皆さん御存じのとおり、広大な敷地面積、その中にそれを誇りますボ

タ山跡地でございますが、昭和56年、志免町、須恵町、粕屋町の３町に国鉄志免炭

鉱ぼた山開発推進協議会が設置されました。その後昭和61年、３町に対して有償譲

渡。これは28.4ha分を１億円という金額で有償譲渡され、ボタ山開発の早期実現

に向けて３町での協議が重ねられてきたところです。これがスタートした時点でご

ざいます。 

この３町の協議会では、清掃施設、娯楽施設などの設置を今まで過去も検討して

きておりましたけれども、実現には至っておりません。平成23年頃からは、自然活

用型の利用も検討されてまいりました。以後、ボタ山開発につきましては、多額の

費用が必要であることから、自然活用型の利用を基軸として管理しつつ、民間企業

からの優秀な提案を待つという状況で、今まで推移しております。昨年の協議会総

会において、ボタ山の管理及び開発の対応についての様々な意見が出されておりま

す。この協議会の総会後、ご意見等を執行部のほうで検討しまして、まず執行権の

確認、そして財産の管理、管理体制や内容などにつきまして、私を含む３町長で協

議を行いました。結果、問題・課題を整理して、法的な根拠等を照らし合わせなが

ら、開発に対する協議会の規約、そして日常の管理のための管理計画、及び共同管

理執行規約、財産運用に関する具体的取り扱いのための財産管理規定。これを新た

に作成し、現在、各町のぼた山開発推進協議会の皆さまにご審議をいただいてると

ころでございます。 

今後その開発審議に関わる体制等を整理しまして、現状の管理内容を明確にしな

がら、優秀な開発案の提案があれば、速やかに３町長でまずは協議し、各町議会か

らのご意見なども参考としまして、対応をしてまいりたいと思っております。 

従いまして、これは３町の共有の持ち物ですので、３町の町長である程度先を判

断しながら、ご意見を伺うというそういう構図で、今後、このボタ山の開発を推進

していきたいと思います。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

太田議員。 

◎６番（太田健策君）  
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町長にお尋ねしますが、あそこは28.79haあるように聞いております。 

前、因部長が因光臣さんが都市計画部長の時に一般質問をしたんですけど。その

時は、このボタ山産廃ですか、産廃じゃないんですかという質問をしたんです。そ

したら、一応産廃という県のほうから聞いておりますと。そういうことで、町長１

億円で買われて、産廃多く出したら何億円かかります。結局はこれはどこから買わ

らしゃったか知らんばってんが、日本国有鉄道九州総局、町の契約となっとうなら

これはだまされたっちゃないですかね。ボタなら。ボタあれ出したら何億かかかり

ますよ。前あのボタを片づけて、どうのこうのという話がありましたから私もその

関さんのときに聞いたことありますけど。 

それと、あそこにし尿処理場が出来ておりますね。あそこだけは、何で物が建っ

とるんですかね。あとＳＮＣって奥のほうに、志免のほうに工場がありますね。あ

そこも建物が建っとんですね。建物はだから、何でボタ山にはあそこもボタ山の一

部やから建物が建たんっていうことにはならんちゃないかなとちょっと思ったもん

ですからね、ちょっと質問するんですけど。 

誰かその辺で分かる方おったら。何であそこだけ建物が建っとるのかと。本来な

らし尿処理場もあそこ建ったんでしょ。ボタ山の一部ですから。その辺も、分かり

ませんね。それと町長、28.79haあるっていうばってん、全部が全部木が生えてお

りませんけど、木がもう大分大きくなりましたね。あれを例えば今度は、伐採除根

して片づけてということになると、１億円ぐらいかかるんじゃないですか。それだ

けでも。環境課の伐採除根伐採の片づけあたりどのくらいかかると思われますか、

金額的に。ねぇ。大概かかりますよ、あれ。本当にそのまままだ、５年も10年も置

いとけば木はどんどん大きくなるばかりで、どんどんお金を追加せないかんという

ことになるか。早く何かに決断して、木を取るなら取って、お金のかからんうちに

処分してしまわないと。あのまま大きゅうなしてしもうて、木が生えたって言うて

喜びよったら大変なことになるんじゃないですかね金額的にも。私も、その辺を心

配しております。 

１億円で買うたことが、とてもやなから何もかもする時は10億ぐらいかかって、

ボタ出すとにもお金はかかる。いうことで、なりますんで、早くやはり結論を出す

か。それと、どうかしたらのこの日本国有鉄道にそういうだまされた、買わされた

と。裁判か何か起こして買い戻せ、というようなふうな運動を起こされたほうがい

いかなと。極端な意見ですけど。そう思いましたからですね。 

町長どんなふうなこの３町の町長会に行かれた時も、こういう負担のかかるよう

なボタ山持っとっても、何もならんから、どうするか結論を急がれたが、いいっち

ゃないかと思いますけど、どう思われます。 
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◎議長（鞭馬直澄君）  

箱田町長。 

◎町長（箱田 彰君）  

取得して、当時は本当にボタが表面上もごろごろして、実につく全く木一本も入

ってないような草一本も生えていないような状況でございました。 

33年が経過したら、今、多分当時の状況を知らない今の子どもたちは、普通の山

があるんじゃなかろうかと、いうような誤解するぐらいのとこでございますが。そ

れだけ大きな木、大木にもなっておりますけども。これは反面、山体の崩壊を防い

でるという、そういうプラスの面ですけども、若干あるかと思います。 

ボタ山の活用につきましては、これはもう民間のやはりご意見、知識、ノウハウ

を我々も提案を受けながら、この３町で今後も検討して参りたいと思いますが。 

今おっしゃるように、未来永ごうそのままにしとくということはございません。

ただ、やはりお金がかかるということも踏まえて、それをじゃあいくら財政負担が

少なく、そしてまたこの３町の住民にとってプラスになるような住民の、何といい

ますかサービスの供用ができるような、そういった施設にするべきだと思いますの

で、その辺も含めまして検討をしていきたいと思います。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

太田議員。 

◎６番（太田健策君）  

今焼却場と団地とボタ山を質問いたしましたけど、できる限り早く決断をしてい

ただいて、地元の粕屋町の町民が安心するような計画を早く出されることをお願い

いたしまして、私の質問とします。ありがとうございました。 

（６番 太田健策君 降壇） 

◎議長（鞭馬直澄君）  

暫時休憩といたします。 

再開を14時５分といたします。 

（休憩 午後１時55分） 

（再開 午後２時５分） 

◎議長（鞭馬直澄君）  

それでは、再開をいたします。 

傍聴者の皆さまにお願いを申し上げます。携帯電話等お持ちの方は電源をお切り

になるか、マナーモードへの切り替えをお願い申し上げます。 

それでは、議席番号２番、井上正宏議員。 

（２番 井上正宏君 登壇） 
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◎２番（井上正宏君）  

こんにちは。議席番号２番、井上正宏です。通告書に従いまして一般質問をしま

す。 

最初に、ゆうゆうサロンの活動の拡充にということで、町長にお伺いします。ゆ

うゆうサロンの現状に関する町長の見解と、高齢者全体に対するゆうゆうサロンへ

の参加者の比率と、今後の参加者を増やす、具体的な対策は何か考えてありますか。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

箱田町長。 

◎町長（箱田 彰君）  

まず、ゆうゆうサロンの目的でございます。 

これは、地域と行政が一体となって、高齢者の方々の健康寿命の増進、そして地

域コミュニティー、これは副次効果でありますけれども、地域は地域で守るんだと。

そういうふうな地域力の増進のためにも非常に有益な事業だろうと思っております。

このゆうゆうサロンの運営には、人材、そして場所の確保、これは非常に大事とい

いますか、必要不可欠なことでございます。 

その点につきましても、昨今ちょっと若干問題がございます。それも含めまして、

原課のほうから詳細をご説明いたします。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

中小原住民福祉部長。 

◎住民福祉部長（中小原浩臣君）  

ゆうゆうサロンにつきましては、公民館それから集会所を含めまして、24箇所現

在行っていただいております。それぞれ年間約40回程度開催していただいておりま

す。これは、住民主体の介護予防活動という位置づけで行っていただいております。 

現在、ゆうゆうサロンを実施いただいております地元の区長さんをはじめまして、

関係者の方々、またボランティアの皆さまには、日々の活動にご理解、ご協力いた

だいております。本当に感謝いたしております。 

参加者の比率ということでございますけれども、現在町内の65歳以上の高齢者は、

今年の４月１日現在で8,411名おられます。その内、今年度のゆうゆうサロンの参

加登録者数は593名おられます。これは比率といたしまして、7.1％というふうな数

字になります。まだ7.1％ということでまだまだ低い状況ですけれども、これは昨

年の実績なんですけれども、実際参加されておられます参加者の85％は75歳以上と

いう形になっておりまして、75歳以上の方だけで算出いたしますと、参加率は14．

4％というふうな形になっております。 

それから参加者を増やす対策ということでも答えてよろしいでしょうか。対策と
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いたしましては、啓発が大事だということで、区長会それから民生委員会での御案

内、それから実際参加されておられます参加者、それからボランティアさん、直接

紹介していただくことや、また介護とかいろんなところの窓口や、電話で応対した

時に、その時にご紹介・案内しておるというような対策をしているところです。 

以上です。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

井上議員。 

◎２番（井上正宏君）  

ゆうゆうサロンにつきましての町長の見解、並びに中小原部長の答弁は承知いた

しました。 

続きまして、今後このボランティアを育成するための計画。活動・企画計画を何

かしてありますか。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

中小原住民福祉部長。 

◎住民福祉部長（中小原浩臣君）  

ゆうゆうサロンのボランティアの方々、それから粕屋サポーター制度の活動と位

置づけております。 

ゆうゆうサロンボランティア全体会では、ほかの地区の、ほかの行政区のボラン

ティアの交流会も実施しております。また、希望があれば、ほかの地区のゆうゆう

サロンの見学も実施いたしております。また、かすサポ全体会では、ゆうゆうサロ

ン以外のかすサポで行われている生活部、それから運動部、ＩＴ部との他団体との

情報交換、それから地域で活動されておられます、ボランティア団体への紹介、そ

れからいろいろな講座、例えばみんなで支え合う粕屋町というような講座も開催い

たしております。そのほか研修会、学習会、報告会を各一回ずつ毎年実施しており

ます。 

皆さんが参加しやすい内容の企画も、今後とも考えてまいりたいというふうに思

っております。 

以上です。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

井上議員。 

◎２番（井上正宏君）  

関連で提案ということでよろしいですか。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

どうぞ。 
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◎２番（井上正宏君）  

ゆうゆうサロンはボランティアを中心に、平成13年社会福祉センターを中心に、

内橋三、花ヶ浦、長者原中からスタートして、現在24のゆうゆうサロンがあり、基

本的にはボランティア主導の住民主体の活動となっているということで、先ほども

箱田町長が少し述べられたところと重複しておりますが、私もそういうことで認識

しております。 

ゆうゆうサロンの立ち上げ当時から年月もたち、早いところでもう21年の活動実

績がありますが、その中で、町民の皆さまから寄せられる声もいろいろあります。

またその中には、行政単位でのゆうゆうサロンを希望してある町民もおられます。

また、現在24独自で活動されている運営を、ボランティア主導から行政主導に切り

替える時期が、来ているのではないかという町民の声もたくさん聞きます。 

今後、確実にやってくる高齢者の増加。当然月日がたつ中で、どこのゆうゆうサ

ロンも増えていかれるんじゃないかなと思いますが、これが週一回の取り組みを二

回にせんと間に合わんかなとか、公民館の施設では狭いなどとかいう、そういうた

くさんの意見とか要望とか提案が出てくると思われますが、このような状況を考え

まして、ボランティア主導での運営は難しい面も出てくると思われます。 

また、行政主導でゆうゆうサロンの運営や環境整備・規則とか、規約を作られ、

更にゆうゆうサロンと地域の老人クラブやサークルなどが連携構築できるようなシ

ステムを作り、考えていただければ、町の高齢者の更なる福祉の向上に繋がってい

くのではないかと思いますが、町長の見解をお願いいたします。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

箱田町長。 

◎町長（箱田 彰君）  

超高齢化社会を迎えます。一部迎えてる部分もございますが、今までの介護支援、

介護の福祉対策をやはり根本的に見直す時期ではあろうかと思います。 

行政だけでは、逆に成り立って行きません。もちろん地域だけでも、これは運営

は非常に難しゅうございます。そして、地域と行政が手に手を取りながら行ってい

くのに加えて、今議員がご提案されました各種団体との連携、これも非常に有効に

なってくると思います。 

今後このゆうゆうサロンのあり方も含めた、介護支援体制の見直しも逐次やって

いきながら構築を図りたいと思います。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

井上議員。 

◎２番（井上正宏君）  
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関連でということで、回答いただきましてありがとうございました。 

次の質問ですが、町は金銭的な補助を増額する意思がありますか。あるとすれば、

その対策を教えてください。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

中小原住民福祉部長。 

◎住民福祉部長（中小原浩臣君）  

補助の増額ということですけれども、現在のところは、補助の増額等具体的な計

画はありません。 

しかしながら、今後の参加数の増加、それからボランティア数の変化とかそのほ

かの要因によっては、補助の見直しが必要だというふうに考えております。 

以上です。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

井上議員。 

◎２番（井上正宏君）  

ゆうゆうサロンは、単に高齢者の通いの場としての役割だけではなく、国が指し

示す地域共生社会の実現に向け、地域住民の一人一人が地域を支える地域づくりの

場でもありますので、当然今後高齢者の人口が増えていく中で、金銭的な補助のそ

ういう当然必要になってくる時期がありますので、その時には是非検討していただ

きたいと思います。 

それでは、次の質問に移ります。続きまして、都市計画道路の見直しについて、

ということで町長にお伺いいたします。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

箱田町長。 

(１)ですか。 

◎２番（井上正宏君）  

(１)、すいません。千代粕屋線扇橋、門松の都市計画道路は、昭和47年から手つ

かずにそのままになっていますが、町長の見解をお伺いいたします。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

箱田町長。 

◎町長（箱田 彰君）  

当初の状況から、今現在の現況まで含めたところ、詳細はまた原課のほうからご

説明申し上げますが、千代粕屋線、これ扇橋で今止まっている状態。 

反対に言うと、町内の入り口扇橋から福岡市のほう見ると、非常に有効な道路。

片側２車線合計４車線の有効な道路になりまして、スムーズな通行と、交通安全に
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非常に寄与している状況は私も、重々評価したいと思います。 

ただ、それからの延伸につきましては、非常に困難な部分がございますので、そ

れも含めたご説明を今から原課のほうからいたします。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

田代都市計画課長。 

◎都市計画課長（田代久嗣君）  

都市計画道路、千代粕屋線についてございますが、都市間、並びに地域間を結ぶ

広域幹線道路網として、都市計画道路がございます。 

都市計画道路千代粕屋線につきましては、まず昭和６年に都市計画道路千代二又

瀬線として、初めて都市計画決定がなされ、その後、粕屋町工区が追加されました

後、現在の福岡市千代町から粕屋町門松までの延長9,040ｍとなっております。平

成12年から平成26年にかけまして、福岡市境から扇橋交差点までの区間を福岡県の

街路事業といたしまして、その際、町も事業負担を行い、道路幅員25ｍの４車線化

の整備を行ってきたところでございます。 

こちらの整備前までは、扇橋交差点から福岡市にかけての県道607号線は、慢性

的な交通渋滞でありましたが、整備後は交通渋滞の解消はもちろん、広域交通道路

網として高度医療機関への交通の利便性の向上や、緊急救命活動にも大きく貢献し、

日常生活あるいは産業活動等における移動時間短縮と福岡都市圏内の交通アクセス

の向上が図られております。残る区間であります、扇橋交差点から門松までにおき

ましても、現在の県道607号線の交通渋滞の状況や、先ほど申し上げましたように、

広域幹線道路網としての貢献度を考えますと、事業化が図られることが望まれます

が、現在町内では福岡東環状線や、筑紫野古賀線バイパス建設などの都市計画道路

の整備が進められている中、新たな整備には多くの事業費が必要となり、財源の確

保など、早期の実現は現状では難しい状況であります。 

以上です。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

井上議員。 

◎２番（井上正宏君）  

扇橋から門松のバイパスということで、千代粕屋線ということでお聞きしてるん

ですけれども、この都市計画道路は、扇橋、そして原町、長者原下・中・上を通り、

門松までの計画道路ということで私は質問しているんですが、実際この計画に道路

計画にかかってある町民の方が、もう是非見直ししていただきたいと。また、外し

てもらいたいとの声があります。 

審議会とかいう、そういう検討委員会のテーブルに町長についていただいて、お
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話をしていっていただきたいという声も聞くんですが、約半世紀ですかね、47年当

時に都市計画道路が張られたものということで、当時と周りの道路状況とか、環境

がもう変わってきてると。また、当時の国道201号線、現在の県道607号のバイパス

として計画されたものであって、国道201号も県道607号となり、その役目も終わっ

ているのではないかという町民の声も聞きます。 

そのまま計画道路にかかっている町民は、都市計画法54条において、様々な規則

に制約され、そのことによって新しいまちづくりの妨げになっているのではないか

なと思いますが、町長の見解をお伺いします。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

箱田町長。 

◎町長（箱田 彰君）  

最後に、井上議員がおっしゃった都市計画法54条、この規制っていうのはもう確

かに階数が２階以下で地階を有しないこと。木造鉄骨造等の構造であること等の制

限がございますが、この見直しにつきましては、この10年ごとに県と市町村で協力

して、都市計画道路の検証を行ってきております。 

検証に当たっては、道路網の必要性。そして渋滞緩和が見込めるかなどの都市機

能の強化の必要かの観点。また、地域の土地利用、都市機能、環境改善などの地域

の活性化の観点のほか、歩行者・自転車の通行、交通事故の軽減、避難路としての

役割など、様々な観点から総合的に検証し、路線を存続するか、見直し候補路線と

するかを検証しておるところでございます。また、現状の交通量調査や交通渋滞を

回避する、代替の道路が存在するかなどの検証もあるところでございます。併せて、

この都市計画道路外すことによって不利益が生じておる。これは確かに言われるよ

うに、今54条っていう制限があります。 

先ほど申し上げました、扇橋交差点から福岡市にかけての県道607号の整備で、

得られた効果とは反対に、これ慢性的な交通渋滞の解消は見込めません。そして生

活道路への通過交通の流れ込みなどの問題も発生するほか、緊急救命活動の遅れ、

物流効率の低下など都市環境の改善も図れず、市と町の間を結ぶ広域幹線道路網と

しての役割がないことから、粕屋町を含めた福岡都市圏の総合的な発展にも、影響

があるものと考えられます。また、様々な災害発生時には、緊急輸送道路としての

被害を最小限に食い止め、復旧を迅速に行う意味において、市町村間を結ぶ広域幹

線道路網としての都市計画道路は、重要な役割がございます。 

そういった、今申し上げましたそういった役割があるということを私ども承知し

ながら、先ほど言います10年ごとの見直しの中で、今後も協議してまいりたいと思

っております。 
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◎議長（鞭馬直澄君）  

井上議員。 

◎２番（井上正宏君）  

今町長の説明は、この計画道路を今後どうしていこうかということで、よく町民

の方と勉強会といいますか、よく集まってお話を聞いてるわけですけれども。 

結局次の質問も、今町長が答弁された中でも出てくるんですけれども、国は平成

20年頃から、必要でない都市計画道路は見直し、縮小、外すように、県や市町村に

伝達してるということですが。 

そういう認識がありますかということと、先ほど町長が答弁された内容とかぶっ

てくるかも分かりませんが、この都市計画道路を外すことによって、町民に何か不

利益が生じますかということで、だぶるところが出てくるかも分かりませんが、お

願いいたします。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

箱田町長。 

◎町長（箱田 彰君）  

御存じのように、県道607号は昔は国道３桁では、日本で一番渋滞がする国道だ

と言われてました。 

国道201号線が整備され、北のほうに移りましたけれども、その時に、これで渋

滞は緩和するんだ、というような臆測が広く広まったところでございますが、もう

皆さん御存じのとおり、今現在は県道607号については非常にまた昔のように、渋

滞をする道路でございます。 

従いまして、安易にこの都市計画道路を、ただ古くなったから外すということじ

ゃなくて、将来的な先ほど申し上げました広域的な都市計画道路の観点から、やっ

ぱ慎重には扱わざるを得ないなと思っておるところでございます。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

井上議員。 

◎２番（井上正宏君）  

いろいろ都市計画道路を外すには、難しい問題があるんだということで、町長か

ら答弁いただいておりますが、実際その25ｍの幅のそういう道路が、果たして必要

なのかということで考えているわけですけれども。これは今後も勉強会の中で、た

くさんの方のご意見を聞きながら、また、こういう形で一般質問させていただこう

と思っておりますが。 

都市計画道路を外すには、国とか県とか町などの事業主体が、事業の要は、緊急

性・事業効果。事業環境、及び財政状況などを総合的に判断されて、最終的に決め
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ていかれるものだと思いますけれども、今から勉強会の中でも、また町長からいろ

んな形でお話をいただきたいとも思いますし、一度審議会のテーブルか何かに乗っ

ていただいて、町民の皆さんの意見も聞いていただけるような場所を作っていただ

きたいと思います。それでは... 

◎議長（鞭馬直澄君）  

井上議員、ちょっといいですか。ただ今の質問のとこで、扇橋～門松の都市計画

道路を外すことによって、町民に何か不利益が生じますかっていうことの問いがあ

りましたけど、そこについては町長のほうからしっかりと答弁がなかったように思

いますので、再度確認をいたします。 

◎２番（井上正宏君）  

答弁の中に、そういうことも含まれていましたが、再度お願いいたします。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

箱田町長。 

◎町長（箱田 彰君）  

二番と三番、一緒にちょっと言ってしまった関係で、非常に分かりにくかったと

思いますけども。都市計画道路、これは当然計画の段階で必要だという道路で計画

がなされております。 

縷々、先ほど申し上げましたいろんな効果、生活道路への通過交通の流れ込みを

防止したりとか、あるいは要するに抜け道。抜け道になるような道は、この大きな

都市計画道路に行くように。それとか、福岡都市圏との総合的な交通のその流れの

中で、大きな動脈的な道路として活用がされるという位置づけで、この都市計画道

路が計画されておるという状況の中で、それを安易に外すとなると、今の渋滞状況

がどんどんどんどんひどくなったときに不利益が生じる可能性もあります。交通安

全上も、非常に危険を伴うことにもなりかねません。 

その辺を総合的に勘案して、県ともいろいろ協議しながら、ご意見をぶつけなが

ら今後の検討としたいと思っております。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

井上議員。 

◎２番（井上正宏君）  

県のほうは待ってますよと。そういう提案を待ってますよという声も、住民の方

から聞かしていただいておりますので、是非そういう審議会などのところで、町長

にもそういう席についていただきたいと思っております。 

それでは最後の質問になりますが、都市計画における防犯カメラの設置について

ということで、町長にお伺いします。 
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前回９月議会で、町の防犯対策の取り組みは承知しました。しかし、防犯カメラ

の設置数については、協働のまちづくり課でＪＲ６つの駅に合計15台。小・中学校

の敷地内に、学校教育課が管理する防犯カメラが合計21台。平成23年に、ＪＲ長者

原駅とＪＲ酒殿駅に10台。平成24年、環境生活課で７台と合計53台の行政の防犯カ

メラが設置されていますが、先日町民の皆さんと、この防犯カメラについての情報

交換をさせていただいてるんですが、粕屋町は交流人口も多く、毎月警察から連絡

がある小学校区別の犯罪発生の一覧でも、強盗、性犯罪、空き巣、車上狙い、自転

車窃盗、ひったくりなどの事案が発生しており、防犯カメラの必要性等、防犯カメ

ラの設置不足が指摘されています。また、児童・生徒の通学路や交差点、更に駕与

丁公園を初めそのほか町の公園や、危険な場所での防犯カメラの設置がなされてい

ません。 

都市計画における防犯カメラの設置においては、行政と民間の連携、その中での

強みを生かす。プライバシーについては、行政トップが住民に説明、理解を求める。

また、事業を運営しやすい仕組みづくりを隣接する自治体との協力などということ

で、最初の質問になりますが、近隣行政でも取り組みがスタートしていますが、町

長の見解をお伺いします。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

箱田町長。 

◎町長（箱田 彰君）  

防犯カメラ、この効用につきましては、もう皆さんも御存じと思います。 

まずその悲しい事件が今年ありましたけれども、犯人の検挙に役立ったと、犯行

後の話。非常にその切ないものでございますが、その犯人の検挙に役立ったという

のがございますが、粕屋町中に防犯カメラがいっぱいあるんだと。粕屋町で犯罪を

起こしにくいという環境を作るのが、やはり犯罪抑止の観点から非常に重要ではな

かろうかと思います。これは今、防犯カメラの前に、子どもたちに対するこども

110番とか、そのようなステッカーを各家々に貼って、粕屋町中で子どもたちを見

守っているんだよというふうに繋がるものと思います。 

そういった意味では、この防犯カメラの拡大は、私の考えといいますか、抱負と

しても、政治信条としても、これは進めたいと思っております。昨年就任後に実は

この防犯カメラの研究をしております。 

議員ご指摘の自動販売機等の、そういった取り組みも行っている状況でございま

す。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

井上議員。 
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◎２番（井上正宏君）  

町長から次質問させてもらおうかなという、自動販売機に関連した公共施設での

自動販売機収益を活用した地域貢献をどう思われますかということで、次に私もつ

なげていこうかなと思ってたんですけれども。 

最近の新聞とかいろんなマスメディアを通じて、公共施設に設置された自動販売

機の売上金を一部活用して、防犯カメラを設置する取り組みが福岡県の自治体で広

がっていますと。維持費も売上金で賄うため、自治体の負担というのは、若干電気

料っていうか、ひと月一基300円あたりということで、当然ＮＰＯ法人なんかと連

携してあるということで、マスメディアを通じて見ておりますが。 

カメラ自体の所有は、メンテナンスはＮＰＯ法人が担当し、プライバシー保護の

ため、映像は自治体が管理。事件、事故の際の警察への提供は、自治体が行うとい

うことですが、二番目の質問であります、こういう取り組みといいますか、公共施

設での自動販売機収益を活用した地域貢献をどう思われますか。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

箱田町長。 

◎町長（箱田 彰君）  

防犯カメラの性能も、年々上がってきております。映像解像度といいまして、は

っきりくっきり見えるような解像度も上がってきて、誰が誰か分からないような、

そういった映像では今ありません。そういった最新鋭のカメラを自動販売機の収益

金によって、以後の維持管理に役立てると。もちろんその自動販売機の収益によっ

ては、最初はその設置はできませんけれども、それまで負担するんだという企業も

ございます。これは地域貢献の一つだろうと思います。 

ＮＰＯ法人と一緒になって、提供するという動きもございます。今現在、これに

ついては調査中でございます。２社程度は私も会ってお会いして話を聞いてみたこ

ともあるんですが、原課のほうでは、今取り組んでおりますので、ちょっと具体的

なことを協働のまちづくり課のほうからお答えいたします。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

豊福協働のまちづくり課長。 

◎協働のまちづくり課長（豊福健司君）  

自動販売機の収益によります防犯カメラの運用につきましては、先ほど町長のほ

うが申しましたように、自動販売機の売上げをもとに、防犯カメラの設置から運用

までと設置後の保守を含めて運用する事業のスキームの提案のほうを、先ほど町長

が申しましたように、２社程度から受けております。 

ＮＰＯ法人とあと飲料水メーカーも今そういう事業スキームを開発といいますか、
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提案してきておりますんで、その辺の話を聞きながら今現在、事業につきましての

精査を行っているところでございます。 

以上です。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

井上議員。 

◎２番（井上正宏君）  

これも西日本新聞の掲載でちょっと見たものですが、近隣の行政でも、今年の４

月２日に公共施設の19箇所に自動販売機の売上げの一部を、町内の防犯カメラ設置

に充てる協定書を調印されております。 

そこの町長さんのコメントですが、防犯カメラは抑止効果が高く、安心・安全の

暮らしが確保できる、プライバシー保護も含めて適切に運用したいと述べられてお

ります。また、防犯カメラに詳しい群馬大学の社会安全工学の藤井教授のコメント

ですが、課題だった設置・運用コストを抑える珍しい取り組みだと。プライバシー

に配慮すれば、多様な場面で活用でき、市民の安全確保に貢献できると述べられて

おります。今、豊福課長からも、そういう検討してますということでお話をいただ

きましたので、最後の質問に移らさせていただきたいと思います。 

公共施設での自動販売機収益活用の提案。何かこうデメリット。メリットはたく

さんあるようには感じるんですが、町にとって何かこうデメリットがありますかと

いうことで、町長にお伺いいたします。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

箱田町長。 

◎町長（箱田 彰君）  

一般的なデメリットはないものと思います。 

ただ、設置したとこと設置してないところの差をどう埋めるかというのが、行政

が関わっていく、今後関わっていく問題になると思います。自動販売機を公共のほ

うでどんどん設置しながら、その収益を使うという方法で今、進めたいと思います

けども。既存の賑やかさを、人が集うような賑やかなとこだけでは、やっぱりだめ

と思います。寂しい、暗いようなとこほど防犯カメラが必要になろうかと思います。 

その辺の補完するような、行政が補完していくような、そういったことも考える

ことが、デメリットじゃございません。考えなければならないこと。行政が取り組

まなければならないこと、という点で上げておきます。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

井上議員。 

◎２番（井上正宏君）  
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先ほどの流れから要は防犯カメラについての設定の初期費用、維持管理に充てる、

新規防犯カメラの設置を運用するためには、当然新たな財源がそういう支出が出て

くるということで、町にとってはそういう負担増というのも、大変苦しいものにな

ってくるということで私も認識していますが。 

今、この自動販売機の周遊の駅の中で連携されるということで、こういう話が進

んでいけば、当然これは予算がかからないということですよね、要するに。かかっ

てもひと月に電気料が300円、また議会にかけなくても、町長のリーダーシップで、

こういう取り組みはできるということでも、お聞きしておりますが。この飲料水の

自動販売機での防犯カメラの各行政での取り組みということで、一昨年は島原市、

昨年の３月は小郡市。６月が宗像市、８月が福岡市のマリゾン、基山町が昨年の

11月、春日市が昨年の12月ということで、宇美町が４月、中間市が４月という、こ

ういう行政が取り組んで、もう今進行しておりますので、うちの町としてもほかの

行政の状況を見ながら、こういう取り組みをしていただきたいなと思っております。 

公共施設での自動販売機収益を活用ということで、町の予算は要らないと、議会

の承認は要らないということで、この地域貢献の検討を提案いたしまして、私の一

般質問を終了いたします。 

（２番 井上正宏君 降壇） 

◎議長（鞭馬直澄君）  

これにて本日の一般質問を終わります。 

明日10日にも５名、明後日11日も２名の一般質問を予定いたしております。傍聴

者の皆さまにおかれましては、お時間の都合がよろしければ、明日、明後日も引き

続きお越しいただきますよう御案内を申し上げます。 

以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

本日はこれにて散会いたします。 

（散会 午後２時46分） 
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（開議 午前９時30分） 

◎議長（鞭馬直澄君）  

おはようございます。 

本日は開会に先立ちまして、去る12月４日にアフガニスタンで凶弾に倒れられま

した福岡県出身の医師、中村哲さんが昨日ふるさとである福岡にご遺体で帰郷され

ました。アフガニスタンでの多大なる貢献をされました、中村哲様のご冥福をお祈

り申し上げ、黙とうを捧げたいと思います。 

皆さま、ご起立願います。 

（全員起立） 

◎議長（鞭馬直澄君）  

黙とう。 

（全員黙とう） 

◎議長（鞭馬直澄君）  

お直りください。 

（全員着席） 

◎議長（鞭馬直澄君）  

改めまして、おはようございます。 

ただ今、中村哲さんに対し黙とうを捧げました。 

故人は福岡市のご出身で、６歳から大学卒業まで糟屋郡古賀町、現在の古賀市で

過ごされ、福岡高等学校、九州大学医学部をご卒業。1984年にペシャワールに赴任。

以来、20年以上にわたりまして医療活動に従事され、アフガニスタンにおきまして

は、水があれば多くの病気と帰還難民問題を解決できるとして、福岡県の山田堰を

モデルとして、ご自身で重機を運転までしてかなりの用水路を完成させられました。

10万人以上の農民が暮らしていける基盤を作られるなど、今年の10月には、アフガ

ニスタンでの長年の活動が認められ、同国の名誉市民権を授与されてあります。 

多大なる国際貢献をされました、ふるさとの偉人である氏に対し、改めてご冥福

をお祈りしたいと思います。 

それでは、ただ今の出席議員数は、16名全員であります。 

定足数に達しておりますので、ただ今から本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

それでは、ただ今から「一般質問」を行います。 

発言に際しましては、質問者は会議規則を遵守し、更に、文書通告の主旨にのっ

とり簡単明瞭に、答弁者の発言に関しましても質問にそれることなく的確に、しか
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も簡潔にされますことを議事進行上強くお願いする次第であります。 

なお答弁側におかれましては、答弁者が誰か明確となるよう声を出して挙手され

ますよう、併せてお願いを申し上げます。 

それでは、通告順に従い質問を許します。 

議席番号７番、川口晃議員。 

（７番 川口 晃君 登壇） 

◎７番（川口 晃君）  

それでは、おはようございます。 

議席番号７番、日本共産党の川口晃です。これより一般質問を始めたいと思いま

す。 

最初に、中村医師に対して弔意を表明します。 

まず最初、災害に強いまちづくりと河川のあり方についてです。 

須恵川の浚渫問題について、早速始めます。ＣＯＰ25がスペインで開催されてい

ます。地球の温暖化を抑制するための枠組みを作る、大事な会議です。この会議が

成功することを期待しています。さて、台風15号や台風19号は記録的な豪雨でした。

年間降水量の３、４割に当たる雨が、わずか１日、２日で降り、甚大な被害をもた

らしました。今年は東海や甲信越や関東、東北でしたが、来年は九州かもしれませ

ん。この福岡、私たちの住む粕屋かもしれません。 

私は須恵川の浚渫に関しては幾度も質問してきましたが、11月中旬に全国人権連

の政府交渉が行われましたので、交渉の一員に加えていただきました。国土交通省

には、さっきお手元に配付してます資料として、このような資料を出しました。口

で言うよりも目で見てもらったほうが分かるので、この資料を出したわけです。も

ちろん箱田町長が要求して、扇橋に設置された水位計についても述べました。この

土砂の堆積の写真を見て、政府関係者はうーんと深いため息をつくばかりでした。

我がほうの人たちは、これはひどいと。ひどいなあとつぶやかれました。結論とし

ては、水管理国土保全局治水課、企画専門官の福島さんですが、その方は福岡県に

須恵川の事情は伝えると約束されました。これは県のほうには伝わってるはずです。 

こうした関係の予算に関しては、次のような説明もありました。今年度は増額し

て、社会資本整備総合交付金事業と防災対策交付金事業としては、１兆８千800億

円を組みました。来年度はもっと増やして２兆２千600億円を組む予定ですという

ことです。これは、従来から私たちが要求しているエレベーターに関しても、社会

福祉総合交付金の中には含まれております。交渉が終わって、福島氏が私のほうに

近寄ってこられたんですが、いろいろ話して名刺もいただきました。このように預

かってきております。その際、再度福岡県に強く指導していただくようお願いしま
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した。 

今年の大災害がひどかったこともあります。その分が相当ありますので、黙って

いたらそちらのほうに使われてしまいます。須恵川の浚渫は絶対に１メートルほど

の掘削が必要ではないかと思います。手遅れにならないよう、県のほうに、強力に

要請していただきたいと思いますが、箱田町長の答弁をお願いします。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

箱田町長。 

◎町長（箱田 彰君）  

私も就任する前からこの須恵川の状態、もちろんその多々良川も含めた町内の河

川の土砂の堆積については心を痛めておりました。 

就任早々、これは県の土木事務所にも参りまして、堆積の除去を強く要望はして

おります。併せて県内の特に都市圏の首長、市長と一緒に、この河川の状況は粕屋

町のみならず、ほかの市町でも、非常にひどいものでございます。併せて要望した

ところでございますが、実は県のほうから連絡がございました。今年度中に、今議

員がおっしゃった社会資本整備交付金等の補正予算がつきます。新聞発表に見ます

と、15箇月予算で26兆円というような発表もあっておりますけども。その中で、国

土強靱化、防災関係の事業、施策について重点的にやるということでございますの

で、その一環としてこの須恵川の浚渫も含まれております。 

今年度以降、数年かけて除去については対応するという連絡が来ておりますが、

詳しい詳細のことにつきましては、道路環境整備課長のほうから申し上げます。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

安松道路環境整備課長。 

◎道路環境整備課長（安松茂久君）  

須恵川の浚渫につきまして、県からの報告と今後の計画について説明させていた

だきます。 

本年10月中旬に福岡県より、本年度から須恵川の浚渫、草刈りなどを実施してい

く旨の回答があっております。それで浚渫の経過としましては、10月31日に県土事

務所と町の自分とで現地の確認をずっとしております。それでその結果をもとに、

11月７日に県土より、浚渫、草刈り等の計画書の提出がございました。それをもと

に、須恵川関係区の区長さん、農区長さんにご説明をさせていただいております。 

具体的な浚渫の内容といたしましては、扇橋下流域の一部及び自在王堰から阿恵

橋までの浚渫及び護岸の伐木や堤防の草刈りなどを、本年度中に実施するとのこと

でございます。また河川内のほかの浚渫等の箇所につきましては、令和２年度以降、

順次実施するという報告を受けております。 
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以上でございます。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

川口議員。 

◎７番（川口 晃君）  

どうもありがとうございました。それでは順次、そのような方向で進めていただ

きたいというふうに思います。 

続きまして、須川南里水路の浚渫について質問いたします。 

私は今ここに、柚須文化センターの20周年記念誌、これを持ってるんですが、中

に江戸時代の絵地図がこのようにあります。これには、須川というふうに明記され

ています。古くから須川という名称が、川を指定していたということが証明される

と思います。絵地図では二又瀬付近になると、箱崎側に合流するようになっていま

す。その須川が、生活汚水や工場の排水などで汚れ、ぬるっとした流れでしたが、

最近は志免町などの下水道化が進んで、結構透明度が増しています。 

過去には、幾度か一般質問してきましたけども、福岡市と境の会町付近ではまだ

いいんですね。ところが、粕屋町から上流の志免町に向かっていくと、こもが生え、

土砂が大量に溜まっています。平成30年６月議会で化学物質等で汚染された土砂の

全面的な浚渫を要求しました。そのとき八尋地域振興課長は、今後は校区分けなど

を行いながら、計画的に浚渫工事を実施していく必要があると判断しています。体

積土量など不明な状況ですので、まずは基礎調査が必要ではないかと考えています

と回答してあります。その後、土井の内の土手が崩壊しましたんで、そちらの工事

が緊急ですから、それはもう致し方ありません。 

今後、区分けしてでも結構ですので、年次計画を作って浚渫を開始していただき

たいと思っていますが。 

箱田町長の見解をお伺いします。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

箱田町長。 

◎町長（箱田 彰君）  

この南里水路、須川は、私も須川っていう呼び名が非常にしっくりするんですが、

この堆積状況については、私も把握しております。 

今議員がおっしゃったように、一部護岸の崩落がございましたので、そちらを優

先して改修のほうを行っておりますが、併せて、これは過去、ご質問にもお答えし

たと思いますが、災害等の復旧については、準用河川のほうが非常に災害の交付金

あたりも出やすいということで、その手続も今しておる状況でございます。併せて

浚渫の計画も立てる予定にしておりますので、その詳細につきまして道路整備環境
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課長のほうからご説明申し上げます。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

安松道路環境整備課長。 

◎道路環境整備課長（安松茂久君）  

ご質問の須川の浚渫につきまして、この区間内の水路に堆積物が多いということ

はもう把握しております。またこの区間には今町長が申されました、平成30年４月

に崩落した護岸がまだ３箇所、約230メートルありますので、浚渫だけではなく護

岸改修も含めた事業計画を策定する必要がありますので、次年度になりますが詳細

調査を行いまして、事業計画を立てて実施してまいりたいというふうに考えており

ます。 

また、現在の当該水路普通河川から準用河川への指定するために、指定範囲の確

認のため、粕屋町上流域の志免町、及び下流域の福岡市との協議の準備を行ってお

ります。本年度末までに指定の完了を計画をしております。 

以上でございます。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

川口議員。 

◎７番（川口 晃君）  

分かりました。順次計画を遂行していただきたいと思います。 

それでは三番目に移ります。須恵川の防災と景観についてです。 

須恵川の防災計画の問題は、12月議会で箱田町長が回答されたんですが、まだ限

定した防災計画が策定されていない。それから多々良川、須恵川、宇美川流域の防

災計画についても、県全体としての河川への防災計画はあるけども、限定したもの

はないというような回答でした。今回の台風19号で幾つかの川の氾濫の特徴がある

んですが、堤防の決壊と内水面氾濫でした。国土交通省の発表では、国管理の６水

系、７河川、12箇所。都道府県管理の20水系、67河川、128箇所。合計で140箇所で

堤防決壊が起きております。千曲川や多摩川や阿武隈川の堤防の決壊による被害が

惨々たるもので、新聞で見られたと思います。千曲川に関しては、下流域に川幅が

狭いところがあって、そこで流れが塞がれて堤防決壊に及んだと、そういう報道が

ありました。川の拡幅がなされておれば、そんなことはなかったでしょう。長野に

も人権連がありまして、千曲川関係の人たちが交渉に来てくれたらよかったんです

けど、もうそういう手間がとれないということで、残念ながら来られませんでした。 

最近、多々良川水系の浚渫が行われ始めました。土木業者の説明では、大量に土

砂がたまる前に計画的に浚渫を行えば被害も少なくなるし、浚渫の費用も少なくて

済むということを話していました。問題は事前に調査して、計画的に河川の管理を
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行うことです。こうした防災計画を作っておくことは、何にもまして大事なことだ

と思います。 

箱田町長、須恵川に限定しなくても結構ですから、再度、多々良川水系としての

防災計画の策定を県に要求していただきたいと思います。是非、お願いします。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

箱田町長。 

◎町長（箱田 彰君）  

治山治水が私に課せられた、最優先の住民の安全・安心の生活を守るための重要

な施策と思います。 

そういう観点からいきますと、河川、日本の大きな２級河川がございますが、そ

れについての防災上の対策、これはもう私の重要課題と思っておりますので、今後

も県のほうに働きかけてまいります。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

川口議員。 

◎７番（川口 晃君）  

なぜ強調するかといいますと、私が区長のときに水害がおこりました。大量に雨

が降りました。その時、須恵川から雨が水が漏れ始めたんですね。そのとき南部消

防署に救済の電話かけました、夜ですね。そしたら南部消防署の係員は電話で、４

名しか滞在していないと。みんな篠栗のほうに行ってしまって、手を回すことがで

きないということで、それではここは、須恵川のほうはできないのかと言ったら、

それはもうできませんということで、それは見捨てることかと聞いたら仕方ありま

せん、という回答でした。これでは、被害関係の住民はどうなるでしょうか。防災

計画を作って、どういう場合においても対処できるような方法を作っていただきた

いというのが私の願いです。 

続いて景観問題、衛生問題、堤防の防御問題などが重なりますが、質問したいと

思います。粕屋町と福岡市東区との境で、須恵川の護岸、川下に向かって右側。阿

恵区と東区多の津区の境、接するところ、境目です。数年前には、ここに粕屋町側

に井堰があるんですが、これはもう使っていませんけれども、ここのところがえぐ

られました。そしてそれを修復されたところ、地帯、そこに洗濯機とか冷蔵庫など

のリサイクル業者の貯留場があります。中古車業者の工場もあります。須恵川の堤

防に白いシートが、どういう意味か敷かれています。何のために敷いてんのか理解

に苦しむんですが、ごみは周りに散らかり、惨々たるものです。柚須区のほうから

見ると、どうしてこんなことが許されるんだろうか、放置されているんだろうかと

疑問に思います。大勢の人が何とかならんかと、これは噂しています。 
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一つは粕屋町の環境課に住民からの通報は、これありませんでしたか。二つ目は、

須恵川は福岡県の管理ですが、県はどのような措置をしているのでしょうか。それ

について御存じでしたら、報告していただきたいと思います。 

箱田町長の答弁をお願いします。二点です。通報の件と福岡県の対応の仕方。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

箱田町長。 

◎町長（箱田 彰君）  

担当課長のほうからお答えします。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

安松道路環境整備課長。 

◎道路環境整備課長（安松茂久君）  

ご質問の箇所の町民の方からの苦情というのは、ちょっと今確認はしておりませ

ん。 

ただ、県のほうといたしましては、県の環境保健事務所のほうがそちらのほうに

は、注意指導には行っております。それで町のほうにおきましても、苦情の回数は

分かりませんが、苦情等があってから、昨年の18年の１月からもう７、８回、町の

ほうからは指導には行っているところでございます。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

川口議員。 

◎７番（川口 晃君）  

７、８回指導に行ってて、これは改善にならないんですか。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

安松道路環境整備課長。 

◎道路環境整備課長（安松茂久君）  

行って、向こうの方とは話は職員がしております。 

少しずつ片づけていくということで言われてありますので、それを状況を見なが

ら、現場のほうには確認にいってるということでございます。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

川口議員。 

◎７番（川口 晃君）  

私は手ぬるいと思います。過去には、一度ここでボヤが発生したこともあります。

それは聞いています。堤防には、のりへりがありますが、その辺までも物が置かれ

ているように見えます。そこまで撤去させ、周囲を囲うなど衛生的で景観のよい事

業所にすることは、これは国境を越えてでの常識だと思います。なぜ国境を越えて
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といいますと、これはあそこの事業所、外国人の方が経営してるんじゃないかと思

うんですね。あの状態を見ると、事業所としての要件を満たしているのかどうか疑

いたくなります。 

調査はどこがするのか、するんですかね、こういう関係。適切な措置がされるよ

うに要望したいと思います。回答お願いします。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

安松道路環境整備課長。 

◎道路環境整備課長（安松茂久君）  

物がリサイクル商品という形じゃなくて、県の宗像遠賀保健福祉環境事務所の見

解は、一般廃棄物として認識をされてあるということでございます。 

それで、ひとつ考えられるのはリサイクルということで、有害使用済み機器の保

管管理というのがございますが、それで指導したいというふうなことも考えたんで

すが、それには該当しないということで、一般廃棄物になりますので、町のほうが、

指導していくというふうになりますので、今後も強く指導はしていきたいと思いま

す。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

川口議員。 

◎７番（川口 晃君）  

どうですかね、どういったらいいかな。冷蔵庫とかああいうものが、一般廃棄物

にやっぱなるんですかね。その説明をちょっとしてください。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

安松道路環境整備課長。 

◎道路環境整備課長（安松茂久君）  

通常、処分というのは家電リサイクルとかいうふうな形でされます。しかし、あ

そこに置いてある分は、自分で持ってこられてあそこで中身をバラしてから、もの

をとってリサイクルできるものを再利用するために処分というか、バラしてあると

いうふうなことで。そういう形であれば、一般廃棄物ということで、県のほうから

は指導を受けております。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

川口議員。 

◎７番（川口 晃君）  

そしたら自動車のほうはどうなりますか。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

川口議員。 
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◎７番（川口 晃君）  

難しい問題があると思います。この前、東区の我が党の県会議員であります立川

由美さんと話して、県土事務所にちょっと訴えに行くか、相談に行くか、そのこと

も考えています。 

四番目です。災害対策に対応するために、正規職員の増員が求められてる件です。

まず一番に、初任給と最低賃金制の問題を質問します。この項は災害対策ですから、

まずこの問題から始めたいと思います。 

台風15号、台風19号による大被害の発生のとき、その対応は多くの自治体で、正

規職員で被害調査や災害対応をしたそうです。非正規の職員はなぜ出勤させられな

かったのか、私は不思議でたまらないのです。少なくとも地方公務員法では、嘱託

職員や臨時的任用職員は公務員として位置づけられています。災害時などの対応と

して緊急時には、たとえ深夜であろうと招集をかけることはできないんでしょうか。 

まずその点を最初に伺いたいと思います。町長お願いします。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

箱田町長。 

◎町長（箱田 彰君）  

大規模な災害、最近起きてませんので分かりませんが、とりあえずその地域防災

計画、粕屋町の防災計画ございますが、その中での初動から第１、第２、第３次と

いうふうにステージアップするんですが、その中では正規職員で対応するようにな

ります。 

ただ、とんでもない大災害になれば、それは全く例外でございます。臨時職員の

人力も使って、マンパワーで対応する必要があろうかと思います。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

川口議員。 

◎７番（川口 晃君）  

そういう点は明確に位置づけて、どの点で招集するのか位置づけてしていただい

たほうがいいんじゃないかと私は個人的に思います。 

それでは次に移ります。数年前から日本でも有数な大企業でも、工業高校からの

採用を行っています。現実的にこれほど経済の行き詰まり、格差社会が進むと進学

することが困難な子どもたちが増えてくることは必然です。両親が存命で収入があ

って、家族と同居の青年は家賃もいらず、食事の費用も心配しないで暮らせるでし

ょう。しかし、そういう青年ばかりではありません。高卒で一家を支える担い手に

なる青年も少なくないでしょう。対象となるような青年が粕屋町でどの位いるか分

かりませんけども、そういう点を出発点として最賃制を考えてみたいと思います。 
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さて、広報のかすや12月号に、高卒・大卒の初任給についての掲載があります。

これは一度質問したと思いますけども、高卒・大卒の初任給は何級の何号捧からス

タートするんですかね。担当課長でも結構ですが、お願いします。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

堺総務課長。 

◎総務課長（堺 哲弘君）  

お答えします。高卒初任給につきましては１級９号俸、大卒初任給につきまして

は、確か１級の25号俸だったと思います。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

川口議員。 

◎７番（川口 晃君）  

３月15日の参議院予算委員会での、我が党の山添拓議員の質問に対して、厚労省

はこのように答えています。 

2017年の賃金基本調査によると、フルタイム労働者の１箇月当たりの所定内労働

時間は、正社員が166時間。正社員以外の労働者は163時間と答えています。まさに、

非正規のフルタイム化が進んでいる状況です。これを参考にして、高卒の初任給の

計算するとどうなるでしょうか。福岡県の１時間当たりの最低賃金は、今年の10月

１日厚労省が発表しましたよね。それに基づくと841円です。１箇月の給料は、

841円×166時間。こうしますと13万9,606円。これで単身で１箇月生活するのは、

厳しい状況だろうと思います。ちなみに、柚須駅の西側にマンションがあります。

ここのワンルームマンションは１箇月の賃料が６万２千円。共用費が５千円か６千

円。そうしますと７万円近くが、それでもうなくなってしまう。給料の半分が飛ん

でしまいます。食費と光熱費なんかも合わせると、もうほとんど余裕がないんじゃ

ないかと思います。 

広報かすやの12月号で、粕屋町の高卒の初任給は15万３千円でしたね。月これ

166時間を勤務としますと、時間単位では約922円。福岡県の最賃制より80円ほど高

いですね。この金額でも単身での生活になると、ぎりぎりでしょ。 

ところで国家公務員の賃金表ちゅうのは人事院で作ります。自治体職員の賃金表

は、これどこで作成するんですか。粕屋町の賃金表というのは、どこで作ってある

んですかね。そのことをお聞きします。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

堺総務課長。 

◎総務課長（堺 哲弘君）  

町の分につきましては粕屋町の一般職の職員の給与に関する条例ということで、
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条例のほうに定めておるものでございます。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

川口議員。 

◎７番（川口 晃君）  

条例でこの賃金表、ここまで作るんですか。どういう手順で作るんですか。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

堺総務課長。 

◎総務課長（堺 哲弘君）  

恐らく当初は国、若しくは県等から標準的なものなりがあったんではないかと想

像をしますが、その後は、人事院勧告とかに基づきまして、増減をしていくという

形で給与表の見直しを行っておるものでございます。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

川口議員。 

◎７番（川口 晃君）  

人事院勧告は国家公務員じゃないのかな、地方公務員もするんですか。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

箱田町長。 

◎町長（箱田 彰君）  

人事院の勧告に準じて、ほとんどの自治体が俸給表を準じて作っております。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

川口議員。 

◎７番（川口 晃君）  

そうすると、どういった順序で作るっていうのがちょっと分かりませんが、私が

問いたいのは、この賃金表の初任給関係のアップはできるのかできないのか。例え

ば１の９からスタートでしょ。これを粕屋町は１の10から11とか。そっからスター

トするというようなことはできないのでしょうか。 

それも条例で決まってるんですか。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

箱田町長。 

◎町長（箱田 彰君）  

それを慣行として、粕屋町の定めるその俸給表の規定でしております。年によっ

て９にしたり10にしたりということはございません。９からスタートです。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

川口議員。 
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◎７番（川口 晃君）  

先ほど申しました政府交渉の事前学習として、人権問題等の学習会が開催されま

した。都留文化大学の後藤先生という方が講演されたんですが、低賃金・無配偶の

長期大幅拡大の意味するものというお題です。青年の、結婚してない未婚の人たち

の賃金状況の研究ではね、権威ある先生だそうです。彼が資料いろいろ渡したんで

すけど、その中に最低生計費試算調査若年単身世帯総括表というものを渡されまし

た。小さくてちょっと分からないと思いますけども、それに基づきますと、各県別

の男女の最低生計費を算出してあります。福岡県では、福岡市の男性の場合があり

ます。税抜きの月額で17万7,760円、税込みで22万7,536円。税込みの年額で、

273万432円が必要だとの試算です。１箇月生活するのに。 

粕屋町は福岡市のすぐ隣でありますし、少しは生計費は安くなるでしょうが、青

年たちの生活様式は福岡市と同じぐらいの水準ではないだろうかと思います。この

表では月150時間という計算でやってあるので、福岡市の場合は1,517円です。粕屋

町は最低でも、1,500円必要じゃないかというふうに思います。まぁ、そういうこ

とです。それで、どう言ったらいいですかね、粕屋町でも俸給が上がると、若い優

秀な青年たちがどんどん応募してくると私は思うんですね。そういう意味で箱田町

長、全国の町村長会やあらゆる機会を利用して、若年の単身労働者が安心して暮ら

せる賃金が確保できるように、何らかの場所で発言するなりして、努力してほしい

と思います。 

何か見解があったら、ご表明お願いします。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

箱田町長。 

◎町長（箱田 彰君）  

人事院のほうも、若年層の賃金についてのベースアップ。これも年々しておりま

す。 

詳細はちょっと課長のほうからお答えしますが、最低賃金法の関係で言いますと、

粕屋町の正規職員に当てはめて計算しますと、高卒程度をベースラインとして、採

用募集を行っておりますので、高卒初任給に地域手当を加えた額。これを月の平均

的な勤務日数、これ21日で割り出して、更に１日の勤務時間７時間45分で割った場

合は、約996円になります。これでいいますと、最低賃金を155円ほど上回ってる状

況ではあります。 

しかしながら、今議員がおっしゃるように、足らないということでしょうが、冒

頭申し上げましたように、若年層の賃金のベースアップを重点的に行っておるとい

う現実がございます。 
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◎議長（鞭馬直澄君）  

川口議員。 

◎７番（川口 晃君）  

了解しました。次に、土木・建築の専門職員の増員問題について移ります。 

水害対策、道路復旧河川緊急工事等は経験を持った専門職の職員でないと対応で

きません。そのことは、今回の15号・19号の被害の状況を見れば、明らかじゃない

かと思います。今月の２日か３日でしたかね、福岡県の労働局が氷河時代に、自分

の希望する職場に就職できなかった年齢年代の方、35から45歳ぐらいでしょうが、

その人たちの再就職の斡旋を図るというような報道がされておりました。 

技術を持ったそういう人たちが、粕屋町に希望を出してくるかもしれません。人

手が足りないということは、もう各課の職員さんたちがいつも言ってることですの

で、これについての採用がもし、考慮ができるとすればどうでしょうか。 

箱田町長、答弁をお願いします。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

箱田町長。 

◎町長（箱田 彰君）  

ご指摘のように、災害の発生時には平常の業務におきましても、その発生時には

もちろんですけども平常の業務におきましても、そういった技術職、土木建築にか

かわらずほかの専門知識、技術的な知識を資格を持った職員がいれば、これは非常

に力になると思います。 

そういった意味で、今年の７月の実施しました第一回の試験、二回粕屋町が行っ

ております。特に７月につきましてはキャリア職を重点的に募集したいということ

で、募集をしております。これは土木技術、土木職だけではなくて、建築の分も応

募いたしましたが、建築につきましては申し込みがございませんでした。そしてま

た、土木職、これは受験はございましたが、残念ながら採用には至らない。採点の

結果、そういうふうになりました。 

私自身もそういった技術職の職員の要請はしたいと思いますので、今後も、この

募集につきましては、やってまいりたいと思います。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

川口議員。 

◎７番（川口 晃君）  

続きまして、もう一つありますので言います。 

９月議会で会計年度任用職員の問題がありまして、該当しない非正規の職員は、

包括的に委託するという３箇年にわたる債務負担行為が議決されました。その職種
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として、道路維持修繕業務とゆうゆうサロン事業関係などが対象になっております。

道路維持の非正規の職員さんは、毎日現場に出て道路補修をしてあるでしょうから、

粕屋町の道路事情については精通されているものと思います。いざ鎌倉というとき

には、正規職員と同様に仕事をしていただけるんじゃないかと思うんです。また、

ついでに申しますと、ゆうゆうサロンの職員さんたちは、各地区の高齢者の事情を

よく把握してあります。災害時における高齢者の把握、引き取り、対処の仕方は、

この職員さんたちの専門分野です。医療・介護の資格を持った専門職の職員さんた

ちで、誇りを持って仕事をしてあります。 

粕屋町のこれは財産だと思うんです。今からでも遅くはないと思います。会計年

度任用職員から外すことは、再考慮出来ないかどうか。 

検討していただくことはできないかどうか、箱田町長の答弁をお願いします。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

箱田町長。 

◎町長（箱田 彰君）  

担当課長のほうからお答えします。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

堺総務課長。 

◎総務課長（堺 哲弘君）  

包括委託業務、及び会計年度任用職員の移行につきましては、もう来年４月１日

からの実施ということで、既に業者を決定したり、もうじき、実際働いていただく

職員の方との個別面接等も始まるという時期になっております。 

なかなか、この時期からの見直しは難しいかなというふうに考えております。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

川口議員。 

◎７番（川口 晃君）  

時間が少なくなりましたから、端折ってやって行きます。 

職員定数条例の改正です。課長も何らか考えなくちゃいけないということを言わ

れましたし、昨日だったかな、町長のほうもおっしゃられましたね。それで、広報

かすやの12月号には、職員数の状況が書かれています。条例定数が237名で、現在

の職員数が233名ということで、昨年度よりも10名増加しております。相当な努力

がされているので、この点については敬意を表したいと思います。ただ、現在非正

規の職員が300名を超えています。これをフルタイムではない人もおらっしゃるで

しょうが、パートの人をフルタイムに置き替えると、どれ位の人数になるのかとい

うことです。多分200名程度のフルタイム職員に置き替わるのじゃないかと、私は
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思います。そうしますと、本来は400名位の正規職員が必要じゃないかという結論

が出てくると思います。 

私が持ってる資料で、これはアメリカの資料なんですが、ちょっと見にくいと思

いますけど、これはＯＥＣＤの資料を基に作られたものですけど。財政支出に対す

る公務員人件費の割合という図面です。アメリカの場合、51.9％使用しています。

日本だと25.6％です。アメリカは公務員の数も多いし、給料も恐らく高いでしょう。

去年か一昨年か、大ストライキをスーパーの店員さんとか、それとかマクドナルド

みたいな、ああいうところの低賃金の人たちがストライキを起こしまして、100ド

ルから150ドル獲得していますので、賃金は高いです。 

箱田町長、現在の粕屋町の人口とかということを考えますと、どの程度の正規職

員が必要となるでしょうか。まだ検討はしてないでしょう、分かります。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

箱田町長。 

◎町長（箱田 彰君）  

職員の増員は、私はもう本当に潤沢に予算があれば、粕屋町の財政規模が多けれ

ば、これは住民サービスに直接つながるマンパワーの総量ですので、非常にしたい

んですが。これはあくまで財政等を状況を鑑みながら、最少の人員で最大の効果を

上げる。このことに徹する必要があります。しかしながら、今現在の複雑化したそ

の行政需要。あるいは住民のニーズに対応するには、必ずその職員が対応しなくち

ゃいけませんので、議員さんも先ほどお褒めの言葉をいただきましたが、増員を逐

次やっておる状況でございます。 

今年度も職員の採用を大幅にしまして、今の行政サービスの低下どころかその向

上につながるようなことで、私も今後考えてまいりたいと思います。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

川口議員。 

◎７番（川口 晃君）  

定数条例の改正については、町長考えてあるということだったんで、よろしくこ

れはお願いしたいと思います。 

それでは次に移って、第二番目の農業問題と地域振興政策について移ります。 

除草剤、一部除草剤の問題と一部除草剤の規制状況については、時間がないので、

二つ合わせてやりたいと思います。除草剤問題は、この前も言いましたラウンドア

ップの使用問題です。前回、田代都市計画課長は次のように回答されました。除草

剤の散布につきましては、芝生では芝に影響がないような除草剤を使用し、草地で

は一般に流通しています、議員がおっしゃいました除草剤。これラウンドアップで
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すね。などを使用しているところもございます、ということでした。 

現在はどうなっているんでしょうか、担当課長お願いします。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

田代都市計画課長。 

◎都市計画課長（田代久嗣君）  

３月に議員さんのほうから除草剤の件につきまして報告させていただきましたが、

現在のところ、まだ今年度になって除草剤の散布はしてないところでございます。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

川口議員。 

◎７番（川口 晃君）  

ラウンドアップとグリホサートは対になっておりますので、そのとこでも強調し

たいと思いますが、商品名がラウンドアップなんですよね、商品名が。そういうこ

とです。 

次に、グリホサートの問題についていきます。グリホサートとは正式名称は、グ

リホサートイソプロピルアミン塩。えんていうのは塩のことですが、といいます。 

すべての植物の成長に必要な、アミノ酸精製を阻害する働きを有し、どんな植物

でも枯らしてしまう、非選択性の除草剤。すべて枯らすということです。強力な除

草剤です。2000年にモンサント社の特許が切れたんで、それ以外の多くの企業がグ

リホサートの除草剤を製造・販売するようになりました。使用方法とその結果です

が、生育期に直接かけますと枯れてしまいます。そうしないで収穫直前に散布して、

小麦などの遺伝子組み換えでない作物、通常作物を早く乾燥させて、収穫を早める

ことができるようになりました。効率よく収穫できるというふうに考えて、これは

使われています。この方式をプレハーベスト方式。これ80年代に開発された方式だ

そうです、と言います。この方式が世界で使われてるんですが、これだと小麦など

の収穫物に、遺伝子組み換え作物と変わらない量のそれ以上のグリホサートが残留

するかもしれません。 

このグリホサートちゅうものが体内に入ると、残留していく性質を持っているそ

うです。健康への被害はどうでしょうか。カリフォルニア州は発がん性リストに加

えて、警告表示を行う義務をしました。世界保健機構、ＷＨＯも発がん性の疑いが

あると評価しました。これは世界では使用禁止、規制の方向です。これについての

国際的な一覧表持ってるんですが、例えばフランス、ドイツ、イタリア、オースト

ラリア。これは３年以内に禁止。スウェーデン、これ個人使用も禁止。ブラジル、

エルサルバドルもかなりの多くの有名な国で使用禁止、また規制に入っています。 

粕屋町では、グリホサートを成分とする除草剤の使用は、町民の健康維持のため
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に、ラウンドアップ同様に使用しないように取り組んでほしいというふうに思って

いますが、箱田町長の答弁をお願いします。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

箱田町長。 

◎町長（箱田 彰君）  

今町で使用しております状況も含めて、地域振興課のほうからお答えします。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

八尋地域振興課長。 

◎地域振興課長（八尋哲男君）  

使用状況も含めてということでしたので、３月に使用状況については所管課から

報告はあっております。 

改めて確認いたしましたところ、使用状況については答えたところについては余

り変わりないと。ただ、答弁機会のなかった総務課、それから給食センターあたり

で建物周り、それから駐車場等で年一、二回程度使用しておりますということを聞

いております。概ね３月、答えた状況と使用状況については変わりないということ

です。これは役場についてです。 

それから、続けてよろしいですか。グリホサート系の除草剤につきましては、世

界的な流れは、先ほど議員さんが言われているような流れがあるようでございます。

ただ、日本の中では農水省が今年８月、２種類のグリホサート系を新規登録しまし

たし、９月にはグリホサートとブロマシルという物の混合剤、４種類を新規登録し

ているような状況のようでございます。また議員さんが言われますように、グリホ

サートの特許が切れたということもありまして、最近では100円ショップでも売ら

れているような状況になっていると思います。 

このようなことから見ますと、国内の状況につきましては、使用規制するといっ

たこととは真逆の動きとなっておりまして、グリホサート系の除草剤は国内では規

制の方向にないというような状況のようでございます。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

川口議員。 

◎７番（川口 晃君）  

私はそれについて、非常に危惧を持っています。 

グリホサートといいますと、枯葉剤が、ベトナムで使われた枯葉剤が原料なんで

すね。御存じのようにベトナムでは、大量の奇形の子どもたちが生まれております。

少量でもあってるんです。これを使うと人体に蓄積されますと、大変なことが起こ

ります。発がん性だけじゃなくて、日本人の将来が危ぶまれてきます。そういう意
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味ではグリホサートを使用しない、という方向に進んでいきたい、進んでもらいた

いなというふうに思います。 

それでは、国産農産物の増産について進みます。除草剤の問題を言いましたけど

も、日本の食卓に上がっている食物は添加剤、いろいろな薬品が多く使われてるし、

最近の調査では食パンにグリホサートが残留していることが発見されました。給食

パンは粕屋町はほとんど使ってないですよね。米飯ですからね。中国やロシアは、

遺伝子組み換え農産物やグリホサート系の除草剤は規制しています。数箇月前に米

中の貿易交渉がもつれて、中国が米国のトウモロコシの50万トン輸入を拒否しまし

た。原因はこの辺にもあったんじゃないかなというふうに思います。日本は簡単に

買ってしまいましたけど。大丈夫かなあという危惧があります。 

日本の食の安全を守るためには、日本人の意識の向上が必要ですが、今回の米国

とのＦＴＡの二国間交渉は、農産物の関税が限りなく切り下げられて、日本の農業

は壊滅的な打撃を受けるんじゃないかと。これは、農業者全体が心配してることで

す。穀物類の多くはほとんど輸入されていますし、小麦やトウモロコシ、大豆は遺

伝子組み換え作物であるし、縷縷申しました危険な消毒や除草剤がかけられていま

す。うどんとかそばとかラーメン、パンなどには小麦粉が多く使われております。

豆腐や醤油や味噌などの調味料には、大豆が多く使われています。スーパーや食品

売り場での規制っていうのはこれは難しい。せめて学校給食ぐらいは、安全な食品

を子どもたちに食べさせたいものです。 

学校給食において穀物類の食品はどの程度、国産を使用してあるんでしょうか。 

学校教育課長と給食か。給食はどちらですか、担当者お願いします。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

吉村給食センター所長。 

◎給食センター所長（吉村健二君）  

学校給食では、地元産・県産・九州産・国産、そして実際入らない分に対しては、

外国産っていう順番で国産を重点的に使用しております。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

川口議員。 

◎７番（川口 晃君）  

日本の農業を守るためにも、国産をなるべく多く利用してもらいたいというふう

に思います。粕屋町も含めた中南部、６箇町ですかね。ここには裏作には小麦や大

麦や裸麦や菜種など、田んぼ一面に生えておりました。現在は、裏作は手間がかか

るし、労働の割には収入が低いということでほとんど作られなくなりました。柚須

区のほうも、田んぼというのはもうありません。ほとんどありません。作付してん
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のは私と、同僚の末若君ともう一人か二人が柚須分を作ってるぐらいです。今、粕

屋町にある農地を国産や国産の麦や大豆や菜種やキビなどの栽培で潤していく計画

は作れないでしょうか。 

箱田町長の見解をお伺いします。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

箱田町長。 

◎町長（箱田 彰君）  

結論から言いますと、非常に厳しい状況であると思います。 

後継者、要するに担い手の育成とか、今議員がおっしゃったように、農産物価格

の低下等がございます。米につきましても、補助金の打ち切りがございましたので、

非常にその農家、農業の経営は厳しい状況ではあると思います。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

川口議員。 

◎７番（川口 晃君）  

ＪＡとの協議もありますので、生産組合関係でＪＡのほうにも訴えて、国産推進

していただくように要望したいなというふうに思います。 

それでは三番目の町内交通体系の充実についてということで、まず最初に、通勤

時の篠栗線列車の増量です。ＪＲ各駅利用状況っていうのが町政要覧に掲載されて

います。 

柚須駅の乗車数は平成28年度が3,615人、平成29年度が3,786人、平成30年度が

4,076人、ついに長者原駅を抜きました。ちなみに、3,975人が長者原駅です。柚須

駅の役員で午前８時頃、福岡市に勤務で向かう人がいるんですが、先日柚須駅でビ

ラまきしてますと近寄って来て、議員増えたでしょうっていうんですよ。声かけて

きたんです。そうなんです、見るからに増えました。東区出身の県議の立川県議も

一緒にビラまきしたんですが、多いですねと言ってびっくりします。８時頃博多駅

行きの列車が７両編成でやってきます。前後は６両編成です。６分から13分くらい

で数両来るんですが、ほとんどの場合２、３分遅れで来ます。恐らく篠栗あたりで、

乗客が増えて少しずつ遅れてくるんだと思いますが、到着した列車に乗れなくて、

次の列車にしている人も発生してるんじゃないかと思います。夕方は午後６時から

７時頃が乗客が多くて、次にしようかと思うときもあります。そういう意味では、

月曜から金曜日は午前８時頃の列車、７両編成に客車を増やしてほしいと思ってる

んですが。 

箱田町長はＪＲのほうへ交渉していただけませんでしょうか。 

◎議長（鞭馬直澄君）  
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箱田町長。 

◎町長（箱田 彰君）  

議員が今、数字を述べられました。柚須駅が圧倒的に増加傾向にございます。乗

車数だけではなくて乗降者ですね。朝晩、これは乗る人と降りる人が変わらないぐ

らいの数が今増えております。 

そういった意味では、この車両の増結につきましては、ＪＲのほうには要望して

まいります。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

川口議員。 

◎７番（川口 晃君）  

よろしくお願いします。最後に、歩道の拡幅の問題です。 

この前もこの件については言いました。ＳＤＧｓ、持続可能な発展。一人も取り

残さない政策の実現は国際的にも叫ばれています。歩道の拡幅とバリアフリー問題

はこれは重要な政策課題だと思います。高齢者や身障者にとっては非常に大事なこ

とです。 

国土交通省は、最近指針を出しました。2020年度道路の構造について改めて、指

針を自治体に示すというふうに言っています。問題は、阿恵橋信号から柚須信号ま

での歩道の拡幅と電柱の移動ですが、柚須区も完全に道路や歩道から電柱が除去さ

れているわけではありませんが。これについては昔から、柚須区の役員には土木委

員というのがありまして、その人たちが昔、将来は車社会になるから車力道やリヤ

カー道を広げよう。電柱は私有地に相談しよう、いうことを努力されてこられまし

て、柚須区中心部はほとんどありません。電柱は私有地の中に取り込まれました。

私が区長のときは、柚須区では開発が進んで多くの住宅が建ちました。建築業者が

説明に来られたり、区長の印鑑を取りに来られたりしましたんで、電柱の私有地へ

の取り組みを相談しました。いろいろな事情があったでしょうが、多くの場合協力

していただけました。 

歩道に面するところには、水路に沿った里道があります。里道というのは、水路

に沿ってあぜがありますよね。私が区長のときに水利の調査もやりましたんで、そ

のことをちゃんと把握しています。私有地でも空いた土地が２、３箇所あります。

相談したらどうかというふうに思います。 

電柱の建設については、これは本来九電の仕事だと思うんですが、電柱１本につ

き、１年間の使用料が２千円の振り込みが九電のほうからきます。無料ではありま

せん。土地の購入ではなく土地の借用ということで、歩道上の電柱の移動を推進し

てほしいんですが、どうでしょうか。少しでも前進していくことを、ＰＴＡの方や
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通行してる関係者の方も希望しています。 

なぜこの件を再度質問するかといいますと、内橋二区の方からこの相談を受けま

した。やってくださいということで。近くの人だけじゃなくて、かなり離れた人た

ちのほうも関心を持っておられます。 

箱田町長の見解を伺います。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

箱田町長。 

◎町長（箱田 彰君）  

歩道の拡幅につきましては、用地の確保、そして立地、隣地の地権者のご理解、

そしてご協力が必要不可欠となります。 

ご協力を得られれば、もう道路改良工事を実施し、歩行者の安全安心を図ってま

いりたいと私も強く考えております。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

川口議員。 

◎７番（川口 晃君）  

とりあえず里道があります。里道は公有地です。そこをまず最初にでも、電柱の

移動をされたらどうかということを要望しまして、私の一般質問を終わりたいと思

います。 

どうもご清聴ありがとうございました。 

（７番 川口 晃君 降壇） 

◎議長（鞭馬直澄君）  

ここで暫時休憩といたします。 

再開は10時45分といたします。 

（休憩 午前10時34分） 

（再開 午前10時45分） 

◎議長（鞭馬直澄君）  

再開いたします。 

議席番号３番、案浦兼敏議員。 

（３番 案浦兼敏君 登壇） 

◎３番（案浦兼敏君）  

議席番号３番、案浦兼敏です。では、一般質問通告書に基づいて質問いたします。 

今回四問ありますので、簡潔な答弁よろしくお願いします。 

まず、一番目の予算の編成方針についての質問でございます。これにつきまして

は、今回で三回目の質問になります。２年前には予算編成過程での情報開示をとい
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うことで質問し、その結果、予算編成方針がホームページにアップされることにな

りました。また、昨年、箱田町長に対しまして、予算編成過程の見える化を、とい

うことで質問しましてから、予算編成方針に加えましてから、当初予算や主な事業

の査定状況もホームページにアップされるようになりました。 

予算編成方針について、いろいろホームページで検索してますと、近隣の古賀市、

これは昨年11月に新しい市長が就任されましてから、予算編成の見える化を実践す

るために、当初予算編成を始めるために、市長としての基本方針を市職員だけでな

く市議会、市民に対し明らかにすることとしました。これは古賀市にとって初めて

の取り組みとのことでございます。これは市のホームページのトップページのお知

らせにアップされております。 

町長は見られましたでしょうか。内容は、当初予算編成のスタートに当たっての

市長メッセージ、予算編成方針、中期５箇年の財政見通しとなっており、10月の早

い段階、10月１日に情報を開示しております。ちなみにに粕屋町では、11月22日付

で、そしてホームページは12月２日にアップされておりますが、これももう少し、

予算編成に各部署取り組むという観点から、１箇月ぐらい前倒したほうがいいんじ

ゃないかと私は考えてます。これご意見として申し述べます。ちなみに福岡市も、

10月３日付で、市長の政策推進の考え方、次年度に向けての政策推進の考え方と、

組織の編成方針、予算編成方針。これをセットで市職員初め議会、市民に対してか

ら発信いたしております。 

その古賀市の基本方針をちょっと参考に紹介させていただきますと、一番目に市

長公約及び所信表明を意識すること。二番目、持続可能な、いわゆるＳＤＧｓ都市

に向けた経営方針を意識すること。三番目、次期総合計画の策定を意識すること。

長期的な視点でまちづくり全体を意識すること。アイデアを出し、古賀市の魅力を

引き出す情報発信を意識すること。六番目が、新たな財源の確保に向けた検討を行

うこと。七番目が、市議会からの指摘、提案を振り返ること。八番目が、市民の皆

さまからの意見、要望を振り返ることとしており、これを念頭に当初予算に盛り込

む施策の検討を指示しているところでございます。 

私がなぜ、予算編成過程の情報開示、見える化についてこだわるかと申し上げま

すと、実際今までは当初予算は、３月議会で初めて説明を受けるわけでございます

けども、これはもう既に予算ができ上がっておりますので、議会の意見を反映する

ためには、予算の修正とか、そういう形しか対応できません。町民や議会の意見を

当初予算に反映するためには、早い段階で情報を流し開示し、その意見をくみ上げ

て欲しいと考えるからでございます。 

そこで質問ですけれども、来年度予算編成に当たり、現在の財政状況と今後の見
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通しについて、どのようにとらえておられるのか、簡潔にお答えください。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

箱田町長。 

◎町長（箱田 彰君）  

まず今のご質問にお答えする前に、古賀市が取り組んである予算編成の見える化。

これは見習うべきものもございますし、ちょっとどうかなっていうのもございます

が、いずれにせよ、開示していくその姿勢は非常に大事と思います。 

私も就任以来、この見える化につきましては検討を重ねておりますし、実際も

早々に方針についても出すと。そして、編成のあり方につきましても、開示をして

おります。これから先もそういった方向で進めてまいりたいと思います。 

本町の普通会計決算におきます実質収支でございますが、これは黒字を維持し続

けており、平成30年度は３億5,736万の黒字となっております。また、近年財政調

整基金などの基金積立残高が増加しながらも、町債残高が減少しておると。更に、

健全化判断比率などの財政指標が良好な数値を示しているなど、これまでの財政運

営には、全般的には健全に行われてきたと言えると思います。 

一方では、今後の見通しにつきましては、非常に厳しいものになると言わざるを

えません。令和元年度の状況といたしましては、９月補正の時点において、財政調

整基金からの取り崩しが４億５千万円を超え、また、今回提案しています12月補正

予算では約８千万円の取り崩しを計上しており、合わせると５億３千万円を超える

こととなります。この取崩額を最終的に解消するのはかなり厳しい状況でございま

す。基金残高につきましては、減少に転じるのではないかと考えております。 

以上でございます。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

案浦議員。 

◎３番（案浦兼敏君）  

確かに過去３年の予算編成方針を見ますと、毎年決算ベースでは比較的健全な財

政運営がなされているが、予算編成では毎年財源捻出に苦慮していると、同じよう

な記述がございます。２年前はなかったんですけども、昨年から具体例として今後

予定されている事業という一覧がございました。しかしながら、事業費負担が毎年

どの程度かかるのか、そういう古賀市でいう財政の中期見通しがないので、本当に

予算編成が苦慮してるのかというのが伝わってきません。他都市においても、新規

財源の確保について語られることありますけども、苦慮しているようなこんな消極

的な文言は余り見受けられません。もうちょっと前向きな考え方でとらえてほしい

と思います。 
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次に、来年度の一般財源歳入の見込みについてありますが、どのように見込んで

おられるのかをお尋ねいたします。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

箱田町長。 

◎町長（箱田 彰君）  

令和２年度の一般財源の歳入見込みにつきましては、国の地方財政計画がいまだ

示されていない今の時点でございますので、あくまで見込みということになります

けれども、令和元年度当初予算と比較して町税が約１億3,500万円の増加、地方交

付税、及び臨時財政対策債が１億９千万円の減少。地方消費税交付金は、これは増

税がもちろんございましたので、１億７千万円の増加。などで差引、総額で約９千

万円増の約94億３千万円と見込んでおります。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

案浦議員。 

◎３番（案浦兼敏君）  

町民が増えて町税が増えるということは大変喜ばしいことですが、これに対して

地方交付税等が減ることはやむを得ないことですけども、今回町税が１億3,500万

増えるのに対して、地方交付税、これが臨時財政対策債を含めてから、１億９千万

ほど減額なってるっていうのが、ちょっと気になるところでございます。 

次に、来年度予算編成の主な、重要な基本方針と令和２年度の重点施策について。

また、町長の公約に基づく施策についても併せて、お尋ねいたします。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

箱田町長。 

◎町長（箱田 彰君）  

令和２年度の予算編成の基本方針としましては、第５次粕屋町総合計画に掲げま

す施策の推進を図り、指標達成に向けた所要の予算措置を講じること。次に、行政

評価等を活用した事務事業の見直しや、経費の縮減を徹底的に行い、前例を踏襲せ

ずにすべての経費をゼロベースの視点で精査の上、積み上げること。また新規事業、

そして既存事業の拡大に伴う予算計上につきましては、ペイ・アズ・ユー・ゴーの

原則に沿って計上する事業規模と同程度の既存事業の廃止、縮小、凍結なども考え

ながら、財源を確保すること。 

またそのほかとしましては、経常的な経費につきましては、ゼロシーリング。こ

れは前年度の要求以下というベースで行うこと。国、県補助金や交付税措置を有す

る起債の有効活用をすることなどを、基本方針として上げております。 

◎議長（鞭馬直澄君）  
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案浦議員。 

◎３番（案浦兼敏君）  

続けて重点施策と、町長の公約事項についてもご説明お願いしたいと思います。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

箱田町長。 

◎町長（箱田 彰君）  

重点施策につきましては、私の公約に基づくものとしまして、待機児童解消のた

めの私立保育所の新設、公立保育所の老朽化対策の実施、ふれあいバスの運行の充

実、長者原駅前及び酒殿駅前の整備、駕与丁公園の再生化、また、ブロック塀の改

修や農業用ため池の耐震診断などのこういった防災対策、そして、防犯カメラの再

整備や見守りシステムの構築などの防犯対策の強化、またそのほかとして、第５次

粕屋町総合計画、後期基本計画の策定、清掃センターの解体の着手など重点事業と

して上げております。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

案浦議員。 

◎３番（案浦兼敏君）  

この中の重要施策の中で、駕与丁公園の再生化っていう取り組みますという、こ

れの具体的な考え方ですか。 

どういうことを考えてあるのか、もし分かればお聞きしたいと思います。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

箱田町長。 

◎町長（箱田 彰君）  

理想とするのは、やはり都市の中にある、皆さんが親しめる、そして水辺がある

公園っていうその理想でございます。 

そのためには、どういったニーズがあるかっていう、そのニーズ調査も含めて専

門家の意見を取り入れながらやるということに考えておりますので、その辺都市計

画課の課長から詳細ご説明いたします。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

田代都市計画課長。 

◎都市計画課長（田代久嗣君）  

駕与丁公園の再生化につきましては、まず駕与丁公園、今後どのように活用が図

られるかというところにつきまして、現在も、今進めようとしておるんですが、一

つは民間の力が活用できるかどうか。そういうところのリサーチを、これから進め

ていくようにしております。 
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具体的なところにつきますと、例えばサービス業のような、企業の方々にアンケ

ートをさせていただいて、実際に企業のほうがそういうビジネスチャンス的なとこ

ろがあるかどうか、駕与丁公園であるかどうかというところを、まずリサーチをか

けさせていただいた後、個別にサウンディング等をやっていきたいというようなと

ころが、まず駕与丁公園の再生化の一つの取り組みを考えているところでございま

す。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

案浦議員。 

◎３番（案浦兼敏君）  

これは駕与丁公園の活性化に向けて、私が前も申しましたサウンディング調査で

すか。を実施されて、それで民間企業からのいろんな提案ですか。そういう実施、

駕与丁公園としての、要するに利用者の方が少しでも長く滞在して楽しんでいただ

けるような、そういう施設整備を考えてるということで理解しとってよろしいんで

すね。はい。分かりました。 

それと気になるのは今後予定されてる主な事業の中で、水鳥橋復旧というのがご

ざいますよね。これも以前、詳細設計費が計上されておりましたけれども、議会の

ほうで減額修正でこうした経緯がありますけども、この再生の中には水鳥橋の復旧

のほうも含めて考えておられるのか。 

そこ辺のちょっと考え方を聞きたいと思います。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

箱田町長。 

◎町長（箱田 彰君）  

今の財政状況を考えますと、今の時点では、この水鳥橋の再生といいますか、復

旧は盛り込む予定はございません。今後の課題とさせていただきたいと思います。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

案浦議員。 

◎３番（案浦兼敏君）  

それと重要施策の中でもう一点お聞きしたいんですが、健全財政維持のため、企

業立地を推進しますってありますけども、これも前申したことですけど、やはり企

業立地を推進するためには、当然担当のセクションも設けてそこに取り組まないと、

なかなか進まないと思いますけど、これについての考え方を町長の考え方をお尋ね

いたします。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

箱田町長。 
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◎町長（箱田 彰君）  

先日も答弁の中でお答えしました。粕屋町が持続できる、この粕屋町であり続け

るにはやはり財源の確保が非常に重要です。 

税収の伸び、これは当然人口が増えれば税収の伸びは期待できますが、それ以上

に財政需要が多くなるといった側面を持っております。従いまして、企業等の誘

致・立地を考えるならば、これは住民にとっても、その恩恵はもう多大にあるとい

うふうに私も考えます。 

従いまして、企業が好んで粕屋町を選べるような、そういった立地条件。そして

誘致できるような、環境整備を行いたいという意味でセクションを作りたいと思っ

ております。今粕屋町にあるセクションは都市計画課のほうで、これはある企業さ

んが来られた時、相談も来られますが、あくまでその都市計画法、あるいは各建築

基準法に基づく規制、要するに法律の適用がどうなるかっていうことでございます。

それでは、なかなかその企業立地に意欲を示されるような企業はございません。 

従いまして、そういった面をよく推進できるような、企業が手を挙げて好んで粕

屋町に来れるような、そういった推進する立場のいろいろなアイデア、あるいはそ

の法的なクリアするような方法・方策も含めて、企業のほうと協議できるようなセ

クションを作りたいと思っております。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

案浦議員。 

◎３番（案浦兼敏君）  

先ほど紹介した古賀市のホームページ見ますと、古賀市のほうは、商工政策課っ

ていうとこを作って、そこが企業誘致にいろんな県の優遇策も含めて、市独自のそ

ういう優遇策を設けてから、企業の誘致を図ってるということがございますんで、

そこら辺も同じ糟屋地区の市でございますから、調査されたらどうかというふうに

考えます。確かに今後とも、厳しい財政状況が続くものと思われます。 

そこで気になるのは、その中で職員のほうは、国と様々な施策を、いろんな施策

が出てます。それを活用するアイデアを出せるか、それからやっぱり市町村間の今

競争なってるというふうに考えております。先ほど申しましたように、古賀市では

新規財源確保のため、クラウドファンディングとか、企業版ふるさと納税の活用。

また、市が有する既存の人材や情報ネットワーク、民間企業の知見等を生かし、市

の実質負担額ゼロでの事業推進など検討することといたしております。 

箱田町長におかれましては、研究会も作っていろいろ市制に向けた研究会をやっ

てあると思いますけど、今後、職員の方々が国等も施策をしっかり勉強していただ

いて、その中で様々なアイデアを出してから、それに対して、例えば優秀者には表
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彰するとか、そういうふうな仕組みを作ってもらいたいと私は考えていますが、町

長の考えはいかがでしょうか。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

箱田町長。 

◎町長（箱田 彰君）  

職員の表彰制度、これはございます。今現在もございますが、なかなか職員が意

欲的に、立案といいますか、アイデアを出すことはあまりありません。ただ、私は

そういった環境を醸成するために、市制塾というのを一つあげました。 

全くほかの職員、あるいはほかの課が手をつけていない部分。これ非常にその職

員としては意欲が湧くと思うんですね。また、全くされてない部分で自由に研究で

きるという意味がございます。市制塾という形で市制を目指すんじゃなくて、見据

えてどういったものがあるかという、特化したような市制塾ですが、こういったこ

とも一つの起爆剤として、また、ほかの分野でも今まさに議員がおっしゃられたよ

うに、ガバメントクラウドファンディングというんですけども、広く町内町外の

方々から粕屋町の施策について賛同を得ながら、要するに補助金といいますか、出

資をいただくと。これふるさと納税の一つの変型的なものなんですが、そういった

ことも研究をさせながら、今後やっていきたいと思っております。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

案浦議員。 

◎３番（案浦兼敏君）  

時間の関係、次に進みます。二問目は職員定数の見直しに関する質問です。 

これにつきましては、先ほど川口議員も一部触れておりますけども、これにつき

ましても、今回で三回目の質問です。先ほどおっしゃった、広報かすや12月号の中

に、粕屋町の職員数等のことも書いてありました。確か31年は前年より10人に増え

て233人で、しかしながら定数条例は、237ということで条例を下回った状況でござ

います。それで本当にどれだけの職員が本当に必要かということを論議する前に、

先ほどもありましたように、今回新たに行政サービス包括業務委託とか、会計年度

任用職員などの制度ができまして、予算編成の中でも、これらの経費は、現行の臨

時嘱託員の経費から大幅に増加する、というような記述でございました。これらの

問題と関連して、職員定数の問題について質問いたします。 

まず９月議会で債務負担行為補正がありました、粕屋町行政サービス包括業務委

託につきまして、その分の行政サービスを業務委託するならば、その分職員数も減

ることになりますし、債務負担行為では、令和元年度から４年度までに、４億

5,600万の債務負担となっておりますが、これの今後のスケジュールと委託の範囲
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がどこまで年次的に、どこまで委託業務となるのか、それについてお尋ねいたしま

す。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

堺総務課長。 

◎総務課長（堺 哲弘君）  

はい、まず包括業務委託の範囲についてでございますけれども、庁舎窓口の補助

事務、それから道路関係の維持修繕業務、健康センターの健診時の補助業務、ゆう

ゆうサロン事業、学童保育事業、学校の用務員、保育所補助事務、及び配膳の補助。

それから、かすやこども館の子育て支援ルーム、及び一階窓口の受付事務というも

のを予定をしておるところでございます。 

スケジュールまで一緒によろしいですか。はい。スケジュールについてでござい

ますけれども、まず10月中に、大まかな制度に関する説明会を職員向けに行ってお

ります。その後、公募型のプロポーザルを行いまして、11月20日、特定審査委員会

で審査をした結果、業者が特定をしております。その特定しました業者のほうと、

各この業務、関係します所管課のほう、打ち合わせまで既に今週済んでおる状態で

ございまして、今週中に転籍をします職員の方向けの第二回目の説明会になります、

もう少し具体的な説明会をする予定としております。それから、その後すぐ、もう

個別お一人お一人の面接に入っていく予定をしております。早ければ１月中には、

もうこれが終わると思っております。 

４月１日からの開始に向けまして、営業所の設置をされるということですんで、

粕屋営業所みたいなものの設置を業者のほうでされましたり、あと、個別面接をや

った方の実際の雇用契約という形に移っていくかというふうに考えております。 

以上です。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

案浦議員。 

◎３番（案浦兼敏君）  

そしたら、結構いろいろ準備は進んでるんですね。それでは、だからもう段階的

じゃなくても一括的にも、今年度中にも、すべての業務についても、委託するとい

う形になってくるわけですね。 

それでその分でやはり、その分で職員数も、当然それに対応してから、その分の

職員がいらないということで、その職員が向こうに転籍するという形で考えてよろ

しいんですかね。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

堺総務課長。 
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◎総務課長（堺 哲弘君）  

はい。今から個別面接を行いまして、雇用される条件等のお話をした上でのこと

になります。 

町としましては基本的には今、働いていただいてる職員の方をそのまま転籍をし

ていただくというのが、一番業務サービスの滞りもなくできますので、そういった

方向で考えておるところでございます。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

案浦議員。 

◎３番（案浦兼敏君）  

そしたら、それは嘱託とか臨時の方がほとんどっていうことで、大体人数にした

らどの程度の人数なのかっていうのは分かりますか。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

堺総務課長。 

◎総務課長（堺 哲弘君）  

今現状臨時職員と呼ばれる方が約200名、嘱託職員の方が100名程度いらっしゃい

ますけれども、その臨時職員200名のうちの約100名程度が委託のほうに転籍をして

いただく予定でございます。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

案浦議員。 

◎３番（案浦兼敏君）  

それでは、次に会計年度任用職員についてであります。これも９月議会で、粕屋

町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例が制定されたところでござい

ます。 

現在採用されている臨時非常勤嘱託員の内、どの程度が会計年度任用職員として

採用されるのかお尋ねいたします。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

堺総務課長。 

◎総務課長（堺 哲弘君）  

先ほど申し上げました包括委託のほうに行っていただく100名を除く方、臨時職

員100名、嘱託職員100名程度が会計年度任用職員のほうへ移行していただく予定で

ございます。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

案浦議員。 

◎３番（案浦兼敏君）  
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結論としましては、現在の臨時職員の方200名の内、100名が委託のほうで、あと

100名の方が会計年度任用、そして嘱託の方はすべて会計年度任用職員のほうに移

行するということでよろしいですね。はい。分かりました。 

次に職員定数の見直しについてであります。昨年12月の質問に対して、平成31年

中に検討するとの答弁をいただきました。現在の職員定数は、平成12年度の業務量

から算定されたものというふうにお聞きしております。その後20年が経過し、行政

に対する需要も増え、また様々な課題に対する新たな取り組みも求められていると

ころでございます。更には、先ほど申しました行政サービス包括業務委託や会計年

度任用職員の問題もあります。これらの問題や、業務の職場の業務実態を踏まえて、

本当に必要な適正な職員数はどの程度か、やっぱり検討すべき時期にあると思いま

す。 

そこで、職員定数の見直しについて、現在の検討状況をお尋ねいたします。 

◎町長（箱田 彰君）  

堺総務課長。 

◎総務課長（堺 哲弘君）  

議員言われますとおり、適正な職員数がそもそもどれ位なのかと、いうところの

検討が必要かと考えておりまして、現在定員管理計画を定める必要があるというこ

とで検討中でございます。 

それを定めました後で、次回３月定例議会になるかと思いますけれども、定数条

例のほうの改正につきまして、ご提案をさせていただきたいというふうに計画をし

ておるところでございます。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

案浦議員。 

◎３番（案浦兼敏君）  

これも12月の議会だよりですか。職員数の状況の中で、普通会計公営企業会計通

して237名、そして人口１万人当たり職員数は48人ということで、私の感覚からす

ると若干少ないんじゃないか。大体市におる時は、人口１万人に100人近いぐらい

の職員数かなという感じがしておりましたけれども、それからするとやっぱ半分ぐ

らいの規模、人数かなという感じ、感想を持っております。確かにそれだけ職員の

方が一生懸命頑張ってあられるのかなと思いますし、やはりサービス残業とか雇用

の問題ありますけども、やっぱり職員の方が健康で、そしてからしっかり働いても

らう。そういう環境を作る必要がありますので、やっぱりそういう職場の実態を聞

いた上で、そこに必要な人員について適正に定数条例で盛り込んでほしいなという

気がします。 
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次に、組織の活性化を図るためには、新しい人材が欠かせません。先ほど、ちょ

っと来年度も職員の方を増やしますということで、採用しますということを聞きま

したけれども、来年度の新規採用職員の採用計画についてお尋ねします。また、先

ほど出てました技術職員ですか、についても、今年度、一回目では残念ながらそう

いう採用なかったと聞いてますけども、二回目でそういう方が、採用できるのかど

うか、そこら辺も踏まえた答弁をお願いいたします。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

堺総務課長。 

◎総務課長（堺 哲弘君）  

はい。昨年から、年二回の採用試験を行わせていただいておりまして、今年も７

月と９月に第一次試験ということで、二回試験をさせていただきました。その二回

合わせまして、一般事務職含めまして、13名の方に今合格を出させていただいた状

況でございます。 

その一般事務職の内、３名につきましてはもう既卒者ということで、別の民間に

就職されていたり、いう方がいらっしゃいましたので、その方につきましては10月

１日付で採用を行いまして、既に勤務をしていただいているという状況でございま

す。まだあくまで合格数でございますので、ご本人の辞退等でまた数字については

変わる可能性がございますけれども、一応今年度末の退職予定者数。こちらが一般

事務職が１名と、保育所幼稚園２名、合計３名でございますので、予定どおりであ

れば10名の増員となるという形でございます。 

第一回試験につきましては、建築と土木を募集をさせていただきましたが、残念

ながら採用がなかったということで。第二回試験につきましては、資格職の同じよ

うに資格職でございますけども、保健師とあと保育士、幼稚園教諭職につきまして

募集をさせていただいておるところでございますので、なかなかやはり一般事務と

比べますと、この専門資格をお持ちの方についての応募状況がなかなか少ないとい

うことがございますんで、また来年以降ちょっと少し募集の仕方を工夫していく必

要があるかなというところは感じております。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

案浦議員。 

◎３番（案浦兼敏君）  

そうですね、先ほど今の説明では、年度末退職される方３名に対して、今のとこ

ろ13名の合格ということで、差引また10名程増えるっていう形になります。資格職

についてもなかなか採用が難しいと思いますけども、継続的にそういう方々の募集

を図ってほしいなというふうに考えてます。 
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次に、公共施設等総合管理計画に関する質問です。 

公共施設等総合管理計画については、平成28年11月に作成されております。これ

につきましても昨年12月議会で、個別計画の早期策定について質問いたしまして、

町長のほうから、国は32年度までに策定と言ってますけども、前倒しで31年には個

別計画を策定しますとの答弁がありました。総合管理計画では、本町が保有する公

共施設の今後40年間の更新にかかる費用の総額は、約381億円で年平均額は平均費

用は約９億５千万が必要と見込まれるということでございます。 

これがこのとおりであれば、毎年15億円かかるということが非常に財政的な負担

になりますし、それに対する財源対策とか基金の積み増しとか、必要になってくる

というふうに考えます。予算編成方針でも、施設個別計画により、大規模改修等が

予定されており、多大な経費が必要とされているとの記述がございました。 

そこで質問ですけども、個別計画はどこまで策定が進んでるのかお尋ねいたしま

す。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

山野総務部長。 

◎総務部長（山野勝寛君）  

個別計画の現在の進捗状況というご質問ですけれども、10月中に粕屋町公共施設

等総合管理計画に位置づけられました道路、あるいは橋梁。それから上下水道など

のライフライン施設を除きました、36施設の現地調査を行ったところでございます。 

この施設ごとの老朽化状況について実態を把握しまして、調査の結果を取りまと

めている、現在そのような状況でございます。また、この施設の運営並びに利用状

況についても調査を行い、現在その取りまとめも行っております。 

この結果によりまして各施設のライフサイクルコスト並びに安全、優先度の把握

をいたしまして、今年度末の計画策定に向けて今後の維持保全の方向性の検討や、

各施設等の長寿命化の方向性の整理を行って、全体の計画策定に結びつけたいとい

うふうな感じで今作業を進めています。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

案浦議員。 

◎３番（案浦兼敏君）  

それじゃ策定がやっぱ年度末までかかるっていうことで。その分は来年度、特に、

それを反映されたというところはないわけですよね。はい。 

次に、予算編成方針に今後予定されてる事業と主な事業として各施設の老朽化対

策、これがまさしくそう庁舎空調更新、仲原・中央小大規模改造、町営住宅バリア

フリー化、清掃センター解体、阿恵遺跡整備、水鳥橋復旧などが挙げられておりま
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す。そこ辺今後の公共施設整備計画とか財源については、先ほど３月末、年度末ま

でにっていう個別計画を策定ということのあれば、この辺までの計画ができてない

んですかね。 

もし、この考え方、今後の計画とか財源についてどのように考えてあるのか、答

弁をお願いしたいと思います。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

箱田町長。 

◎町長（箱田 彰君）  

それは今後の公共施設の整備計画にも関わってくると思います。 

議員がご質問をされてある次の事項にも上がっていますが、いずれにせよ財源が

必要。これはもう間違いないとこなんですが、基金の活用もちろんございますけれ

ども、公共施設整備基金とかございますが、それと一緒に起債関係の不用な起債は

する必要ございませんが、必要最小限の起債はしながら、財政計画は立てたいと思

っております。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

案浦議員。 

◎３番（案浦兼敏君）  

確かに、将来世代に負担させるべきか、現役世代が負担すべきか等も考えて、基

金を活用するのか、起債するのか。そこら辺を十分考えて、そこら辺の財源対策を

考えていただきたいというふうに考えております。 

次に、最後は、保育所の整備に関する質問でございます。本年10月から国の教

育・保育の無償化が実施されました。これにより、保育所や幼稚園を取り巻く環境

は、大きく変わってるんじゃないかと心配しております。 

そこで、保育所・幼稚園の現在の申込み状況について、町立と民間を分け、状況

をお尋ねします。また、町立については分かれば各園ごとの状況もお答えください。

お願いします。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

中小原住民福祉部長。 

◎住民福祉部長（中小原浩臣君）  

保育・教育の無償化に伴う保育所・幼稚園の入所申込状況の変化はということで

お答えいたします。 

まず、公立・認可の私立を含めた保育所の入所申込状況からご説明いたします。

過去５年間の推移といたしまして、平成27年は1,240名、平成28年は1,391名、平成

29年は1,474名、平成30年は1,449名、令和元年度、今現在、これは1,521名。そし
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て令和２年、これは見込みではございますけども、1,625名と毎年増加傾向にあり

ます。また、町立幼稚園に関しましては平成27年は503名、平成28年は445名、平成

29年は395名、平成30年は375名、令和元年、今現在316名。令和２年、これも見込

みではございますが、270名と、非常に減少傾向にある状況でございます。各園の

状況につきましては課長のほうから説明いたします。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

神近子ども未来課長。 

◎子ども未来課長（神近秀敏君）  

各園の状況につきましては、現在受付を終了しておりまして、面接それと入所の

利用調整を現在行っているところでございますので、詳細の各園ごとの人数という

のはまだ出ていない状態でございます。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

案浦議員。 

◎３番（案浦兼敏君）  

さっきの中小原部長の説明。これは保育所の全体と公立の分類ですね、はい。 

ですから、例えば平成２年度は1,625人、申込みがあったその内、公立の保育所

の申し込みは270ですか。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

中小原住民福祉部長。 

◎住民福祉部長（中小原浩臣君）  

説明不足だったと思いますけど、まず最初に説明いたしましたのが公立と認可の

私立を含めた保育所の申込み状況です。その後に説明いたしましたのは、町立の幼

稚園。幼稚園の人数ということで、今令和２年度見込みが270人ということで、前

半が保育所全体、後半が公立の幼稚園の人数ということで説明させていただきまし

た。分かりにくかったですね、すみません。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

案浦議員。 

◎３番（案浦兼敏君）  

分かりました。公立保育所が減っているのかなと思って、ちょっと心配になりま

した。ということは結局、町立幼稚園のほうはかなり前年比べて激減といいますか。

かなり影響が受けてるっていう状況ですよね。はい。 

今後とも、このような状況が続くと思われますけども、議会のほうでは先月、老

朽化した町立保育所の建て替えについての提言書。これ昨年も出しましたけど、そ

の改訂版を提出しました。今回の予算編成方針のほうにも公約に基づき、公約事項
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として、公立保育所の老朽化対策を実施しますとあります。 

そこで質問ですけども、保育所・幼稚園の今後の入所見込みと整備計画。町立の

幼稚園のほうはかなり減ってきてますんで、そこら辺を踏まえた今後の整備計画等、

それとまた、議会の提言についてどのように対応されるのか、併せてお尋ねいたし

ます。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

中小原住民福祉部長。 

◎住民福祉部長（中小原浩臣君）  

今後の入所見込みと整備計画ということでお答えいたします。 

今後の入所見込みということですが、先ほど入所状況や今後の入所状況、それと

今後の人口の増加、また幼児教育・保育の無償化を考えると、保育所に関してはこ

こ数年は増加するんではなかろうかと思っておりますが、幼稚園に関してはずっと

今減ってますので、これ以上にまた減少するのではないかというふうに想定いたし

ております。 

そのような状況と、来年10月に開所予定の認可保育所が今現在進行中でございま

すけども、この申込み状況、また議会からも、先ほど言われました提言書の内容も

考慮いたしまして、総合的に検討を行った上で、幼稚園も含めた形での整備計画を

今後検討していきたいというふうに思っております。 

以上です。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

案浦議員。 

◎３番（案浦兼敏君）  

今の話では要するに、今後を見ながら、幼稚園も含めて見直しを検討したいとい

うことですから、例えば認定こども園とか、例えば保育所と幼稚園を合体するとか、

そういうことも視野に入れた形での検討を考えておられるんでしょうか。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

中小原住民福祉部長。 

◎住民福祉部長（中小原浩臣君）  

いろいろな方法があると思います。今言われた複合型とか、また集約してすると

か、いろんな方法があると思いますので、そういったことを勉強しながら、検討し

ていきたいというふうに思っております。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

案浦議員。 

◎３番（案浦兼敏君）  
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最後に町長のほうに議会の提言書を出してますんで、町長のほうからそれに対し

てどう対応していきたいというか、そういう考え方をお聞きしたいというふうに考

えております。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

箱田町長。 

◎町長（箱田 彰君）  

今回の幼児教育無償化、保育の無償化を、私は危惧をしておりました。 

これによってどうなるんだろうかというふうに考えておりましたが、この日本全

国この傾向がございます。従いまして、もうちょっと推移を見ながら考えたいんで

すが。 

今所管のほうにはもう指示して研究をしておりますけども、総合的な観点で、幼

稚園も含めたところでどうするかというふうに視野を広げながら、真剣に考えたい

と思っております。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

案浦議員。 

◎３番（案浦兼敏君）  

そうですね、それと御承知のとおり中央、仲原。いずれも老朽化して、一応大規

模改修とかやっていただいておりますけども、やっぱりこう早く建替えが急がれる

わけでございますんで、そこら辺の対応もしっかりと考えていただきたいというふ

うに考えております。 

箱田町長におかれましては、難問山積の中での町政運営で大変だと思いますけど

も、市政を目指して、町民が、私も、私の公約は町民が誇れるまちづくりでござい

ますし、町長も、町民が誇れるまちづくりっていうことをおっしゃってます。って

いうことで、共に一緒にそのために頑張っていきたいと考えております。 

これで私の一般質問を終わります。ありがとうございました。 

（３番 案浦兼敏君 降壇） 

◎議長（鞭馬直澄君）  

暫時休憩といたします。 

再開を午後１時、13時ちょうどといたします。 

（休憩 午前11時36分） 

（再開 午後１時00分） 

◎議長（鞭馬直澄君）  

それでは、再開いたします。 

議席番号９番、福永善之議員。 
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（９番 福永善之君 登壇） 

◎９番（福永善之君）  

９番、福永善之です。通告書に従って質問をいたします。 

この12月定例会は、６月の定例会で一本打った質問の続きということで質問をま

とめております。まず、内容を、どんな事案だったのかっていうところをおさらい

のために発言をします。質問内容は、一般廃棄物収集運搬業者への委託契約という

ことで、これ随契なってますね、随意契約ですね。その件に関して今年の６月に打

った質問と絡めて質問をしていきます。 

まず、地方公共団体の契約、これ自治体の契約に関しては、請負そのほかの契約

は一般競争入札、指名競争入札、随意契約。この三つの方法によって締結するもの

とするというふうに、地方自治法の234条第１項に定められています。その中でも、

指名競争入札、随意契約は政令で定める場合に該当する時に限り、これをすること

ができる。これは、同じように地方自治法の234条の第２項と定められています。

地方公共団体の契約については、原則は一般競争入札とし、随意契約は、これは例

外としているということです。ここは押さえといてください。で、なおさら地方自

治法167条の第２項には、随意契約ができる場合を限定して列挙しているというこ

とです。その中の一つ、その契約の性質または目的が競争入札に適さないとき。こ

れが、先の６月定例会時に町執行部のほうから、こういう理由で随意契約にもって

いったということの一つのこととして述べられております。もう一つ、これが裁判

所の判例ということで言われております。この裁判所の判例というのは、これ最高

裁が、名古屋高裁の金沢支部というところにある方が出した民事訴訟ですね。それ

が上告されて最高裁のほうで審議がされたと。その判例を根拠として、町執行部の

ほうより、そういうことで随契にしたということで。この二点、この二点が大きな

根拠として示されたということです。では、その二点をもとに今回質問まとめまし

たので質問をしていきます。 

まず一つ目、一般廃棄物収集運搬業務委託仕様書をもとに、業者より見積りが作

成されると考えるが、発注者より仕様書が作成されていないのはなぜかということ

で質問をします。これは、私のほうが情報開示請求かけております。仕様書若しく

は仕様マニュアル書は存在するのかということで、かけておりましたが、存在しな

いということでありました。 

なぜ、仕様書・仕様マニュアルが作成されていないのか、質問をいたします。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

安松道路環境整備課長。 

◎道路環境整備課長（安松茂久君）  
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仕様書の作成についてお答えいたします。 

収集運搬手数料につきましては、平成９年11月に糟屋郡町村会、及び古賀市が粕

屋清掃事業協同組合との間で覚書を締結しております。その覚書で、一世帯当たり

の手数料が決定されておりましたので、その単価を使用し、委託契約を行うものと

考えております。 

仕様書の作成は行ってはおりませんが、委託内容は契約書に記載しております。

また、予算計上に当たっては、前年度の実績に基づき試算を行い、不当な金額でな

いということで判断をしております。 

以上です。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

福永議員。 

◎９番（福永善之君）  

地方公共団体以外にも、民間の組織体が外部に物事を発注する場合、何で仕様書

がないんですか。仕様書なければ分からないじゃないですか。どういう条件で、こ

ういうやつを見積りを下さいよっていうところは分からないじゃないですか。それ

を今回、業者のほうから出ましたと。その数字をもとに契約書を作成しているとい

うことですよね、言わんとしていることは。 

自分たちが作った仕様書で、どうして見積りを求めないかっていうところはいか

がでしょうか。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

安松道路環境整備課長。 

◎道路環境整備課長（安松茂久君）  

業者からの見積りは、今言いましたようにもらっておりませんが、先ほど申しま

したように、平成９年に一世帯当たりの単価が決定をされております。 

統一で決定をされておりましたので、その単価に現在の世帯数。これは毎年10月

末の世帯でございますが、それを掛けまして委託金額を出してるというところでご

ざいます。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

福永議員。 

◎９番（福永善之君）  

自分たちでまず、こういう条件でっていうところでまず出していきますよね。そ

れが大元が、もう業者から出されたやつで単価設定をしてるっていうところが、業

者におんぶにだっこっていうふうに見えてるんですよね。 

まず、地方公共団体が入札をかける。これは、公正性、透明性、経済性、三つあ
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りますよね。その中で、自分たちがこういう仕様でやってくださいよという基準が

なければ、どうやって業者に見積りを出せるんですか。今のお話だと、あくまでも

業者から出された単価がこうでした、一件当たりですね。 

こうでしたということを前提に行政もそれを許容してるっていうふうにしか聞こ

えないんですよ。それだったら、見積りを出してるっていうことの前提が崩れませ

んかね、違いますか。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

箱田町長。 

◎町長（箱田 彰君）  

仕様書というのは、作業のやり方、あるいはその業務内容についての細かい項目

でしょう。 

これはもうこの当時からやり方につきましては、もう一定のルールでずっと行っ

ております。また、その作業方法につきましても何ら支障がないと、問題がないと。 

住民の方々、町民の方々の一般廃棄物の収集業務そのものには支障はないという

ことで、単価の検討を行って、前年度実績に基づく試算を行って不当な金額ではな

いという判断を行って契約をし、その契約書の中には、内容をうたってるというこ

とでございます。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

福永議員。 

◎９番（福永善之君）  

これ今後、やはり納税者から見て、公正性、透明性、それから経済性っていうの

はやっぱり担保されないと、やはり税金の使い方としては、まずいかなっていうふ

うに思うんですね。現状はもう、そんな感じで動いてました。もうこれはここで切

っていいと思うんですよ。ただ今後は、やはり手順にのっとって、ちゃんと毎年毎

年仕様書を作るということを、やはり世帯数も増えていくわけであって。そういう

中で仕様書なくして業者任せのやり方っていうのが、果たしてどうなのか。 

もうそれはやっぱりちゃんと対外的に信用されるようにしないといけないと思い

ますので、そこは見直しをかけていただいてよろしいですか。いかがでしょうか。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

箱田町長。 

◎町長（箱田 彰君）  

検討いたします。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

福永議員。 
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◎９番（福永善之君）  

では、二番目ですね。自治体として一般廃棄物収集運搬業務、これを競争入札で

実施している事例があります。これはインターネットでググれば、かなりの地方自

治体がもう一般競争入札でやっております。 

その一例として、京都市が、燃やすごみなど収集運搬業務委託における競争入札

の実施に関する要綱っていうのを出しております。それをもとに、読まれたとは思

いますが、町の見解はいかがでしょうか。 

今町としては、先ほど冒頭に私が申しましたように、随意契約で長らく続いてる

ということでありました。いかがでしょうか。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

安松道路環境整備課長。 

◎道路環境整備課長（安松茂久君）  

廃棄物処理法上、市町村は、一般廃棄物の処理について総括的な責任を有するも

のであり、市町村が自ら処理を行う場合はもとより、他者に委託して行わせる場合

でも、その行為の責任は引き続き市町村に有することであることから、現在の受託

業者は受託業務を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有することや、受

託しようとする業務の実施に関し、相当の経験を有すること。また緊急時等に即対

応できること。これまでに確実に業務を履行しており、今後においても適正、及び

円滑な遂行ができることなどを考慮しますと、現在の随意契約で委託を考えており

ます。 

以上です。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

福永議員。 

◎９番（福永善之君）  

形式的な答弁だったんですけど、これ三番とちょっと絡めてやらせていただきま

しょうか。 

三番目に、先ほど冒頭に申しましたように、町の随意契約の根拠として最高裁の

判例が大きいというふうに伺っております。一例として、奈良県の生駒市、随意契

約適正化検討委員会が平成19年の10月22日に、提言書を生駒市の市長さん宛に出し

ていると。この提言書は読まれましたか。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

安松道路環境整備課長。 

◎道路環境整備課長（安松茂久君）  

読ませていただいております。 
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◎議長（鞭馬直澄君）  

福永議員。 

◎９番（福永善之君）  

この提言書に関しましては、当時の生駒市の山下市長さんが、公共工事の入札に

関して、やはり見直していかないといけないという気持ちがあったんでしょう。そ

の中でこのような提言書というのを投げられております。この提言書に関しまして

は、６名から組織をされております。３名の方が外部から出席されていると。その

うちの２人が弁護士さんで、そのうちの１人が公認会計士ということで、この方た

ちの出身の母体というのが、ＮＰＯ入札改革支援センターという、組織ＮＰＯを作

られているということです。 

このＮＰＯに関しましては、総勢20名で構成をされております。これは行政の、

行政機構のあり方に関する、特別にその行政機構を熟知している方たちが集まった

と。関西の弁護士が18名で公認会計士が２名ということで構成されて、今回のこの

事案に関しましては、弁護士を２名、それから公認会計士を１名、派遣したという

ことです。その中で、その中で代表を務められている弁護士さんが言うには、やは

り各地方自治体は今顧問弁護士制を導入しています。ただ、この顧問弁護士制って

いうのは、形だけの顧問弁護士制ということであって、専門的なところは、まず、

ちょっと落ちるんじゃないかということを言われております。そういう方たちが組

織して出されたのはこの提言書になります。その中で、先ほど最高裁の判例ってい

うふうに申しました。 

町のほうとしても最高裁の判例、この最高裁の判例というのは、平成26年の１月

28日。これが最高裁の第３小法廷判決ということで、判決がもう出されております。

その中で、ＮＰＯ。先ほどの提言書を出された方たちが記述してるのが、裁判所の

判例は自治体の随意契約締結は、義務づけられているわけではないと。競争入札に

付することもできると言われているというふうに述べられておりますが、その辺の

見解と町の見解の相違はいかがでしょうか。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

箱田町長。 

◎町長（箱田 彰君）  

その分だけを切り取ると非常にそんなふうに理解されますが、判決の中でも、や

はり既存の許可業者への事業の影響、これは適切に配慮する必要があると。そうい

うふうに求められるべきという、求められるものというべきであるというようなこ

ともございます。 

完全にその一方的に、決め付けられたような最高裁の判決ではございません。 
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◎議長（鞭馬直澄君）  

福永議員。 

◎９番（福永善之君）  

ただ、今町のあり方としては、最高裁の判例っていうのが、やはり今の既存の業

者に対する不利益を被るんじゃないかということを前提に、なかなかその一般競争

入札のほうに踏み切れないということだったと思うんですよね。 

ただ、一方ではこのように違う見地からは、既存の業者に縛られることなく、い

ろいろな方面で入札のあり方としては、一般競争入札でもできるよということで考

えられてる方たちもいらっしゃいます。そういう中で、町として、先ほど課長のほ

うから申されましたよね。今まで問題がないとか、そういうことで果たして通用す

るのかということがあると思うんですよ。あくまでも例えば見積りを取って、その

見積りが応札してくれた業者さんたちの中でも、かなり優秀ですよとかですね。例

えば、総合的に見ても見積りちょっと高いかもしれんけど、ただ何か困った時の総

合評価ですね、要するに。総合的に評価して、この人たちのほうが問題の対処もや

っぱりうまくいくだろうとか、そういう見地であれば、それは税金の使い方として

は多少なりとも分かるのかなっていうのはあるんですけど。 

今の段階では、随意契約が前提にきてますので、今既存の業者さんたちに不利益

を被ることとか、そういうところで今町のほうで考えられていますので。 

そこは、この提言書を読まれた中で、町としてはどう今後進んでいこうかとかの

考えはありますか。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

箱田町長。 

◎町長（箱田 彰君）  

一般廃棄物の収集処理の仕方については、これは本来市町村、地方自治体が受け

持つべき業務であって、それを許可業者の中でしていただいてるという、通常の競

争入札とは一般的な工事とか、そういうものは違うものだと思います。なおかつ、

例えば建設工事だったら、その途中でいろいろ不具合があったりしたら修正とかで

きますが、この収集業務につきましてはダイレクトに、住民の方々に何かあればも

う迷惑をかける、混乱を来すというそういった側面もございます。そういったこと

を考えながらこの最高裁の判決の理由もあろうかと思います。 

確かに議員言われるように、随意契約だけでは今後はだめじゃないかと。 

実際、全国的にもこういうふうに提言書、あるいは要綱を新たに作りつつ研究し

ている自治体もございますので、我々もこれは研究は研究でしていきたいと思って

おります。 
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◎議長（鞭馬直澄君）  

福永議員。 

◎９番（福永善之君）  

恐らく、今の町の立場としては、今現在、既存の業者さんがやられている収集運

搬業務等は、当初から携わっておられると。粕屋町のいろいろな業務内容に精通し

ていると、熟知しているというところも一つの随契の根拠としてはあられるってい

うことは、今課長も町長もおっしゃったと思うんですけど。 

一方では、これはあまり重視すべきではないよというところで、これは政府が平

成18年の２月24日に、公共調達の適正化に関する関係省庁連絡会議というところで

決定をしたものがあります。その内容っていうのは、公共調達の適正化に向けた取

り組みについてということで、これ読ませていただきますね。これ政府がもう出し

てますので。 

単に当該業務に精通していることのみをもって契約の性質、または目的が競争を

許さない場合としているものは、これは仕様書、先ほど私が冒頭に申しました仕様

書。それから作業マニュアルの作成等により競争が可能であると考えられるため、

随意契約によることとする理由としては不適切であるというふうに考えてあります。 

ということは何を意味するかっていうと、こう言ったらいけないんですけど、一

般廃棄物の収集運搬業務っていうのは、そんなになんというか、難しい業務という

位置づけではないんですよ。専門性を必要というわけではなくて。あくまでもこう

いうやつに関しましては仕様書、若しくは作業マニュアルがあれば、これは誰でも

時間がたてば精通していきますよっという代物です。 

そんな中で先ほど町のほうとして考えられてるのが、当初から携わっているとか、

長い年月の蓄積があるそういう感じで言われてるんですけど。それは、町がもうこ

うやってくださいという仕様書を町のほうから投げかければ、新規参入の業者でも

そこはもう守っていけるよということを意味してるのが、平成18年に政府の関係閣

僚のほうから出されたやつなんですよね。だから、そういうことをもとにすれば、

長くやってるからっていう理由づけにはもうならないんじゃないかと。やはり町と

して、ちゃんとした仕様書をもとに、競争入札をしていくべきではないかという感

じでは考えてます。 

その辺はいかがですか。こういう政府のほうもこういう文言を出しておりますが、

町としては今までどおりということで進んでいくのかどうか。 

お聞きしたいと思います。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

箱田町長。 
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◎町長（箱田 彰君）  

公共事業のそういった入札関係の改善につきまして、私も存じ上げております。 

ただ、今議員がご指摘の一般廃棄物の収集に関しては、非常に専門性がある。そ

してまた住民に対してダイレクトに影響があるという部分から、これは全国の市町

村も、許可業者っていう範囲で、運営をしているというふうに私も理解しておりま

す。 

この件につきましても、この最高裁の解釈も、弁護士等もこの内容の解釈につき

ましては、協議を行っているところでございます。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

福永議員。 

◎９番（福永善之君）  

今町長のほうから、私もここに、手元に平成26年１月28日に出された最高裁の判

決文というのが、これ全文持っております。かなりもうちょっと第三者が分かるよ

うに書いてくれよっていうのが正直な話です。かなり難解な、意味がちょっと分か

らないような書き方で書かれてるんですけど。 

その中で、今町長のほうで、顧問弁護士のほうとそういう協議をされているとい

う認識でよろしいんでしょうか。これを顧問弁護士が見られた中で顧問弁護士はこ

の判決の今町が、行っている随契のやり方っていうことに対して、どのような感じ

で意見を持たれてるかっていうところはお聞きしてよろしいですか。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

安松道路環境整備課長。 

◎道路環境整備課長（安松茂久君）  

まず町の顧問弁護士さんの考えということで、させていただきます。 

判例を見る限りでは、自由競争入札をしてはならないとは触れられてはいないと

いうことです。また、最高裁が言っているのは、競争入札または随意契約のどちら

かよいとは述べられてもいないと。条件を満たしていれば許可を与えるのであって、

許可を与えるにあたっては、一般廃棄物処理業は専ら自由競争に委ねられるべき性

格の事業とは位置づけられているものではないということで、完全な自由競争では

なく、専らであって、一定の基準・条件を満たしたものに許可を与えることになる

ので、自由競争入札と随意契約のどちらがよいとは最高裁は言っていないとの見解

でございました。それで、この判決の意味は、一般廃棄物処理業の適正な運営が継

続的、かつ安定的に確保される業者でないといけないと、業者でないといけないと

少しからずとも述べていると言われておられました。 

それで、今回のご質問の関係ですが、現在の粕屋町の許可業者で問題なく安定し
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て業務を行えていると。あえて自由競争によってほかの業者を参入させることはな

いのではないか。新規の業者が安定し、継続的に運営できるか保証もそれもできな

いということで言われておりました。 

以上です。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

福永議員。 

◎９番（福永善之君）  

随契をしないといけないとか、そこ明言はしてないということで、そういう感じ

で、町の顧問弁護士も読み取ったということですね。それは確かに私もそう、私な

がらの読解力でもそう書いてあります。 

この事案に関しては、最高裁のほうで、また最高裁のほうで、原審ですねだから。

名古屋高裁でこれ出されてます。名古屋高裁のほうでまた差し戻しをしています。

差し戻し審議しなさいというふうにですね。 

これは私が６月に、町執行部のほうに質問した際の最高裁の判例が主となって、

随契を続けていくっていうところを崩しかねない事案と考えてよろしいですか。６

月の中では、私の質問に対する答弁としては、最高裁の判例が非常に重要な位置づ

けになってるから、随契で済むよということで言われましたが。その辺は今課長の

ほうで顧問弁護士のほうから随契でしなさいということではないよというふうに答

弁を受けました。 

６月の答弁内容は、修正ということで考えてよろしいでしょうか。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

山本都市政策部長。 

◎都市政策部長（山本 浩君）  

６月の答弁の際に、私のほうがお答えしておりますので、私のほうから答弁させ

ていただきたいと思いますが。 

こういった判例もありますよということは、確かに６月の時点で言わせていただ

いております。ただ、最終的に町として判断している材料といたしましては、そう

いったこともありますが、基本的に、先ほど町長も言いましたように、本来この業

務自体が、町が直接的には行うような業務であると。町長が言いました、直接的に

住民に関わるような業務であると。そういった性質のものから、見積りとかいう金

額だけじゃなくて、性能とか経験、先ほど議員も言われましたように、総合的な評

価のもとに判断すべきことということを町は判断して随契を続けていると。そうい

うふうに解釈していただきたいと思います。 

それから議員のほうが先ほど言われた中で、かなりの自治体があたかも一般競争
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をしているというようなことを言われましたが、どの程度の自治体が一般競争をさ

れておるんでしょうか。こちらのほうとしてはそこまで調べておりませんが、かな

りということは、半数以上というふうに解釈できると思いますが、その点はいかが

でしょうか。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

福永議員。 

◎９番（福永善之君）  

今、課長と部長、問題なくやっていると。今の既存の業者ですね。ただ、それに

は前提があると思うんですよ。問題なくやっているだけで済まされるのかと。 

じゃあ、納税者が払ってる税金はどうなるのかと。やはり値段面、コスト面を見

ていかないといけないということには立たないでしょうか。コスト面も見て、これ

は確かにコスト面もいいねということが担保されないことには、ただ単に今の業者

がちゃんとやってますから、それでいいんじゃないですかっていうふうにですね。

それが果たしてこれ自分の金だったらですよ、自分がもし出す金だったらそういう

ことで選んでいきますかっていうことになると思うんですよ。 

自分の金っていう感じで考えてもらっていいですか。どうでしょうか。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

箱田町長。 

◎町長（箱田 彰君）  

その件につきましては、一番目の回答で行っておりますが、再度繰り返しましょ

うか。課長。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

安松道路環境整備課長。 

◎道路環境整備課長（安松茂久君）  

委託金額でございますが、予算を計上する時にあたりましては、前年度実績に基

づきまして試算を行いまして、その金額が不当ではないというふうに判断をし、ま

た収集業者が企業努力をされているというふうに考えて、契約を締結しているとこ

ろでございます。 

それとまたもう一点よろしいでしょうか。提言書の件なんですが、生駒市の19年

の提言書によりますと、この19年当時、当面従来どおりの随意契約とし、５年後を

めどにと競争性のある入札制度の導入の可能性、研究をすることが求められている

というふうに記載がされておりました。それで、その５年間の契約の方法といたし

ましては、この提言書の中には、契約額の決定につきましては、生駒市の公共工事

の平均落札率と収集運搬の積算額。これを100％といたしまして、それの中間点、
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例えば平均落札率が84％であれば、92％というような請負率として、契約をされて

いるということが書いてありました。 

粕屋町におきまして、来年度の予算を計上するにあたり、昨年度の実績に基づき

まして、ごみ収集の試算を行っております。来年度の試算額は、試算額でいきます

と、予算額は73％位となります。それで金額的にも不当な額ではないものと考えて

おります。 

以上です。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

福永議員。 

◎９番（福永善之君）  

町がいくら業者から出されたやつで、町が試算したんでしょう。町が試算して業

者から出されたやつの70数％設定、もうあくまでも、町がこういう形態でこういう

車、車種を使って、こういう人員体制で、こういう曜日で、こういう時間帯で回収

してくださいとか。そういう仕様書なくして、業者任せで出てきました額で、町執

行部はどのような感じで試算額を出したのかっていうのが分かりませんが。仕様書

なくしてどうやってそれが出てくるんですか。ましてや競争入札もしないで、相手

方の新規参入される方たちの見積りも分からない状態で、それが妥当だっていうの

がどうしてそこが分かるんですか。 

まず、根本的に、例えば民間を例えて言いますね。自分がもし会社を持ってたと

いう立場で考えてもらってもいいと思うんですけど。自分たちが自分たちのお金で

投資をしていく場合、その中で、ある一定の人たちだけに見積りをとったりします

かということなんですよ。ある一定の人たちだけですね。やはり基本的には安く抑

えていきたいというのが前提になると思うんですよね。その中で先ほど私申しまし

たように、それ以外にお金だけでなくて、いろいろな後々のサポート体制とかも鑑

みると、ちょっと高いけどこっちにしようとかそれはあると思うんですけど。ただ

常識的に考えれば、安くなるところに持っていきたいなというとこがあると思うん

ですよ。ただ、今行政のやり方としては、そういうところに立ってないよと。以前

から既存からずーっと随契で続いてるところを前提に、それもましては仕様書も作

ってない状態で自分たちがもうこれだけの金額と思ってますと。その中で、既存の

業者から出てきたやつと、自分たちの出した金額が70％位が妥当ですよって。こん

なことが通用しますかっていうところなんですよ。分かりますか、言ってることが。 

今もう当たり前のようにそういうことを言われていますが、先ほど課長言われま

したね、提言書の中で５年間猶予を見ますって。当たり前じゃないですか。すぐこ

ういう提言書出したら変えていくっていうのは難しいですよ、いろいろな分野で。
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抵抗ありますから。ね、今まで続いてきたことにポスっとメスを入れようとしても

抵抗ありますから。だからこうやって５年間だけは今までの既存の業者さんのやり

方でやってくださいと。その５年間の中で形づくっていきましょうねっていうこと

をこれ言ってるんですよ。分かりますか。こういう難しいところにメスを入れるっ

ていうことは、なかなか抵抗があってできない。前に進まない。だからこの５年間

というふうに提言書に書いてあるんですよ。だから私も町に対して、そんなに早急

にしろとは言いませんよ。 

ただ、納税者の立場からして、そうだね、根拠ちゃんとあるねっていうことを見

せるのであれば、ただ単に今までうまくやってるからとか、遅滞なくちゃんとごみ

を収集しているかと。それで説得ありますかということですよ。ちゃんとした価格

の根拠。これを見せないことには、納税者として、例えば皆さんとして、税金。例

えば投資家として、お金払えますかというところなんですよ。私だったら払いませ

んよ、そういうところに。何やっとんですかっちゅう話ですよ。 

だから、そこを私がこう質問してるから、すぐ変えろっていうことじゃないです。

変えることにはすごく抵抗ありますよ、これは。長らく続いてるんだから。ただ、

見直して。一つずつでも見直していきましょうと。例えば今仕様書、作業マニュア

ルありませんよねって。そういうとこ、自分たちで作っていきましょうよっていう

ことを言ってるんです。そうしないことには、正確な見積りっていうのはやっぱり

上がってきませんよね、業者任せになってるんやから。分かりますか言ってること。

だからそこを、ちゃんとしていきましょうと。形づくれば、これが数年後には、や

っぱりこうやってやっていったら、やっぱり今の体制というのはちょっとおかしい

ねとか、そういうのが出てくると思いますよ。 

何もかんも、こうやってバリケード張られたら、何事も進まないじゃないですか。

分かりますか、言わんとしていることが。ちょっとすみません。言葉ちょっと強過

ぎましたけど。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

箱田町長。 

◎町長（箱田 彰君）  

私は先ほど言いましたように、バリケードは張ってません。 

研究しますと答えました。これから先、全くこのことについては、今までどおり

いくというふうに言ったわけではございません。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

山本都市政策部長。 

◎都市政策部長（山本 浩君）  
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先ほど私質問させていただきましたが、かなりの自治体ということを言われまし

たが、どの程度の自治体が一般競争の入札をされているんでしょうか。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

福永議員。 

◎９番（福永善之君）  

ネットをググってください、自分で。ね、自分で調べることも大切ですよという

ことです。かなりのっていうことを、過半数というふうにとらえてもそれはいけま

せんよということです。分かります、言わんとしていること。 

今町長のほうで、バリケードを張ってないよということでありました。これは、

私がもうそちらの立場だったら、こういうことを言ってくれたんだな。話がちょっ

と進めやすくなったなっていうことは、私だったら感じるんですよ。正直な話が。

誰も言わなかったらもうそのままずっと、何ていうか、今まで行ってきたやり方に

何の変化もなく、物事が進んでいくと思うんですよね。 

私がそちらの立場だったら、福永よく言ってくれたっていう感じですね。例えば

抵抗があった時も、いやいや、議会から言われたから、一応宿題の意味でもちょっ

と研究していこうやっていうところが出てくると思うんですよね。だからそういう

ふうに受け取ってもらって、やっていただきたいと。福永が悪者でいいんですよ。

福永、対外的には。福永は悪者で。そういう感じでやっていただくような感じで、

私のこれ提言っていうんですかね、そういうやり方でやってくださいということで、

私の一般質問を終わります。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

福永議員。先ほどの質問に対して、ネットで調べれば分かるから調べてください

という回答でしたけども。具体的に何か数字掴んでるんであれば、今回答できます

か。おおよその一般競争入札をやってる行政の。 

◎９番（福永善之君）  

先ほど私が発言した、それ以下でもそれ以上でもありません。 

以上です。 

（９番 福永善之君 降壇） 

◎議長（鞭馬直澄君）  

それでは、休憩をとります。 

再開を１時50分といたします。 

（休憩 午後１時42分） 

（再開 午後１時50分） 

◎議長（鞭馬直澄君）  



－ 133 － 

再開いたします。 

議席番号５番、中野敏郎議員。 

（５番 中野敏郎君 登壇） 

◎５番（中野敏郎君）  

５番、中野敏郎、議席番号５番ですかね。一般質問を始めさせていただきます。 

控室でちょっとクールダウンしてまいりましたが、いつものようにヒートアップ、

なかなかできるかなと思いますが。何にしろ、私も冒頭の挨拶というのを、例えば、

山𦚰議員から奪われて、今日５番、６・７・８・９番目になりますしですね。いつ

も本当こういうふうな会のスタートはお悔やみというか、そういうふうな話がずっ

と起こってるな。たら今日朝一番で議長のほうからまた、中村哲氏の話が出て。私

もペシャワール会というのに属していた、属していたっちゅうか、ちょっとお金払

えば加盟できる。そういうふうな会で、中村哲氏のいろんな現地報告会とかいうの

を何回か聞かせていただいて。彼の人柄とかいろんなところがもう分かるっていう

か、郷土が近いわけじゃないんだけど、山田堰ですね、そういうところの話も今日

も出てましたけど、そうよね、あれが原点だよねっていつも何かあそこを通る時に

は思ったりするというか、そういう原点がありました。そんなことを思いながら、

議会だより。別な部分の調査っちゅうか、今日の報告のために調べてましたら、実

は私が発言した中村哲氏のことがあったんですよね。これ、平和安全保障関連法の

廃止を国に求めることに対しての、これは賛成討論でもう2016年６月です。議員な

ってね、初めての頃位なんですよね。その頃に私は彼のことをこんなふうにしゃべ

っております。 

アフガニスタンで国際貢献する、福岡県出身の中村哲氏、そしてペシャワール会

を支援しています。彼らの身が危険にさらされるような法案は廃止すべきです。彼

は言います。日本は軍事力を用いない分野での貢献や援助を果たすべきなんです。

現地で活動していると、力の空しさというのが本当に身にしみます。 

ここまで書いてるんですけど、確かにそういう人であったなというふうなところ

を思っております。 

もう本題に入っていくんですが、薄れてしまったっていうのは何か、次から次に

こういうことが起こるんで、９月議会終わった後に台風が次から次に来てっていう

かですね。そういうふうな形で被害があって、私これ一つだけある被害の人物だけ

を最初に話をさせていただきます。それは誰かといったら、千葉県の市川市ってい

う所に伊藤さんという方がおられます。この方テレビ報道で見たんですけどね。畳

屋さんしてあるんですが、畳屋さんやってあってからどういうことが起こったか。

台風15号で、作業場が破壊され、およそ１千万ぐらいの痛手を受けたと。で、シー
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トとか被せていくわけですよね、台風19号。シートが剥がれ、また商品が濡れる。

当然ですよね、畳屋さんていうの、桶屋がもうかる世界の話じゃないけど、皆ね、

畳が傷んでしまってるから、注文はもう次から次に来るわけですね。ボンボン作ろ

うと増産体制してたんだろうけど、それがまた濡れた。これで終わりません。台風

21号。また水濡れした。この一月半何をやっていたのか。こんな人たちがいっぱい

いらっしゃるっていうか、そういう映像っていうか想像力も持ってから、今からの

一般質問の中身を一つずつこなしていきたいと思っております。 

今回は第一問目というのは、９月議会終了後の度重なる災害報道から、粕屋町の

防災対応の見直しはあったのかどうか。単純にこれだけで質問いたしましょうかね。 

あったのかどうかっていうふうなところで、町長お願いいたします。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

箱田町長。 

◎町長（箱田 彰君）  

個別の質問に答える前に、全国で災害がありまして、つい先日も全国町村長大会

の中で、災害を経験された首長さんもその体験に基づいて、非常にその切実な災害

状況。そして、またこれからの復興にかける思い。私も生で、そのご意見を聴きま

した。まさにその他山の石ではございません。いつ、当粕屋町でも起こるか分から

ない。そういうふうな緊張した気持ちで聞いて参ったところでございます。 

個別の答弁に関して、所管のほうからお答え申し上げます。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

中野議員。 

◎５番（中野敏郎君）  

個別というのはその次に来る４項目というふうな形ですよね。先どうぞ、すみま

せん。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

山野総務部長。 

◎総務部長（山野勝寛君）  

見直しを行ったかというご質問に対してですけれども、今回いろんなところで、

台風や大きな自然災害が起こって、いろんなことが起こりました。そのようなこと

から粕屋町においては今後、停電に対する備えの検討、あるいは情報収集方法の周

知について、今後見直しを行っていくことを今検討しております。 

大きいところは今、現在そういうところを検討しております。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

中野議員。 
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◎５番（中野敏郎君）  

簡潔にありがとうございました。 

確かにそういうところでの話題というのも、いっぱいあったんじゃないかなと思

います。私のほうもね、ハザードマップとか幾つかのことを書いておりまして、実

はこのハザードマップですね、この議会でも私も二回ぐらい言って、早く作れよ早

く作れよ。ね、県は変えたんだからとかいうふうな責任もあってっていうかですね。

これを持ってて、持っててって言って綺麗にしてますね。変な話言ったら、あんま

り使ってないちゅうか、今回なって僕もじっくり読ましていただきました。じっく

り見さしていただきました。いろんなことをね、感じたんですけど、このあたりの

ことについてっていうですかね。このハザードマップっていうのを基本的に言った

ら、そうだよなって。 

私、幸いなことにっていうか幸いなことにっていう、この３箇月間の中でってい

うか、嬉しい視察を二回行かせていただきました。町長と一緒に行かせてもらった

分と富山に行かせてもらった。ここにわざわざバッチも付けておりますが、ＳＤＧ

ｓね。そういうふうな形で富山が先進地っていうふうな形で、勉強させていただい

たんです。もうすごく勉強になりました。そのときの説明員の課長代理さんが言っ

た、スタートというのは何だったかと。たまたまそういう台風があった後の、新幹

線もまだちょっとストップしたりとか、そういうことがあったんですね。だから、

もう何をおっしゃったかといったら、私たちはやっぱりこの地球環境温暖化。そう

いうふうなことっていうものをやっぱり防ぎたいためにっていうか、そういうのに

やっぱりＳＤＧｓを使っていくというふうなことを一つあるんだっていうことです

ね。もちろん、今ＣＯＰ25あっておりますが、そこに出ている高校生、トゥンベリ

さんとか、そんな話もありました。私も質問しました。もっと前に1992年でしたか

ね。デヴィッド・スズキの娘さんが国連というかそういう場で質問したことを前も

ね、教育長覚えてますもんね。僕はそういうふうな話もあったやないですか。何で

そんなにぐうたらしてたんだろう、人間。 

今までＣＯＰの話もいっぱいしましたね。僕はそういう話をしたくてしたくて。

だけどそういうことをしてもなんちゃこれが通じないというか、難しかったんだけ

ど。ＳＤＧｓというものがあることに、これをうまく使えばいいじゃないかという

のが、やっぱり富山の職員の人たちのアピールだったんですよね。そういうふうな

中で、この質問というものをさせていただきたいんですが、このハザードマップを

見た時に、実際私も実はずっと棚の上置いてて、なかなか見てなかったんだけど、

これがせっかく作ってどうなってるかと。 

そういうふうな形の調査というのを豊福課長、なんか調査とかありました。しま



－ 136 － 

したか。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

豊福協働のまちづくり課長。 

◎協働のまちづくり課長（豊福健司君）  

防災マップにつきましては、具体的にどのように活用されているのかっていう調

査は行っておりませんが、防災講座の際に必ず、答弁されましたように、こういう

形で、こういうものをご自宅に保管されてありますかって。なければ、役場のほう

の窓口のほうでお渡ししますのでっていうことで、周知徹底を図っております。 

以上です。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

中野議員。 

◎５番（中野敏郎君）  

確かにそういうふうなことで、僕なんか飛び込みで行ったら面白いな。面白いと

言ったら失礼ですけどね、こういうふうな調査を聞きました。 

ハザードマップ、防災マップ持ってありますか、お出しください。一緒に見させ

てくださいと言ったら、何分かかって出されるか。どこに置いてあるか。あららら

ら、だったら分かりますよね、実際の時には使えないよな。じゃあ私から言わした

ら、例えば冷蔵庫にこれペンとね、マジックで付けとくとか、そういうふうな形も

いいな、なんて。いろんなことをね、思い上げながらやっぱりなるべく使えるよう

にっていうかね、そういうことも一助だろうなというふうなことを思うんですが。 

もう早速出したからには、もう次の改訂っていうか、次いつ出すかとか、あるい

は次どんなふうなことをしたいかとか、そういうふうなことはもう集まってるんじ

ゃないかなと思いますが、課長のほうどうでしょうか。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

豊福協働のまちづくり課長。 

◎協働のまちづくり課長（豊福健司君）  

全体分のハザードマップにつきましては、令和元年６月に全世帯のほうに配布さ

せていただいておりますが、今年度内に校区別の、学校区別のハザードマップを現

在作成しておりますので、出来次第、配布をさせていただく予定としております。 

以上です。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

中野議員。 

◎５番（中野敏郎君）  

それっていうのは、この部分の一部分を切り取って冷蔵庫に張れる位のっていう、
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素敵にっていう形になるわけですね。そういうふうな形で、私が一番今日言いたい

このマップの中でね。ずっと見よって思ったのは何かって言ったら、このマップの

中に消防団、14分団ございますが、もうこの二つ目位に入ってるんですけどね。 

消防分団の場所とか、そういうことは書いてないんですよね。入ってませんよね。

なぜでしょうか。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

豊福協働のまちづくり課長。 

◎協働のまちづくり課長（豊福健司君）  

消防の格納庫につきましては、避難所として指定のほうはしておりませんので、

防災マップのほうには掲載のほうをしておりませんが、各区で公民館等に張ってい

ただいてる防災マップには、消防団の格納庫はここにありますよっていうことで手

書きで書き足していただいたり、シールを張っていただいたり、いろいろ各自主防

災組織等で、工夫していただいているものと思っております。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

中野議員。 

◎５番（中野敏郎君）  

はい、今の回答でそっか格納庫というんだなということが頭に入りましたけど。

確かに、だけど格納庫がいくつもあってね、役場にもこうあって、でもこれをもっ

と生かせないかなっていうか、そういうふうな思いに至ったんですよね。何でこん

なふうな思いに至ったか。14分団、14台の消防ポンプ車ですか。それがついこの間、

演習でありましたよね。僕もいろんな会に参加させてもらっております。会にとい

ったら大体いつも出初式があって、そして入退団式と操法大会ですね。もう４年議

員やってますから、４×３、12枚、12通、真面目にとってませんでした。10通しか

ありませんでしたが。だけどそのとき気になることをずっとチェックしてたんです。

何をチェックしてたかと、この附箋つけてるところ、まだまだほかは実はチェック

してたんですけど。 

大体団長が人員点呼というか報告受けますよね、この時に150名、この時は書い

てますね。でそん次ん時には135名、そういうふうに分母が幾つかといったおよそ

181ですかね。その位の分母に対して135名、そういう数値なんですね。たまたまっ

て昨日、うちえらい遅くてからですね。これやっと昨日見たんですが、これ見てて

この間の演習のを見ました。消防団員の数、何人かって。102名というふうに表示

されてるんですね。180の内の102名。出てるか出てないかとか、そういうふうなこ

と問題にしたいということやなくて、180おってから100名位。ね、消防車14台あっ

てね、どう動くのか。実際上、決算報告でありましたよね。去年と今年のデータを
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見せていただきました。そしたらおととし、29年の火災が６件で、その内の消防団

出動が５回、30年度は８件で、消防団出動０回っていうふうな形になってきた。お

いおいおいおいおい、って。 

じゃあ、もう一つ言いましたら、９月の定例会の中で、総務常任委員会の中で消

防自動車の新規購入というふうなことを諮りました。私も議員なってもう三回目か

な、四回目かな。毎年大体１台ずつ位こうとらえて、新しく入りますが、この時に

もある議員から、もっとちっちゃい車とかいろんなことがあったんやらいいんかな、

なんて言っておりましたが、発言もあったりしましたが、1,900万、およそ２千万

近くね、価格がありますよね。こういうふうなことがあって、千葉のある町で、こ

んなことありましたよね。水陸両用車がある保育所ですか、60名位を救ったと。お

いおいおいおい、水陸両用車、こんなの持ってるの。これは中部消防署やら南部消

防署やらあるからですね。そういうとこが持っててくれてんだろうか、とかとも思

いました。そこまで深くは調査しなかったんだけど、僕の価値感からいったら、多

様性で、消防車をズラーと並べて10何台、素敵だな。だけど実際上、これが動くと

なるとどうなるんだろう、何台動くんだろうか、動員するために人がどれだけ集ま

るんだろうか。おまけに論議にもなってましたよね。今までの普通免許じゃ消防車

が動かせない、そういうふうな形もなってきている。あれ、これって何台動くん。 

残念ながら沖縄の首里城が火災あったと。私も見ておりました。そしたら報道の

中で、消防車が20台集まって消火作業しているというね、その火災中の報道があっ

ておりました。次の日はそれが30台になっておりました。だけど、消防団っていう

かこの方たちはプロの消防の方たちですよね、ほとんど。熱くて消火できなかった

と、そういうプロの人たちも水もかけれない。そんな熱い中に、消防車20台。うち

の町も10何台あって、そういうことで活躍できることがあるんだろうか。そんな頭

で世の中を見ていったら、団員にも聞きました、何人かにね。確かに、今出動の形

態が変わったから、なかなか出ないから。ですよね。出動しないというか、もう先

にね本部のほうが行っちゃうから、もうほとんどないんですよね。 

話聞いて、宗像のほうでは、オートバイがあるみたいですね。オートバイ。ある

団員は、新宮は船やら持ってたよ。ボートとかですかね、ああそうか。そうしたら

そういう価値感でいろんな倉庫というか、格納庫の中に、そんなものがあってもい

いじゃないか。水陸両用車２千万、対費用効果で10年で一回使えれて60人救ったら、

もうすごいことじゃないですか。何かそういう発想もあるんじゃないかなあと思っ

てから、私ずっとこの１箇月間ぐらい考えてたんですが、どこかが何かやらないと

いけない。あるいは操法大会があるから消防車必要なんだろうか。だけどその価値

感ちょっと変えて、もっと別なやり方できないだろうか。そういうふうなことを思
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ったんですが、私が思っただけでね、どうなるこというんじゃないんです。 

やっぱりこれはリーダーたる町長がなんかね、そういうこともあり得るんじゃな

いか、というふうなことを思うんですが、町長どうですか。私が言ったようなこと

っていうのが。流れがありますからね、消防団の流れというのは分かりますけど、

少しずつ何か変えていかなきゃ、永遠にこんな消防団をずっと消防ポンプ車を入れ

て２千万使って、ほとんど使わないでっていうふうな形になるんじゃないかなと思

いますが、いかがでしょうか。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

箱田町長。 

◎町長（箱田 彰君）  

消防車の更新・買換につきましては、過去は割と短期間で替えたりしてましたが、

10年を超えて本当に故障している状態のまま交換してる状況です。ですから、全く

無駄な買い替えではないと私は思っております。 

それと、今議員がご指摘の水害時の対応。これは、消防署には例えばボート等が

ございますが、今お話を聞いてると、水陸両用車というのは粕屋町にどうかなと思

いますが、ボート位の配備は若干でもしたほうがいいかなと。私は、今考えてると

こです。過去と同じように昔から来てるわけじゃございません。 

今言いましたように、買い替えの年数につきましても見直して、なるべくその費

用がかからないような検討もしてますし、今後は多様性のあるような消防の消防力

も今から先、配備していきたいと思っております。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

中野議員。 

◎５番（中野敏郎君）  

もう一つ私から言わしてみれば、その多様性あるというふうなことで言ったら、

消防という消防・防災の一翼を担う彼ら180名もいらっしゃるんだから、そういう

のを使おうと思っても、使おうと言ったら失礼なんですが、消防車でしか移動でき

ないとかですね。それもおかしいよね。あるいはもう水が溜まってたらそこには入

れないと。だから実働できるのか、火事のためっていうふうなところあるんだろう

けど、火事で実際じゃあその10何台が行けるんかって、行くんかっていうふうなこ

とですね。 

そういうこと人員と、ひょっとしたら昔みたいに、皆さん地元で働いてるわけじ

ゃないでしょう。それが、180分の100人になったりとか130とか。そういうのは決

まった日にその日にあると言ってて、その人数ですよね。突然あって今あるいは夜

ね、どこに皆さんいるのか。だからそういうことも含めて、新しい何か防災体制を
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ね、構築するようなことを願いたいと思ってるんですが。もう改めてもう答えても

らうわけいかないんですが、一つ何かこういうアイデアもあるんじゃないかという

ことで、頭の中にとめ置き願いたいと思います。 

ここのところにまた受援計画というのも書いてるんですが、これもたまたまテレ

ビで見ていたら、福岡県のほうがこれをやってるそうですよね。福岡県40市町のあ

たりぐらいで、受援計画というのをお互いにどこが災害が起こったら助けてくれる

とか、そういう手を結ぶというふうな話で、その一覧表見ていたら志免町、あるい

は篠栗町ももうそういう提携してますよ。そういうことを知ってたら僕らも何か日

ごろから、ありがとうございますも言えるかなと思って。 

県が主導しているか、国がもう一つ言えば指導してることですが、このあたりの

進展具合というのはいかがなんでしょうか。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

山野総務部長。 

◎総務部長（山野勝寛君）  

今、議員が申されたように、福岡県におきましても、災害時の受援計画のガイド

ライン、要するに雛形を作っております。それに併せて、粕屋町におきてましても

現在、業務継続計画とあわせまして、人員や物資の受入れなどに関する受援計画を

重要な計画と位置付けまして、現在、今年度策定をするように予定をしております。 

事務作業を現在進めているところでございます。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

中野議員。 

◎５番（中野敏郎君）  

何か私の勘違いかもしれませんが、どっかの町と提携してというかね、うちがだ

めだったら、よその町がとか、そういうふうな姉妹都市的なっちゅうか、そんなこ

となんかなあとか思ってたんですが、そういうことじゃないわけですね。分かりま

した。 

そういうふうなね、いろんな形でっていうか防災というものを見直していくとい

うふうなことを県も、もちろん県がこういうのは主導になって、先ほどの河川の話

もそうなんでしょうが、やってもらいたいと思うんですが、根本的に私がいつも思

うことっていうのは、ここにプールって書いてますが。プールって書いてから、あ

ぁそうだな、私の家の横に、プールがございました。だけど人はそれを何と呼んで

たかって言ったら、防火用水と言っておりました。防火用水兼プールなんていう言

葉を何か昔も使ってたんじゃないかなって、そういう役目を担ってたっていうか、

汚い本当ため池みたいなものだったんですが、そういうふうな利用というものを、
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世の中にいろいろまた増やせることができないかな。これ一言書いとったら何かそ

れまでに発想が浮かんで、皆さんに何か伝えれるかななんて思って、とりあえず書

いてたんですね。その後、プールという言葉はずっと何か紐解いていってもなかな

か。そういうこと、遊びであるとか、例えば八尋議員なんかもおっしゃっていまし

た。世の中に遊び的な部分というのがね、なければなかなかそういうストックって

いうかできないっていうんですか、蓄えておく所。 

前も話しましたが、例えば河川で遊びの場所っていうんですか。要するに貯水、

遊水池。ね、そういうふうなものをどうにかして、今朝もここに来るときに図書館

の地下を掃除か定期点検かしてありましたが、ああいうのがやっぱりプールですよ

ね。まさにプールっていうか、余談になりますが、大学に入る前にちょっとだけ茨

木、大阪の茨木におりました。茨木に行ってから、こうして街中歩いていたらプー

ル、プール、プール、プールって書いてあるんですね。正式に言ったら、モーター

プール、モータープール、モータープール。なんだろうなと。たら大阪あたりで今

もそうなんですけどね、駐車場のことをモータープールと。私は田舎から出てきて

からモータープールという何か、大阪の人たちはイトマンスイミングクラブじゃな

いですけどね。そんなのがあるかなと思ったんだけど、そういう地名で、名前がず

っと言ってて、これは軍隊用語だそうなんです。僕も今回のため、何か調べたら。

やっぱ自動車っていうか戦闘機、いろんなものをためておくとこをプールっていう

んです。やっぱりそういうふうなものをうまく何か、こうしてもらうというふうな

ことを、してもらうというかする。さっき言いましたような貯水、ストック、余裕。

そういうふうなものを是非これからもっていうんですかね、今までもされてきたし。

だけどこれから起こること、たまたま15号はあっちに行ったと、19号も向こうに行

った。そういうふうなことで助かりましたけど、そういうね他山をっていうか、他

者をなんかね不幸にあってから助かったということで、根本的にね、うちの町もし

っかりなんかそういう土台を作ってもらいたいなと。こっち側の河川が、切れなく

て向こうの土手が切れて助かったということよりも、根本的に何かうまくなるよう

な、そういう根本というのがやっぱり、ＳＤＧｓっていうふうな形の取組みという

ふうなことになってくるかとは思いますが。一点目のほうはそこまでにしときたい

と思います。 

そしたら、第二問目に行きたいと思います。飛び出せ公務員、外に飛び出せ。局

長が外へ飛び出せて言ってたぞというふうな話で出てたみたいですね。飛び出せ公

務員というものを補完するものはというタイトルで書いております。 

具体的に私ここに幾つかの例を出したんですが、実は総務省がやっています地域

おこし協力隊ですかね。これ３年前か２年前、この場で一回質問したことがあった



－ 142 － 

んですよね。そしたら、何と答えられたか。いや、そんなものは田舎のね、どうの

こうのがやって、粕屋みたいに発展するような町はそういうのはしないぞというの

が大体の答弁趣旨やったんですね。へーと思いながら、私もそれで終わってたんで

すが、ついこの間何かあるきっかけがあって調べていったら、例えば28年度全国の

実施自治体が886だったのが、平成30年なったら1,061に増えてんですね。まだまだ

これって増えてるんだ、田舎の村、町そんなとこだけがしてるんだろうかとか、思

ってたら違うんですよね。福岡県でこの辺でしてるようなとこ。八女、筑後、大川、

もっと大きなところで言ったら、みやまでも糸島でもね、那珂川市でもしてます。

新宮、篠栗こんなところもやってるんじゃないか、これも一つの飛び出せ公務員的

なね、いい契機になるんかなあというふうなことを思ったんですが、このあたりの

検討はあれからされたんでしょうか、まず。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

箱田町長。 

◎町長（箱田 彰君）  

この地域おこし協力隊、これ私もいろんな研修で、実際総務省の役人の方とお話

しする機会があります。まさに、田舎だけではなくて、そこの地域の特色を生かす

ような地域活性化。そのための地域おこし隊なんですね。 

具体的に言うと例えば文化があれば、その文化を広めるための地域おこし。それ

を援助していくチームリーダーみたいな方を総務省のほうから派遣するんですね。

それに行政も一緒に加わって、地域のボランティアの方々も加わって、一緒にまち

おこしをやろうじゃないかと。別にその田舎だから発展するようにという観点だけ

ではございません。確かに田舎は多ございます。しかし、田舎とかに限らず、そこ

にある地域の特色を生かすという観点からは、確かに有益なものだろうと思います。

ただこれは非常に計画性がある総務省の事業ですので、なかなか例えばすぐにって

いうわけにはいきませんが、私も上京する機会がございます。 

総務省のほうともいろいろお話を聞いてまいりたいと思います。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

中野議員。 

◎５番（中野敏郎君）  

一つのカンフル剤っていうか、外に飛び出すというふうなところが大いにこの地

域協力隊というのはあるかと思いますので、是非何かその辺の方向性にしてもらい

たいと思います。 

次、主体的研修というふうなことを書いておりますが、実は先ほど言いました富

山に行った時、富山とは40万位の富山市ですが、その100分の１位のっていうんで
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すか。何千人の町ですね、役場の職員数がおよそ30人ですか。二つの課しかない舟

橋村という日本一ちっちゃな村なんですが、ここで同じように視察に行ったんです

が、これは公園のほうの話だったんですが、まさに彼。説明してくれた課長さんか

らいろんなことを勉強しました。何かといったら当たって砕けろっていうか。もう

職員がやっぱり２人しか、すみません課長２人しかいない。30人しかいないから、

いろんなことをやってあるんですよね。自分が足りないところを、おいちょっと高

岡のね、大学のところ行って勉強してこいって言って、行ってからいろいろ提案す

るけど、何ちゃ分からないでとか、そういうふうな苦難をやっていってから。だけ

どここを粕屋町よりも多くっていうんですか。視察も来られる、週に２件位視察も

来られる、なかなかユニークな取組みされてある村なんですが、詳しく言ってたら

終わりませんので、そういうふうな村もあって、私が何か思ってるの、おいおい、

こういうふうな視察とか研修とか１年間とか、そういうふうなことを、職員、課長

レベルかもっと下のほうの人たちが何かもっと自由に主体的に行けるような形を、

是非何か持ってもらいたいなといつも思うんですよね。で、議員はこうやってから

自分たちが僕は希望したら、よしそこに行け、で、いろんな話を直接聞けるよな。

職員はどうだろうか、職員にも何かそういう場、いろんな研修があるんだろうけど、

もっともっと何かそういうチャンス。僕から言わしたら、僕らは議会でこういうふ

うな視察に行くけど、誰か職員一緒に来れないか、行かないかとかね、私そういう

ＳＤＧｓとか、いう思い持ってたら行けるとかね、そういうふうなことがあっても

いいなんて私は思ったりするけど、それは議会といろんな話し合いも必要かと思い

ますが、言いたいことは主体的な何かね、研修ができるような方策ということを町

長のほうなんか、考えられてることっていうのはございますでしょうか。 

あれだけ飛び出せ公務員と言ってありますんで、よろしく。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

箱田町長。 

◎町長（箱田 彰君）  

研修は大きく分けて二つですね。義務的な研修。これは職員になって、初任者研

修から中堅どころの研修、そしてまた管理職研修まであります。これはもう通常の

公務員としてのあり方、業務の定型的な業務の習得のための研修なんですが、それ

以外でも専門研修がございます。まさにこれは主体的な研修で、職員が自分が学び

たい、行ってみたいというような研修を、これは課長、そこの課の課長も背中を押

しながら、千葉のアカデミーに行ったり、滋賀県に行ったり、国の機関でも行って

おりますし、私はそれ以上に、例えば県とか国とか、そういったふうな全くほかの

機関に行くのも大きな研修だろうと思います。 
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ただ、今までは、非常に職員が少ない。経常的な業務に追われて、そういった暇

もないというようなこともございましたが、今後はこれは積極的に考えていきたい

と思います。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

中野議員。 

◎５番（中野敏郎君）  

積極的に何か考えていってもらいたいと思います。 

この項目の三番目、通学とか安全、交通安全のほうもこれも防災っていうか、そ

ういう何か流れで、実はその前のほうでもね、通学経路とかそういうところの防災

のことは書いてたんですが、防災マップの中にもっていうか、自分の命は自分で守

ると。防災・減災対策は住民の皆さまが主役ですって書いてある。 

そういうふうなことで、僕も思ったんですよね。毎日、大体45分間位見守りを大

川小学校のところでやっていると。これは、防犯何だったっけね豊福君の所。すみ

ません、豊福課長のところで登録させていただき、防犯ボランティアっていうのに

登録させていただいて、ジャケット着てからこうやってるんですが、ちょっと待っ

てよ。自分の命はどうやって守るんだということを、あそこの中でも感じるんです

よね。何でか、私言いましたよね。あそこを通る子どもたち、中学生、小学生の数。

わずか15分、20分ね、30分の間に730名通るんだ。この間わざと見ました。今この

瞬間今何人ここにとまってるかな、信号のたまりにですね。100人位いるね。ここ

で滋賀で起こったようなことが起こった時に、どう私は自分は自分の命を守ろうか

って考えたと。一般質問じゃないですよ、これね、一般人の質問ですよね。自分の

命を守るというふうな形をとる時、どうしたらいいかっていうことで考えていった。

そういう時に私、教育長、素直にうなずいてくれて、見にも来てくれてですね。来

てくれて、もうあの交差点のおかしさというのが、笑えるんじゃなくて、事故が起

こったらとんでもないこと。 

なんでいつまでも放置してるんだ、何とかの会がないと、何もしないのかってい

う、もう私からいったら思ってるんですよね。だからこそ、あそこに鉄のポールで

も１本あったら、おい、あれがあるからお前たちそっちに下がれとか、今は電柱が

あるあの後ろしか。だけども100人もいけないんですよ。現場主義でしょう、ね。

公務員外に出ろ、見に来てくださいっていう。もう人数が多い時に見てもらったら

分かるんですよ。私ともう１人の人でいつも見てて、その方はね、新鮮な感じで今

やられてて、先生たちあっちから行くねと言ったら校長先生気にされてから、先生

たちも同じようなルートでこう行きんしゃるようになったと。小学生は真面目に行

くんですね。だけど中学生というか、大人は信号があってから真面目に真っすぐ行
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くよりか、こっちからこういったほうが早いってね。もうよく分かってるんですよ

ね、あっちの角を通って危ないとこ通って行くんですよ。これ僕がおい駄目ぞ、ち

ゃ言えんわけですよね。誰が責任か、そんなまんま放置している行政なんだろうか、

交通の何とか何だろうか。いつまでも僕はこう言わないといけない。この間みたい

に課長にね、おいおいどうするかって言わないといけないんですよ。でもそう放置

されてるから。何かやってもらいたいというふうなところを僕も建設でこうやって

て、建設の問題だけじゃなくてね、やっぱり学校教育もあるしね。 

そういうとこね山本部長、まとめてね、ぽんとポールを建てれんかどうか、一言

お願いします。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

山本都市政策部長。 

◎都市政策部長（山本 浩君）  

ご指名ですのでお答えしますが、確かに言われている箇所が危険であるというの

は、こちらとしても分かっておりますんで、事業課という立場のほうの対応として

は、現場が県道になっておりますので、いち早く県のほうで対応してほしいという

ことでお願いをしております。 

今言われたように県道であっても、道路管理、粕屋町の中の県道ですので、そう

いった対応ができないかというご意見だろうと思いますので、その点は余りにも時

間がかかるようであれば、次の考え方を出していきたいと思います。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

中野議員。 

◎５番（中野敏郎君）  

是非ともっていうかね、見てもらうのが一番っていうかですね。本当に７時50分

位に来ていただいたら、車も通せないぐらい子どもたちが通って行きますので、見

に来ましたよというような感じでね、来てもらったら一番うれしいかなと思います。 

それだけじゃなくて、やっぱり歩道の問題なんかっていうのを、私も最近建設常

任委員会は、マスタープランのずっと勉強してるんですが、このマスタープランが

できた時にもわざわざ付箋入れてるんですがね、歩道やらそういうものをね、やり

ましょうってね、きちんとしてくださいという要望アンケート結果があった。で、

去年おととしでしたかね、言いましたよね。やっぱり町のほうでアンケートをとっ

ても、やっぱりそういう歩道なんかをねしてもらいたいというふうな要望、すごく

あるんだということをやっぱりもう一回認識していただいてですね。是非その辺を

進めてもらいたいなというふうなことを思っております。 

三番目にさしていただきます。循環型環境施設について町長の考えはというふう
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なことで、先ほど二つの視察をさせていただいたというふうなところで、廿日市っ

ていう所、広島の横の所に廿日市市っていう所がありまして、ここがもう素晴らし

い焼却場を作ってあった。私の価値感から言って何がすばらしいか、きちんと燃え

るというふうなこともそうなんだけど、それが周りのいろんな施設と循環さしてっ

ていうかですね。あったんですよね。ガスの会社があって、そのガスの会社と提携

して、火力最初に火着ける時にそのガスを使う。だけどうちのエネルギー余ってる

時に、そっちに渡したりする。し尿処理場もあって、その焼却にも使うしそこの電

気はこれで出すとか、こういう循環があったら素晴らしいな、いい勉強させていた

だいたな。私自身の構想は、これも２年前だったか３年前だったか因町長の時に、

一般質問してですね。私はみやま市に行って来ました、あそこの循環型のっていう

か、し尿やらいろんなも生ゴミを集めて、ああいうやり方はいいですね、是非あん

なことをっていったら、そういうのはちっちゃな町がすることっていうふうな返し

で終わってしまった。私も今委員長やってて、クリーンパークのことをいろいろ関

わって、全体の流れが分かってきてから、これはどうしたもんかっていうふうな思

いも持っててですね。だけどこれっていうのは、町長がどんなふうな思いでこうし

たいかというふうなのが、スタートになるんかなと思うんですね。 

これは、今定例会の中での全員協議会の中で提案というのがございますが、町長

はどういうふうなごみ焼却施設。それも環境ね、マッチしたようなことをされたい

のかなということを、一つ聞きたいと思います。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

箱田町長。 

◎町長（箱田 彰君）  

クリーンパークは今現在、延長稼働を地元の方々に、承認していただいて、今の

ＲＤＦ施設が令和４年度で、大牟田のほうのリサイクル終わりますが、その後も民

間へのＲＤＦのチップの受け入れをしていただいて、９年までには新しくクリーン

パークを作るということですが、場所すら今のとこっていうことは限定はありませ

ん。あくまで今延長してる状態。ですから、どういった新しい代替施設を作るかと

いうのは軽々に私も、この場では言えないと思うんですね。それが事実になってし

まいます。 

私自身の考えは大きな考えとしては、やはり議員が今おっしゃってる循環型、Ｓ

ＤＧｓを見据えた、地球環境保護するような、そういった循環型の施設が望ましい

とは思っておりますが、具体的にはちょっと差し控えたいと思います。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

中野議員。 
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◎５番（中野敏郎君）  

はい。そういう答弁かなというふうな気もしたんですけど、私はこういう立場で

すので自由に発言させていただいたら、私の思いからいったらボタ山にあったらい

いななんて思ったりもしたんですね。 

過年のいろんなそういう廃棄物のあるところじゃあるんです。ですけど、新しい

再生の場になるとかですね。そうしてあそこの周りには、し尿もあったりしますか

ら、そういう連携がとれたらいいなとは思いながら、立場上そういうことは、言わ

ないかなっていうふうなことを思うんだけど、そんな循環をやってもらいたいなと

いうふうな思いというのはございます。それと同じようにかかわるんですが、やっ

ぱり焼却場が終わった後っていうのはね、どうしても何か後がっていうふうな形で、

太田議員からの質問もありました。 

二番目のところなんですが、旧ごみ焼却場、前回のこの会の中でいろいろ出てき

ましたですね。予算を新しく付けて、今までは平面だけしか見なかったけど、下も

見てからその調査をして、ひょっとしたらコンクリートで、みんな埋めてしまって

とか、カバーしてしまってとかいうふうなことをね、提案するかもしれないし。そ

れはまだで今からされることだとは思うんですけど、私の思いから言ったら、今日

たまたまですよ。今日たまたま。 

吉野彰さんが、ノーベル賞で彼がリチウムイオン電池ね、そういうふうな形です

ごい世の中のＳＤＧｓ的なことに貢献しているという、何でかと。太陽光いっぱい

作ってもそれ昼間しか使えなくて、夜がっていうことで、そしたら私から提案とい

うふうな形ですがどうかというとこですが、せっかくあそこが例えば何か変なコン

クリートで埋められてしまうよりも、そういう太陽光発電がぶんたって今蓄電池が

すごくなってますね、リチウムのイオンの。そういうものもいて、この辺のドーム

であるとかこういう施設は、当然それ電池で賄ってみたいな、世界、今までこうや

ってただ単に負の施設になってしまうよりも、新しく展開するような思いで、何か

次のステップまで考えて、今度の焼却場の処分をやれないかというふうなことも思

ったりするんですが、そのあたりはいかがでしょうか。 

担当でもいいし町長でも結構ですが。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

箱田町長。 

◎町長（箱田 彰君）  

今、旧ごみ焼却場の解体についての論議、どこまで例えば汚染、土壌の汚染が進

んでるか。じゃあその汚染が進んでいたらどこまでとらないといけないと、除却し

なくちゃいけないというのは問題もございます。それによって地形も変わる可能性
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もございます。それと向かい側にあります町有地、開発公社の用地もございますが、

それとの連携もございますので、様々なアイデアがあると思うんですよ。 

私自身も頭の中にありますけども、それはいろいろなご意見を拝聴しながら今後

決めていきたいところでございます。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

中野議員。 

◎５番（中野敏郎君）  

ご意見を聴きながらということで、今のいい参考例なったかなと思いますんで、

よろしくお願いしときます。 

そしたら最後になりますが、ボタ山は何回も一般質問みたいな形でやってるとこ

ろあるんですが、実はもう、私もボタ山に関しては、この４年の中でいろいろ自主

研修というか自主視察して、この間もこんな話したんですが、実はあの総会、３町

での総会ある時に、もう２ページにまとめて言おうと思ってたらいろいろ発言があ

ったんで私も言えなくて、ストレスが溜まっている。言わないとなんかストレスが

溜るような立場もあるんで、是非とも何かこれっていうのは、何らかの形で活用し

てもらいたい。 

町長の答弁もございましたが、いい民間のアイデアがあってね、それが皆さんの

住民の共用、いろいろ利用価値があるようなものを何かあったらね、使ってそうい

うのを採用したいというふうなことでありましたが、私もいいアイデアを持って言

ったつもりだったんですが、カシスの森ね、粕屋と志免と須恵も皆さん頭に入って

ますよね。そんな形で、笑いも出てますが、あそこに私何言いたいか。カシスだけ

を作るんじゃないんですよね。例えばオリーブを自分が植えて、オリーブを使おう

と思ってもなかなかできない。だけどあそこに行ったら工場というか、簡単なね、

機械やらいろんなのがあって、町おこしのための。ここに行ったらオリーブを絞っ

てくれて、これがオイルになると。ツバキの実が一杯になってて、これはそこで絞

ってくれたと。あるいは味噌を作るためにあそこに行った。そういう３町のと言う

んですかね、地域の振興するためのそういう起点になってもらえないだろうかな。

というふうなのが一つですね。 

私は毎年毎年あそこ正月にぼた山ね、登って３年か４年ぐらい初日の出見るとい

う、100人以上位表紙にもしましたけど、議会だよりの。粕屋町でそれだけ日の出

を一遍で見てるところとか、ほかにありますかねって言いたいんですよね。それほ

どに何か素敵な場所なんですよ。酒殿が今度家出来たら、あの辺の人たちあそこに

登ったら自分たちの住まいの風景が分かるわけです。こんな素敵なところはないじ

ゃないですか、是非何か今までどおりに登れるようになってもらいたい。だけど、
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私は言いました。30年もたもたしてる間に素晴らしい森ができたよね。だけど、が

また付くんですね。そのまんま放置してたらジャングルになりますよ、森になりま

すよ。太田議員の時もありましたよね。一本の木を抜くのに、何本の木を伐採する

のに。私も自分の家も30年たつんですが、表に大きな木を30年育てたんですが、毎

日毎日一本バックホウを使ってから、おうので一日がかり。それをまたチェーンソ

ーで切ったりしてまた一日がかり。それぐらい撤去とかいろんなことっていうのは

大変なんですよね。あのぼた山をいい具合に管理していかないと藪になる。今でも

フジじゃなくて、もういっぱいツルやらが絡んでて、こんなとこ入りたくないよな

っていう形になってるじゃないですか。だけど、秋には紅葉はきれいなんですね。

須恵のほうから見たら、本当紅葉がきれい。そういうふうな場所なんですよね。 

実はここ何か質問する場所で、私も質問しないと議長から怒られるんですけど。

はい、もう後10分位、あと３分位こう話して話させていただきたいんですが、森を

やっぱり何か僕はもっと生かすような形をしてもらいたい。実は今年の８月の11日

に佐賀で、Ｃ・Ｗ・ニコル。御存じですよね。何かＣＭに出た。あの人が来られて

基調講演されたんですよね。彼はウェールズ、イギリスのウェールズ出身です。関

係ない話もされました。日本がロシア艦隊に勝ったのは何でか。バルチック艦隊に

勝ったのかと。それは日英同盟結んでウェールズのいい石炭を日本が買ったから。

それで勝ったんだとか、そういう話もあったんですが、実はあの方すごい話をされ

たんですね。ウェールズは森が豊かですごい豊かなとこだったんだけど、石炭が出

てきたために次から次に木を取ってから、それ炭鉱の中で使うわけですね。燃やし

たりいろいろするんですね。はげ山ばっかりになってしまった。その風景というの

は、若くない人たちは皆さん分かるでしょうが、「わが谷は緑なりき」っていう昔

のイギリスの映画ありますね、アカデミー賞何部門も取った。その風景なんですよ

ね。何が起こったかといったら、山をすべてとってしまってボタ山があって、その

ボタ山がですね。崩れてしまって、ちょうど下にあった、英国の格好いい僕から言

わしたら、レンガ調の小学校がみんなのまれてしまって、８時から９時ぐらいだっ

たもんだから子どもたちが160人近く、そして大人も何十人もみんな亡くなってし

まったんですね、それに押されてしまって。おいおいおいおい、大人たちはどうし

てるんだっていうふうなことをその時言われて、私も果敢にもＣ・Ｗ・ニコルさん

に、その時ちょっと質問したんですよね。そのことの話をね、そしたらＣ・Ｗさん

怒った顔でこう僕に言いんしゃった。何怒ったかって、何でウェールズの人たちは

そんな木を植えたりしなかったんか。切ったものはちゃんと植えろよ。そういうふ

うなことを、彼は思って僕に何かボンボンボン言いんしゃったんですね。確かにそ

うだな。彼は黒姫ていう信州のほうで、アファンの森と言ってから生物多様性の素
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敵な森を作ってるんですね。イギリスのそこも、もう今は素敵な森になって例えば、

自転車でロードレースができるような会場も作ったりと、本当活用しているんです

よ。あそこも何か知恵があれば、ね、知恵があれば何か活用できると思うんですよ

ね。是非何かそういうふうな知恵を業者に集めるのもいいんかもしれませんけど、

何かね今度まちカフェもやられますよね。そんな話ですから、そんな中でそういう

話題もとってもらってもいいんじゃないですか。もう是非、いやそこに山があるか

ら登りたいんだ。僕はヤギを連れても登りたいぐらいの山なんですよね。最高の山、

あそこをね、自由に登れるようなね形になってもらいたい。だけどこれ３町になっ

たらもう全然考えが違ってどうのこうので、ここでしか僕も引っ込み思案ですから

言えないのでね、今言いましたけど。 

是非やっぱりこれは推進する町長あたりがボンと思い持たないとなかなかこれ動

かないんですよね。ストップするのも３町長が前ストップしたんですよ。ね、だか

らそういうところで町長に是非何かいいアイデアをみんなから集めて推進してもら

いたい。 

あんまんま１億円がどうのこうのってケチ付けられるんじゃなくて、１億円分以

上楽しみましょうよというふうなアイデアを集めてやってもらいたいんですが、最

後町長よろしくお願いします。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

箱田町長。 

◎町長（箱田 彰君）  

貴重なご意見ありがとうございます。 

３町の所有物とはいえ、３町負担でやるにも非常にすごいお金がかかるものでご

ざいます。これは民間の力なくしてはできないだろうというふうに考えをしており

ますが、ただ夢を持つような、せっかく３町共有の唯一の財産ですので、これは３

町共々、みんなが３町の町民が夢を持てるような事業は将来的には考えていきたい

と思います。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

中野議員。 

◎５番（中野敏郎君）  

是非そういうふうなことを思います。視察に行った時に大町が、土砂崩れやら起

こったりとか、多久が火災がずっとあったりとか、そういうふうなこともございま

すが、やっぱりみんながちゃんと関わっていくことがあるからこそ、そういうこと

が防げるとも思うんですよね。放置されてた森がいっぱいあったもんで、住民の人

が切ってから燃やしたら、それが２年続けてくすぶってしまったとかいうふうなこ



－ 151 － 

とになってしまいます。 

是非何か日頃からいってっていうかね、入れれるような森にしてもらいたいと思

います。終わります。 

（５番 中野敏郎君 降壇） 

◎議長（鞭馬直澄君）  

それでは暫時休憩といたします。 

再開を14時55分といたします。 

（休憩 午後２時44分） 

（再開 午後２時55分） 

◎議長（鞭馬直澄君）  

それでは、再開いたします。 

議席番号11番、本田芳枝議員。 

（11番 本田芳枝君 登壇） 

◎１１番（本田芳枝君）  

11番、本田芳枝でございます。通告書に従って質問をいたします。 

前のお２人が熱弁をふるわれたので、私としてもなかなかやりにくいところでご

ざいますが、どういうふうになりますか。非常に今回は抽象的な内容を最初に出し

ております。それでは始めます。 

今回、最初に幸福感を味わうまちづくりと、町民の皆さんがそういうこと味わっ

てほしいというふうに言われる町長と、それを支えられる副町長、それから各所管

の部長。それぞれのお話を伺った上で、今後のこと、それからそれを財政的に支え

るにはどういうお考えなのか。そういう流れの中で、ちょっと質問をさせていただ

きたいと思います。 

幸福感を味わえるまちづくりとは。９月の一般質問において、５万人のまちづく

り構想について町長にお尋ねしたところ、町長の答えは、幸福感を味わえるまちづ

くりを目指しますというものでした。それは私にとって少々意外な回答でした。な

ぜなら、幸福の概念は人によって千差万別、個人的な主観的なものだと思っており

ましたので。ところがよく考えてみると、例えば福岡県の小川知事の県民幸福度日

本一というマニフェスト。また、それに対しては、ダイヤモンド編集部の調査では

福岡県は26位、47都道府県がある中でですね。この調査では、西日本の幸福度が高

く、宮崎県・熊本県が１位・２位で、東日本が相対的に低く、秋田県が最下位とい

う調査の結果があります。また、世界に目を向けると、2019年度幸福度世界一はフ

ィンランド。２位はデンマークと北欧が極めて高くなっています。国際機関のＯＥ

ＣＤの世界幸福度調査など、政治・社会の分野で一つの指標として語られることが
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多く、また、日本は世界の中で総合58位。2019年度のものでございますが、先進国

の中では低いという状況でございます。 

さて、町長のおっしゃる幸福感を抱くまちづくりとは、どういったものでしょう

か。前回質問で、あまり詳しく聞くことができなかったので、今回改めて再度質問

をさせていただくことにしました。お願いいたします。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

箱田町長。 

◎町長（箱田 彰君）  

幸福度といいますか、幸福感。これは満足感ではないと思うんですね、満足感で

はない。今議員がおっしゃったように、それぞれ主観が違う。主観が違う原因は、

それぞれの方の生活様式、あるいはその年齢、男女とも、非常に影響すると思いま

す。ですから、私は満足感というよりも、安心感だろうと思うんですね。 

人生のライフサイクル上、産まれて安心して出産して、安心して子育てができて、

子どもとして成長して、そして安心して小学校に行けて。安心っていうのは安全と

いう意味じゃないですね。何不自由なく勉強もできる、保育も受けられるという意

味です。ですから、そしてまた、就職機会もある。そして結婚もしてですね。結婚

がすべてじゃないと思うんですけど、家庭をもって、そして老後は、リタイアした

後は安心して老後を暮らせると。その老後という観点、福祉の面からいうと北欧諸

国が非常に優れているという側面がございますので、多分そういう意味で、幸福度

が一番じゃないかなと思っております。 

ですから、それぞれのライフサイクルにおいて、安心を享受できる幸福感という

ふうに言い換えることもできると思います。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

本田議員。 

◎１１番（本田芳枝君）  

それでは具体的に、その安心感といいますか、満足度ではなくて、それぞれの町

民の皆さんが安心してこの町で暮らせるために、どうあったらいいかっていうとこ

ろを、もう既にお考えだろうと思います。それお尋ねいたします。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

箱田町長。 

◎町長（箱田 彰君）  

全般的な話になりますけども、例えば町でできる部分、インフラ整備、あるいは

福祉の面。この辺の充実度を、まだまだこれから先どんどん図っていかなきゃなら

ないと思います。 
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ちょっと具体的には数多くの施策がございますので、多分、後ほど議員もお聞き

になると思いますが、それぞれの所管のほうでお答えしたいと思います。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

本田議員。 

◎１１番（本田芳枝君）  

町長が、９月の質問の中でお答えになっている中で申し上げますと、持続可能な

まちづくりを行うためには、財政基盤をしっかりしたものにしないと、その上に立

って住民の皆さまの幸せを感じられる、持続できるまちづくりをしたいとおっしゃ

って。最近特に財政基盤を固めたいというようなお話をされています。そうした中

で、住民の皆さんがそれぞれ自分の思いで、安心して暮らせるまちづくりを願って

おられるのかなというふうに今思っております。 

それで一般質問の最初に私書いておりますが、町長に就任されて１年がたちまし

た。それで、今度令和２年度の当初予算は、箱田町長の思いが詰まったものになる

と期待しています。そういった中で、今、下の５つの計画書を出していますが、そ

れぞれの計画書の中で住民アンケートをとっておられます。それをもとに、それぞ

れの所管の方たちが今計画を、策定会議には住民の皆さんも加わって計画をしてお

られると。そういうふうに今町長の思いを、どのような形でそれに生かし、また住

民のいろんな要望をどのように各計画に生かすのか、っていうのを今からそれぞれ

お尋ねしたいと思いますが。 

この５つの計画はまだ今、計画中です。だからこうですああですとは、言えない

部分があると思います。ところが、みんなどの計画も、この計画以前に計画があっ

たものを練り直したり、その続きであったり、そういう流れがございます。だから、

改めて初めて作る計画ではないので、今までの内容、私一般質問で書いていますが、

課題、職員の取り組み、今後の展開について。 

おっしゃられる範囲で結構でございますから、各所管の部長さんにお尋ねしたい

と思います。その中でお願いしたいのは、その時期。何年から何年までこういう形

でして、発表はいつ頃ですというのを、入れていただけるとありがたいです。 

では最初に、これは一括して、そのまま言っていただこうと思います。それで、

第５次総合計画後期基本計画から子ども子育て支援事業計画まで、それぞれの担当

の部長さんにお願いしたいと思います。お願いします。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

山野総務部長。 

◎総務部長（山野勝寛君）  

それでは最初に、第５次総合計画、現在今、後期基本計画の作業に入っておりま
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すので、その点からお話しさせていただきます。 

第５次総合計画につきましては、今ございます前期計画でございます。前期の基

本計画により、一つ町民に分かりやすい計画づくりと協働で取り組む視点。もう一

つは、地域の特性や強みを活かし、活力あるまちを創造する視点。それからもう一

つ、成果を重視した戦略的な行政経営の視点。この三つの視点を、基本方針のもと

に策定を現在進めております。 

まずその中で、課題といたしましてございますけれども、我が国では、人口が非

常に減少しておる。そういった中で、後期というか高齢化、超高齢化社会などを迎

えるという転換期にある中、本町におきましては、この後期基本計画の期間中に、

概ね人口５万人を超えるという時期を迎えるというふうに思っております。そのた

め、この後期基本計画におきましては、これまでの基本方針に加えまして、将来の

５万人都市を見据えたまちづくり。先ほど、町長のほうの言葉にもございました。

５万人を見据えたまちづくりや、今よく言われてます、ＳＤＧｓの持続的な可能な

まちづくりも新たな視点として加えて、基本計画を改定することを予定をしており

ます。その中で、職員の取り組みにつきましては、すべての職員で構成します総合

計画作業部会というのも、今までも策定してましたけれども、今回も作業部会をや

はり作ろうというふうな感じで思っております。まず、その中心的な役割を担いま

すプロジェクトチームというものを各分野から数名ずつ出しまして、およそ20名位

のチームを作ろうと。これにつきましては、当然公募いたしまして、自主的に参加

できる意欲のある職員に、出ていただきたいなというふうに思っております。その

メンバーを選出しまして、具体的な素案の作成にかかってまいります。このプロジ

ェクトチームは、次期、来年度開催予定のかすや未来カフェ、あるいはそれに続き

ますシンポジウムとか、そういうものにも積極的に参加させながら、一緒に出てき

ていただきます町民の方々の意見を一緒に反映させて計画に繋げるように思ってお

ります。 

今後の見解としましては、現在後期計画策定にあたって、町民意識調査をはじめ

とした基礎調査、あるいはその分析を進めておりますので、その中で課題や重点施

策について整理した後、総合計画審議会、計画を作るための審議会でございますけ

れども、そこにおきまして前期計画の進捗状況の検証等も行っていただき、基本計

画の具体的な改定内容について、ご審議をいただくというふうな予定にしておりま

す。この総合計画の後期基本計画は、令和３年度から５年間、令和７年度までの計

画となりますので、来年、令和２年の12月の策定に向けて、まだ始まったばかりで

すけれども、完全な成果確定に努めてまいりたいというふうに考えております。そ

れが第５次政策でございます。 
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続きまして、第２期まち・ひと・しごと創生総合戦略の件につきましてでござい

ますけれども、これもやはり、前期のほうに引き続き、三つの基本方針をもとに策

定を現在進めております。 

第１期の総合戦略の継続的な点、それから国の第２期総合戦略の視点を踏まえた

新たな戦略として追加があっておりますので、その部分。それから持続可能な社会

の形成、いわゆるＳＤＧｓの考えに基づく戦略の精査というところも踏まえて、そ

の三点を基本方針のもとに政策を今進めているところでございます。この中で課題

としていたしましてでございますけれども、総合戦略案、国・県総合戦略、国・県

の総合戦略を勘案して策定しなさいということになっておりますけれども、現在国

の総合戦略は、この12月末に閣議決定され、また県の総合戦略も現在、来年の３月

に策定される予定でございまして、関係人口やＳＤＧｓの新たな視点が、まだ具体

的に示されない中でございますけれども、そういう中で、非常にスケジュール的に

はタイトなスケジュールになっておって、非常に急いでやらないかんというふうな

ところでございます。そういった中で、本町におけますＳＤＧｓの考え方等を取り

入れました、最初の計画になるんではないかと思っております。なので職員はもち

ろん、この会議の推進会議の委員の皆さまからも、いろいろなご意見を頂戴しなが

ら、策定を現在進めているところでございます。 

職員の取り組みにつきましては、特にＳＤＧｓの考え方に基づきます総合戦略の

精査、それから自治体ＳＤＧｓの三つの重点領域。いわゆる経済、あるいは社会、

それから環境に対します方向性に注目いたしまして、ＳＤＧｓの総合的な取り組み

の効果を念頭に置きながら、各課職員と協議しながら、現在今、精査を行っている

ところでございます。 

今後の展開予定といたしましては、現在、総合戦略策定にあたりまして、住民や

企業さんの意識調査をしたところでございますので、その基礎調査や分析を行いま

して、人口ビジョンの改定案を作成をしているところでございます。現在、第２期

総合戦略のまさに素案の作成中というところが現状の進行形という。現在の状況と

いうところでございます。この後、今議会中にでございますけれども、総務常任委

員会でその経過等を報告をいたします。その後、１月にかけまして、パブリックコ

メント等を実施いたしまして、再度最終的には、次期３月議会にて報告をさせてい

ただくような予定にしております。 

続きまして、男女共同参画。これも総務部の管轄でございますので、男女共同参

画につきましては、現在町民意識調査を、結果として性別による固定的な役割分担

意識に同感しないという考え方が、前回の意識調査に比べましたら増加しておりま

す。この点は、非常にこの男女共同参画の意識としては、高まっているかなという
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ふうに思います。しかしながら、ＤＶ等の暴力の問題であるとか、女性の活躍の推

進であるとか、貧困の問題であるとか、いろいろ多岐にわたる課題は、まだまだ山

積しております。そのため今回の計画策定で、三つの項目を重点課題というふうな

形で上げております。一つは、町民の理解を深める啓発活動の推進をしていこうと。

もう一つは男性の家事、あるいは育児、介護、それから地域活動への参加の促進と。

もう一つはあらゆる場面での女性の積極的な雇用というか、それを後、男女共同に

数というか、結びつけて拡大していこうという形を取り上げて、この男女共同参画

のまちづくり計画という形で、現在進めております。 

以上でございます。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

山本都市政策部長。 

◎都市政策部長（山本 浩君）  

それでは都市計画マスタープランについて、お答えさせていただきたいと思いま

す。 

まずもって都市計画マスタープランとはということですが、粕屋町が目指すべき

都市の将来像を明らかにし、その実現に向けたまちづくりの方針、こちらを分かり

やすく示す。これが都市計画マスタープランでございます。都市計画マスタープラ

ンの策定につきましては、学識経験者を含む策定委員会、こちらを設置いたしまし

て、現在の社会情勢における課題であります少子高齢化の更なる進展や、人口減少

社会への対応、環境負荷の小さな都市づくり、コンパクトなシティーづくり、こう

いったものの対応などがあります。また、まちづくりに関する住民の意識調査、先

ほど議員も言われましたこちらも行っております。こういった内容は、策定委員会

の最初の部分で、各委員さんのほうにお知らせいたしまして、問題点等の意識を持

っていただいた中で策定にあたっていただいております。 

本町の都市整備の課題といたしましては、各地区の拠点の充実、それから交通の

要衝により、どうしても粕屋町に通過車両等が多くなるという、こういった自動車

交通の多さ、こういった問題が発生します。また、住み続けたくなるまちづくりの

ための住環境の向上、こういった点が課題ではないかというふうにとらえておりま

す。都市計画マスタープランは、将来に対する都市基盤を整備するというのは、こ

ちらが大きな目的であり、課題となっておるというふうにはとらえておりますが、

やはり、これは粕屋町の問題としてではありませんが、やはり用途地域を変えたり、

都市計画道路の整備を進めると、こういったことに関しましては、費用と時間がか

かるということで、なかなか皆さま方に直接的にすぐには分かってもらえない部分

が多いということも、課題ではないかというふうにとらえております。 
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策定委員会では、都市整備の方向性や基本方針などを協議、議論を行い、都市計

画マスタープランの見直し自体を進めております。担当する職員の取り組みといた

しましては、都市計画課のほうが職員としてあたっておりますが、通常は、建築基

準法に基づく確認申請であったりとか、開発指導、こういった都市計画に関する事

務、こちらを職員が行っております。それに加えまして、住居表示、土地区画整理

事業、公共交通、こういった各事務事業を現在行いながら、都市計画マスタープラ

ン策定に向けての事務局の役割を果たしておるところでございます。 

策定作業にあたりましては、先ほど説明しいたしました課題を含め、広域的な視

点から、福岡都市圏の都市計画の基本的な方針を定めております、福岡都市計画区

域マスタープラン、区域マスというような言い方しますが、そういった計画との調

整、整合を図る、こういったことと計画制度。運用方針を定めております都市計画

運用指針、こういったものを踏まえながら、策定委員会で協議・議論を重ねる資料

等を作成すると。こういった事務局の働きの中で進められております。また、今後

の展開ということで、これは建設常任委員会等でもお知らせ等させていただいてお

りますが、策定委員会で協議・議論をいただいて現在、素案作りということを行っ

ております。この後パブリックコメントを実施したいと。またパブリックコメント

によってご意見をいただいたものについては、また策定委員会等の中で協議をして

反映させていきたいと。それをもとに、最終案を作成していきたいというふうに考

えております。 

最終案ができましたら、委員会から町長のほうへ答申というような形で予定をし

ております。答申予定は大体３月前後を検討しております。これは委員会等でもご

説明しておりますように、当初計画より、審議の時間をちょっと長く要しておりま

すので、若干、当初の計画よりは遅れぎみになっておるかと思います。最終的には、

来年度、令和２年度に入ってしまうと思いますが、都市計画審議会、こちらのほう

を開きまして、完成を目指したいというふうに思っております。 

以上でございます。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

中小原住民福祉部長。 

◎住民福祉部長（中小原浩臣君）  

最後ですが、子ども未来課が所管しております、子ども・子育て支援事業計画に

つきまして答弁いたします。 

この計画は、第１期を平成27年度から令和元年度までの５箇年計画として策定し

ておりまして、現在、第２期の令和２年度から令和６年度までの５箇年計画として、

来年３月の完成をめどに策定をしているところでございます。計画策定における課
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題といたしましては、全国的に少子化が進行しており、社会経済全体に重大な影響

を与えることが懸念されておる行政、地域、企業などに社会全体で取り組むべき課

題とされております。そのような中で粕屋町といたしましても、男女が安全、かつ

安心して子どもを産み、育てることができ、健やかに子どもが育つことのできる環

境の整備が、一番の課題であるというふうに考えております。 

次に、職員の取り組みといたしましては、子ども・子育て支援事業。この計画で

すけれども、この中でいろんな様々な、多岐にわたった事業・施策を展開しており

ます。これを一つ一つ、課題の解決に向けて取り組んでいく。そのように考えてお

ります。 

今後の施策の展開といたしましては、この基本理念として「子どもの笑顔を育む

まち粕屋」っていうのがあります。これをもとに、三つの基本方針、一つが心豊か

な子どもが育むまち、二つ目が安心して楽しく子育てできるまち、三つ目が子ども

を見守り育むまち、を基本に施策を展開し、これも様々な施策があります。子育て

世代に対する事業や、今後も支援を行ってまいりたいと思っております。 

以上です。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

本田議員。 

◎１１番（本田芳枝君）  

ただ今、五つの計画について、各部長から報告をいただいております。 

私、前回もこの内容について少しお話をして、前回は費用がかかるからというこ

とで、その費用を分かった上で皆さんに進めていただきたいということで、お話を

したこともございます。 

今５つございますが、最後の子ども・子育て支援計画、事業支援計画のほうはち

ょっと金額は把握できてないんですけれども、先ほどの４つの計画は合計、委託金

だけで2,689万円かかっております。そして、2019年の４月から2020年の３月、あ

るいは６月、この１年３箇月位の間に、粕屋町の今後の将来。すべて網羅するよう

な形で、今計画が立ててあります。ところが、私はこっから言いたいんですけど、

粕屋町町民の皆さんは、このことをどの程度御存じでしょうか。私たち議員も、所

管課以外のことはよく分からないんです。それで私は自分が、会議の公開というこ

とについていろいろ気になっていますので、最近、二つ位傍聴に行きました。その

流れは少しは分かります。ところが、パブリックコメントっていって、時期的にそ

れを出されたとしても、その策定過程とか、どういう思いでどうしてこういうふう

にできたということがある程度分かっていない限り、なかなかそれに対してお答え

を出すことができないような状況の中で、住民の皆さんの意見をどう反映するか。
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確かに最初アンケート調査をしてありますが、それがどのように反映されるものな

のか。その辺が分からないまま今来ています。 

そういった中で、この中で今ＳＤＧｓという言葉が何回も出てまいりましたが、

今度は副町長に、このＳＤＧｓということに関して、特に総務の山野部長が何回も

おっしゃってましたけれども。ＳＤＧｓの内容をこの中に生かすということをおっ

しゃってましたが、町民の意識の意見も反映さることながら、国の施策、世界の施

策でこのＳＤＧｓのことが非常に問題になってます。どう反映させるか。 

そういった意味で副町長に、その内容についてどのように職員の皆さんと話をし

ておられるのか。その辺をちょっとお聞かせください。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

吉武副町長。 

◎副町長（吉武信一君）  

本田議員が言われるＳＤＧｓ。これは2015年９月の国連サミットで採択されたも

ので、国連加盟193箇国、2016年から2030年の15年間で達成するために掲げた目標

でございます。それはもう議員の皆さん、何度この言葉出てきてあるんで御存じか

と思います。 

ＳＤＧｓの17の目標ございますけど、これそれぞれ見てみますと、今職員が仕事

をしていること。現在、それに本当に繋がってる項目でございます。これは今、幹

部職員はこういうふうなところで興味があって、っていうかもう出てきてるんで。

皆さん、一読はしてると思うんですけど。普通の一般職員がどれだけこれを理解し

ているか。ていうことだろうと思うんですよね。それぞれ読んでいくと、自分のと

ころの職場で関連することが本当に非常に繋がってることですね。これをいかに繋

げていくかということで、先ほど総務部長が縷縷説明しましたけど、その中で総合

計画の策定にあたって、若手職員から何名かピックアップして作業部会、プロジェ

クトチームを中心に、ＳＤＧｓのワークショップを開催したり、基本的な知識だけ

でなくて、持続可能なまちづくりの実現に向けて、具体的な行動や考え方について

学ぶことを予定しております。 

また、総合戦略策定のために、住民アンケート及び町内事業者アンケートを実施

したところ、これ速報値なんですけど、どちらも約７割の方が御存じないというふ

うに回答されております。ということは、やはり町としてもこの目標というのをや

っぱり周知徹底をしていくことが必要ではないかと思います。やはり、これから、

町が取り組むＳＤＧｓを知るから行動する、貢献するという、機運を高めるための

広報・啓発を推進したいと考えております。 

次年度、総合計画策定のための未来カフェ。それを開催するように予定しており
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ますので、従来のワールドカフェだけではなく、ＳＤＧｓを学ぶためのワークショ

ップ。それとか、シンポジウムを開催することを企画しております。開催すること

によって、多くの町民にご参加いただきたいなというふうに考えております。 

一般職員、職員全員これを更に一読して、どれだけ自分の仕事がＳＤＧｓに、持

続可能なまちづくりというか、これにいかに貢献していくかということを改めて周

知していきたいというふうに考えております。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

本田議員。 

◎１１番（本田芳枝君）  

今の副町長のお言葉を聞いて、かなり庁舎の中でもこのＳＤＧｓについて、いろ

いろ取り組みが進んでいるなというふうに思いました。ただ、このＳＤＧｓってい

うのは新しい取り組みではなくて、既に皆さんが、日常の中で今まで何十年とやっ

てきておられた内容がそのまま結びつく。それを地球レベルで新しい観点から結び

つけて新たにこういう形で出しているということを、私は最近、勉強の中でよく分

かりましたから。新しい考えとか、新しいことに挑戦するとかじゃなくて、今やっ

ていることを本当に目標を定めてこつこつとやっていれば、それが世界の社会、経

済、環境問題に結びつき、人口問題、あるいは色んな問題があります、温暖化の問

題とか。そういうことに繋がって、世の中を明るく、あるいは平和にしていくとい

う流れがあるというふうに今私は気づいたんですね。 

これも中野議員が昨年から一生懸命言ってくださってて、私もちょっとＳＤＧｓ

なんかこうっていう感じがあったんですけれども、真剣に取り組み始めて、今現在

に至っております。だから今副町長が、再発見されたみたいな感じのはとても気持

ちとして分かりますので、是非それを進めていただきたいし、そのことで、粕屋町

の職員の皆さん、あるいは町民の皆さんに広めることによって、新たに力をいただ

く。エンパイヤすることになる可能性がある。横文字で申し訳ないけど、そういう

活力をっていうか。自分たちの今、日本中で特に自信がないんですね、何事に関し

ても。割とよどんだ空気がありますけれども、私は、このことをもう少し今まで自

分たちが取り組んできたことが、世界平和に繋がるんだということを持って、皆さ

んと一緒にやっていきたい。 

それで今日、この５つの計画を一つ一つ言っていただきました。ただ計画の中で、

私もちょっとこれはどうなのかなっていうのがありますので、ちょっと今お尋ねし

ます。それは、総合計画のことと、それから都市計画マスタープラン、それから子

ども・子育て支援事業計画について、私のちょっと質問をしたいと思いますが。 

最初の総合計画ですが、今までずっとこの総合計画を第５次粕屋町総合計画って



－ 161 － 

いうのは、第４次の後期計画から事務事業に結びついて、いろんな進捗状況が実際

の事業を決算を出す段階で、どのように進んでいるか分かるような流れになってい

て、その指標もきちんとあるんですよね。そういうのは継続した状況で、総合計画

の後期基本計画は立てられるのか。 

その辺が分からなかったので、山野総務部長、ちょっとお尋ねいたします。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

山野総務部長。 

◎総務部長（山野勝寛君）  

全般的には、今までのやり方の形を継承をしていきます。評価も当然やっていき

ますし、今後もそういう形で、毎年やっていくようにしていきます。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

本田議員。 

◎１１番（本田芳枝君）  

その中の施策評価という総括表の中で、それぞれ実感指標とか客観指標とかいう

のがありまして、平成27年の当初の値、それから目標値が平成32年になっておりま

す。今度はこれが５年後の37年になるんですね。 

指標っていうのは変わらないんですか。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

山野総務部長。 

◎総務部長（山野勝寛君）  

これにつきましては、現在この中のもともとの基本構想あたりを、今16位で設定

しておりますけれども、この中をもう少し見直したり、住民意識調査もやっており

ますので、そういうところも含めたところで、少しでき上がってるものとかそうい

うのもありますので、そういう観点をもう少し整理して、来年度までに、令和２年

度、12月でしたか。そういう形で基本計画をの後期計画は策定するようにしており

ます。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

本田議員。 

◎１１番（本田芳枝君）  

その中で施策実現への進捗状況ということで、計画どおり順調に進んでいるって

いうのと、進んでいるがスピードが遅いっていうのがあると思います。そういうこ

とに対する対応はどうされるんですか。私はこの行政評価の中で、施策評価総括表

っていうのを見ているところなんですけれども、30年度はまだこれが出てないとい

うことで、今29年度、28・29年度はあるんですけれども。 
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その中で指標があって、実際最初の平成27年度の最初の値、それから実績値、そ

れから目的値。例えば、これはすごくいいことだったなと思うのは、その中に一つ

例を挙げますと、命を守り育む食と農の創造というところで、学校給食における地

元農産物の使用量っていうのが、当初の値では、年間3,040ｇだったんです。目的

が６千㎏。ところが、既に平成29年度に実績値として、9,793㎏か。数値がいって

いるんです。もう目標値を超えてしまっているんです。これが29年だけなのか、そ

れがちょっと分からないんで、給食センターの所長に聞いたら分かるかなと思いま

すけど。例えばこれは、計画どおり順調に進んでいるということで、目標値ってい

うのはその後どうなるのか。 

そういうことを、今やっておられるんじゃないかなと思うんですけれど、どうで

しょうか。どなたに。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

今泉経営政策課長。 

◎経営政策課長（今泉真次君）  

こちらの指標につきましては、今度後期基本計画の中で、どういう指標がいいか。

そういうのも含めたところで検証してまいりますので、もう超えてる部分はよかっ

たと、個人的には思っておりますが。 

今後これを使うかを含めて、今後検討してまいります。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

本田議員。 

◎１１番（本田芳枝君）  

次ですね、都市計画マスタープランについてちょっと質問いたします。 

今、１は計画の内容についてはすごく詳しく説明をしていただいたし、私自身は

建設常任委員会なのである程度、今までの状況というのは把握してると思うんです

けれど。 

住民の皆さんが、今一番ここの都市計画マスタープランで思っておられるのは、

先ほど難しいとおっしゃいましたけれども、この市街化調整区域を何とかならない

かという。あるいはその農振がかかってるとか、そういうことがあるので開発がな

かなか難しいということで、そういう要望がすごくあります。議会報告会でも、来

てくださった町民の皆さんがそういうお声を出しておられます。ところが実際何か

こう、地権者の方がやろうと思うと、なかなかその辺が難しいんですけれど。 

例えば、私たちが富山市に視察に行った時は、もうその国に対して積極的に、働

きかけをして頑張ったって言って開発をされたところもあるんですよね。そういう

ことがうちの町、今例えば町長が、うちの町は市街化調整区域が半分位あって、ま
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だまだ開発の余地は大いにあると見ていますと、いうふうにあるところで書いてお

られるんですよ。それは夢を描けそうですが、実際は、描くとなると難しいものが

あるということで。この都市計画マスタープランの中で、それをどういうふうに今

後やっていこうかというふうに。 

これは10年前も同じような話が出ておりました。それはどうなんですか。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

山本都市政策部長。 

◎都市政策部長（山本 浩君）  

都市計画マスタープランに将来構想、こういったものを描いております。 

これは現在の粕屋町の都市計画で設定しております用途地域、これと全く一緒で

はありません。現在調整区域のエリアであっても、将来開発等を進める必要性があ

るとか進められるんではないかと、そういったものについては、そういうふうな構

想というような色で、都市計画マスタープランの中では色づけをしております。そ

ういったことが前提にないと、逆に言うと、大規模開発とかやっていく時には、進

められないということになってきてます。そしてすみません、いいですかちょっと。 

やはり開発とか、先ほど言いました農業振興のところっていう、土地の地権者の

方があります。で、開発したいと思われる方もあるでしょうし、今のまま農地とし

て続けていきたいという方もあります。そういったこともあって、ある一定のエリ

アの中で意思決定。こういったことをされたところ。今後したいというところにつ

いては、まちづくりの委員会等を作られて、住民の方たち、地権者の方たちが、協

議しながら方向性を作っていくと。そういうふうな取り組みをされております。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

本田議員。 

◎１１番（本田芳枝君）  

そのまちづくり委員会を作るということ、あるいは作って運営していくっていう

ことが結構困難なような様子を私は見ています。もうずっと長いことそれをやって

てなかなか進まないとか、苦情もいろいろあるとか。だから町が積極的に、そうい

う方たちに対する支援をするということが必要なんではないか。それと、町長自身

が、この町の将来構想。 

例えばうちの町で農業を続けていこうというのは、非常に困難なことがあると思

います。もちろん農業が大好き、続けたいと思われる方もあると思うんですけれど、

後継者不足だったり、あるいはこの町の地形上の位置の中で、ご自分の持ってるそ

の土地を生かすには、どうしたらいいかということを考えられる方も結構今からい

らっしゃると思うんです。だから、そういうことに対してのいろんな意見とか、そ
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れを町全体でこういう方向で進めたらいいなとか、あるいはみんなで考えられる場

とか、あるいは講師を呼んで勉強する場とか。そういうのがあれば、いろんな皆さ

ん、町民の皆さんも心の中の不安っていうか、納得できてこういうふうに少しずつ

進んでいけばいいのかなあっていうのも安心感に繋がり、幸福に繋がると思うんで

すけど。 

今手だてが、外から見ててあまりないようなんです。だから、都市計画マスター

プランが今作られるということで、もっとそういう気運を高めて、町全体が何とか

ならないかなと思っているところでございますが。 

この件に関して、町長どういうふうに思われますか。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

箱田町長。 

◎町長（箱田 彰君）  

今、都市政策部長が言いましたように、都市計画マスタープランは、将来の粕屋

町の都市計画を決める一番大きな計画でございます。 

従いまして、この計画にのったもの以外は、なかなかこれは変更ができないと。

ですから今、今が大事なんですよこれは。ですから、大きなプランを、アンケート

し、またパブリックコメントをしながら、方向性を見つけようと。 

ただ、先ほどもちょっと言いましたけども、中には、100人が100人みんな同じ意

見ではございません。その中にもやはり、私は農地をずっと続けたいんだと。幾ら

都市化になっても続けたいんだとおっしゃる方おられます。ですからその調整をど

うするかっていうのは、まちづくりの委員会の中で調整すべきであって、私権につ

いて我々行政のほうがいやこうするんだよっていうことはできません。 

ただ、それのアドバイス、あるいはその運営についての補助金等の資金的な援助

もしながら、これは一緒に考えていこうというスタンスでございます。 

ご理解お願いします。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

本田議員。 

◎１１番（本田芳枝君）  

一緒に考えていこうというスタンスが一番いいと思いますが、それが、町民の皆

さんにどの程度届いてるのかなっていう思いも私の中にあります。それは私だけか

もしれませんけれど。だから今、わざわざ、この一般質問の中でこういう計画で今

こういう状況だということを、皆さんに分かっていただくためにも、今回この計画

の内容を広く町民の皆さんが知っていただけたらなという思いもあって、今こうい

うふうにお話をしているところでございます。 



－ 165 － 

皆さんどしどし、町民の皆さんにそれこそ飛び出していって、今こういう時期で

こういう意見をほしいし、今後10年先の粕屋町が今にかかってるということをお話

ししながら、いろんな意見を徴収するとか、そういう働き、そういう流れを作って

いただけたらいいのかなというふうに私は思っているので、議員ももちろんそうで

す。だから今こういう質問をしております。それでは時間が迫っております。私一

つだけもう一つ。 

二番目のまち・ひと・しごと創生総合戦略というのがあって、この新しい素案で

私はこの間実は傍聴したので、もう表をいただいてるんですけれども。 

実際人口ビジョンが、2040年で５万８千人。2060年で６万２千人は粕屋町が将来

像を描いていますが、実際、社会保障人口問題研究所というところは、かなりシビ

アでこういう数字は出していないんです。で、平成27年度に出した数字が今また平

成30年度に変更されています。人口は減りつつ、もう本当にその勢いは止まらない

ぐらい。それで私は驚いたのは、2045年。それは人口問題研究所が出してるんです

けど、2015年を100とした場合に、120として粕屋町が人口が増えるということで５

万4,620人ぐらいあるんですけれど、ほとんどの自治体が、全部80とか70とか40と

かなんです。で、粕屋町は日本全国で４位。120で４位なんです。 

だから、常にこの人口ビジョンで数字をもとに、例えば５年後に６年後に５万人

になるから市制をとかいう話も大事ですけど、その数字さえあてにならないような、

今、切迫した状況にあるということを、皆さんも御存じだろうと思うんですけれど。

そういう考え方で物事を進んでいかないといけないような状況になっています。 

それで、次の質問は、会議の公開というところですが、実は、案浦議員がいろい

ろ古賀市のことをおっしゃってましたが、私も非常に参考になって。うちの町の会

議の公開ということで、９月の一般質問でもそのことを最後に締めくくっています

が、ちょっと今不十分ではないかと私は思っていますが、それは実は議会にも責任

があるんですね。だからそれはちょっと今後の問題として、今日時間がないので、

また次にしたいと思います。 

ただやっぱり、今ホームページで見て公開はしてあるんですけど、結果の内容の

書き方とか、あるいはその結果が出す時間が実際行われた後よりもすごく時間がか

かるとか。そういうことが見られます。私はそのことに興味があるので割とよく見

るんですけれど、だから会議の公開ということをもう少し頻繁に更新して、町民の

皆さんにもそれが分かるような形。今町がどういう動きをしているかというのを分

かるような形で、是非公開をしていただきたい。今度ホームページが変わりますよ

ね。だから少しはそういうのが変わるかなと思うけれども、議会のほうでもいろい

ろ検討しながらしていかないといけないと思います。それで時間がないので最後に
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行きます。 

それで、財政計画について、今５つの計画の策定中ということなんですが、この

計画を策定するにはそれの裏づけが必要なんですね。ところが町長が何度もおっし

ゃってるように、財源の確保が非常に難しいということなんです。それで一応私、

11月22日に予算編成方針が出されたということで質問していますが、一番この中で

三つとも大事なんです。財政の中長期計画はあるのか。それから予算執行において

コストカットを意識するということが形骸化されていないか。行政評価などを活用

した事務事業の見直しはどのようにしているか。で、この最後の部分は先ほど経営

政策課の今泉課長にちょっとお話をしていただいて、私としては、物足りないとこ

ろもあるんですけれど。 

だから三番目はよろしいので、一番と二番を町長にお尋ねします。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

箱田町長。 

◎町長（箱田 彰君）  

財政計画につきましては、令和元年度中の策定を予定しておりましたけれども、

計画における財政見通しに、公共施設の大規模改修、そして建替え工事の経費を反

映させるため、施設個別計画との整合性を図る必要がございます。これは必ず必要

でございます。ですから、施設個別計画の策定が年度末になる予定でありますので、

財政計画につきましては、令和２年度次年度に計画する予定にしております。 

従いまして、今現在、財政計画と呼べるものはありませんけれども、これまで、

別に無計画で財政計画・財政運営をしたわけじゃございません。決算等の分析はも

ちろんのこと、今後予定される事業関係の把握そして基金の残高、町債の残高の動

き等も総合的に考えながら、財政運営を図ってきておるのは、議員の皆さま御存じ

と思います。なお、策定します財政計画の期間につきましては、社会情勢の変化。

まさにその人口がどんどん変わるような、２・３年すれば、将来的な人口予測も変

わるような情勢。こういった変動する社会情勢の中ですので、５年間の中期計画位

が妥当だろうと。 

10年は少し長過ぎるんじゃなかろうかというふうに私は思っております。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

本田議員。 

◎１１番（本田芳枝君）  

ということは、５年位。５年の計画を、来年令和２年に立てて、それを公表され

るということでしょうか。 

実は財政計画というのは非常に難しいと思います。見通しということで、例えば
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公債費の償還の金額とか、起債残高とか。そういうのは一応、平成その時は平成で

すけど平成34年までのは、議員としてはもらっています。ただそれはもう数字がき

ちんとした数字なのであれなんですけど。以前合併問題があった時に、平成18年か

19年だったと思うんですけれど、10年近くの財政計画。それは係数、すごくこうい

う条件でこうしてこうだからこういう数字が出るという形で注意書きがあって、財

政計画をいただいたことがございます。 

それで私は、この町が今後いろんなことを考えるにあたって、財政計画を考えな

がら、あるいは先ほどの５つの計画。基本の皆さんの計画を考えながら、このこと

はどうなのか、どうしたらいいのか。どういう意味で、これを今しないといけない

のかとかいうのを皆さん、職員の皆さんとそれから議員とみんなで考えながら進ん

でいくということが、ただ単に突然にするとか、そういうことはないと思うんです

けれど。これはこうだからこうするとかじゃなくて、そういう背景にそういうもの

を持った上で、基盤づくりをしていただきたいというふうに。それをしようとされ

ていると思います。 

でも箱田町長は今１年目ですよね。今後今からもう何年もしていただきたいとい

う気持ちが強いので、なおさら財政基盤を考えて、しかも粕屋町は、固定資産税の

収入は結構多ございます。それはある程度把握できますよね。３年に１度見直しが

あるということで、それは難しいんですけれど。そして私は、更に企業誘致も大事

でしょうが、将来優良納税者になるような方たちが、粕屋町を選んでくださる。そ

ういうまちづくりも是非してほしい。その方たちの年収に対する税金が粕屋町に町

民税が入ると。 

粕屋町の今、平均の市町村別年収ランキングというのは御存じでしょうか。粕屋

町じゃない福岡県。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

箱田町長。 

◎町長（箱田 彰君）  

存じ上げておりません。 

◎１１番（本田芳枝君）  

それは私はある数字を見たんですけれども、非常に新宮が高いんですね。断トツ

で新宮、福岡市よりも高いような気がしますが。粕屋町は、市町村別平均年収ラン

キング、これは2019年の発表だったと思うんですけれど、304万9,778円。これは全

国439位。これは、福岡県内の順位を書いてあるわけではないので分からないんで

すけど、大体13位ぐらい。この年収を皆さんが上げるような活動。そうすると町民

税も増えますでしょう。違うかね。 
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だから企業誘致も大事だけど、住宅地としていろんな方が、ああ粕屋町っていい

なと。あそこに是非行きたいと。土地は高いけれども、いろんなことが揃っている

とか、あるいは明るいニュースがあるとか、緑豊かであるとか。ちょっと最近よく

ないニュースが出たりしましたけれども、幸福感を抱くまちづくりを町長が進めて

ある。だから、あの町に行こうと。そういう流れを是非作っていただきたいと思っ

て、今回こういう質問を用意しました。 

私の質問は以上でございます。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

箱田町長。本田議員の質問の(2)最後の部分、予算執行においてコストカットを

意識するということが形骸化していませんかという、これについての回答をお願い

します。箱田町長。 

◎町長（箱田 彰君）  

予算編成が厳しい中で、この予算査定時にあらゆる場面において、私も口を酸っ

ぱくコストカットを指示しております。 

不要な限られた財源で行政効果を高めるためには、原課のコストカット意識。こ

れはもう底辺で必ず必要でございますので、今後も決算状況も見ながら、不要のも

のについては指摘しながら、次年度予算の編成にもあたってまいりたいと思います。 

それといいですか、もう一点。今、本田議員が言われた魅力あるまちづくりの中

で、私はその企業ばっかりのことを言ってないですよ。総合的なまちづくりの醸成

を図りたいということで。当然、モデル的な住宅づくりも、今現在もう既に３箇所

位は行っております。 

今後も、粕屋町に住みたいと思われるような、企業だけじゃなくて個人の方が住

みたいと思われるようなまちづくりも、同時に行ってまいりたいと思います。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

本田議員。 

◎１１番（本田芳枝君）  

ありがとうございます、議長。私忘れておりまして、答えていただいて。 

実は一つ、コストカットというところで。以前の総合計画の行政評価には数字が

あったんですよ。この事業に対してこれぐらい予算を、決算の数字がずらっとあっ

たと思います。今その数字がないんですね。だからちょっと分かりにくいところが

あるんですけれども、やっぱり行政評価をきちんとするということが、コストカッ

トに繋がるんではないかというふうに私は思っておりますので、是非力を入れてや

ってくださってるだろうとは思いますが、よろしくお願いいたします。 

以上でございます。 
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（８番 本田芳枝君 降壇） 

◎議長（鞭馬直澄君）  

これにて本日の一般質問を終わります。 

明日、11日朝９時30分から２名の一般質問を予定しております。 

傍聴者の皆さまにおかれましては、時間の都合がよろしければ、明日も引き続き

お越しいただきますよう御案内を申し上げます。 

以上で本日の日程は、すべて終了いたしました。 

本日はこれにて散会いたします。 

（散会 午後３時56分） 
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（開議 午前９時30分） 

◎議長（鞭馬直澄君）  

ただ今の出席議員数は16名全員でございます。定足数に達しておりますので、た

だ今から本日の会議を開きます。 

本日の議事日程はお手元に配付のとおりであります。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

それでは、ただ今から「一般質問」を行います。 

発言に関しましては質問者は、会議規則を遵守し、更に文書通告の主旨にのっと

り簡単明瞭に、また答弁者の発言に関しましては質問にそれることなく的確に、し

かも簡潔にされますことを、議事進行上強くお願いする次第であります。 

なお、答弁側におかれましては、答弁者が誰か明確となるよう、声に出して意思

表示をされますよう、併せてお願いを申し上げます。 

それでは、通告順に従い質問を許します。 

議席番号10番、久我純治議員。 

（10番 久我純治君 登壇） 

◎１０番（久我純治君）  

おはようございます。 

議席番号10番、久我純治、通告書に従いまして質問します。 

その前に、ちょっと時代遅れの変声期入ってますので、ちょっと声が聞きづらい

と思います。よろしくお願いします。一問目、駕与丁公園周辺にＩＴ産業の誘致を。

二問目、酒殿駅の今後はどうするのか、の二問について質問します。 

駕与丁公園周辺にＩＴ産業を誘致し、公園周辺を環境を生かしたＩＴ産業を誘致

して、粕屋町の将来のＩＴ産業の核にしては。 

なぜＩＴ産業といいますかと、これがもし流通産業関係だったら、広い土地また

大きな道路が要ります。工場だったら、内容によっては広い土地も必要ですが水、

また臭い、また騒音等のいろんな問題がでるかもしれません。その点ＩＴ産業だっ

たら事務所、駐車場とコンパクトにできると思います。我が町が誇る駕与丁公園の

この環境を最大限に生かした、ＩＴ産業のオフィス街には最適な場所だと思います。 

この公園も竹下内閣当時の１億円の日本創生で始まったと聞いております。現在

まで約100億かかったとも聞いております。広さが14㎢の中にＪＲの駅が６箇所あ

り、博多駅、福岡空港、それとかインター、10分足らずで行く、この便利のいい町

が粕屋町です。粕屋町が誇る駕与丁公園に対して、福岡市は大濠公園をよく引き合

いに出します。ですが、駕与丁公園のほうが倍の広さもあり、静かなところです。

周辺には、公社の土地や民間の土地、また数年後、壊される焼却場跡もできると思
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いますが、町長どんな思いをされておりますか。 

ちょっと考えをおっしゃってください。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

箱田町長。 

◎町長（箱田 彰君）  

駕与丁公園の今後の将来像。 

これは今議会の一般質問でも、数回お答えいたしましたけども、とにかく賑わい

のある公園にしないといけないと。今のままでは、ただスポーツだけで留まってる

という、非常にそのもったいない自然資源であり、粕屋町の貴重な宝だと思ってお

ります。これをどうするかは、昨日の一般質問でもお答えしましたが、サウンディ

ング調査等もやりながら、今後の将来に向けては、総合的に考えていきたいと思い

ます。 

今議員ご指摘のＩＴの関連。これは、日本のモデルケースとしては、和歌山県の

白浜町。白浜町ですね、南紀白浜があるところですが、ちょうど、粕屋町と同じよ

うなその地理的な条件も一つあるんですよね。南紀白浜空港から５分程度のところ

で行けるとこなんです。ここには、日本を代表するようなＮＥＣのソリューション

センターとかあります。また、何ていうんでしょうかねテレワークの拠点施設、要

するにそのＩＴ関係のいろんなスタートアップ。起業の、起こす生業ですね、起業。

スタートアップ事業もそこで手がけているし、サテライトオフィスといいまして、

それぞれのオフィスの中で、いろんなＩＴ・ＩＣＴ関係の事務所を集約していると。

そういった施設もあるようでございます。 

ＩＴの聖地というふうに、日本のＩＴの聖地というような位置づけもされておっ

て、私が昨日来言っておりますように、粕屋町の立地・誘致の一つの部分でもあろ

うと思います。今からＩＴ・ＩＣＴそしてロボティクスという時代の先端を担うよ

うな企業が、成長する産業だろうと思っております。 

それが駕与丁公園がいいかどうかは別にして、粕屋町にはいろんな場所がござい

ますので、誘致したいと思っております。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

久我議員。 

◎１０番（久我純治君）  

今の町長おっしゃったように、日本のいろんなところで、企業とか提携したり、

協定を結ばれて、いろんなまちおこし・むらおこしをやっておられますよね。そし

て総合開発であって、今から言う粕屋でいうマスタープランの中の一角と思うんで

すよね。今からやろうと思えば。だから結局、今までは学校ゾーンとかいろいろ作
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ってきましたけど、あるかないかちょっと分かりませんけど。 

これから先、粕屋町では飲食店とか商業施設は望めないんですよ。なぜかという

と、これから粕屋町は結局あんまり便利が良すぎるんですね、実際に。だから結局

飲食店もそうで、私は飲食店組合の会計やってる時は200件位あったんですよ。今

は30件位なんですよね。それだけ減ってるんですよ、もう。そして商業施設という

か、知ってあるとおり、原町周辺いろんな店がありましたけど、全部なくなりまし

たよね。結局、もう博多駅が近いんですよね、あんまり。そうすると博多駅でなん

もかんも終わるんですよ。 

だから結局これは、例では前原。私糸島出身ですから、前原市がそうなんですよ。

前は筑肥線が１時間に一本しかなかったんですよね。だから前原から来るとには高

宮駅で降りて、西鉄電車に乗り換えらないかんわけです。10分ほど歩いて、高宮駅

から天神に行くんです。そしたらなんか買物するとき、半日がかりやったんですよ。

今逆に地下鉄が通ったばっかりに20分か、25分か30分たらずで行くんですよね。だ

から今現在、前原の街は商店がないんですよ、全然。寿屋とかいろんな商店来まし

て、今イオンがちょっと残っとうだけなんですよね。その位にもうベッドタウン化

してしまったんですよ。 

だから粕屋町も賑わいのあるまちづくりはいいんですけど、10年ちょっと前です

かね。一回原町の再開発ということでやられたことあります。ところが結局何もな

からんずく、今んとおりの駅の前は惨々たるもんですよね。20時過ぎたら真っ黒で

すねってよく言われますけど、実際そうなんですよ。だから逆に言うと、もうベッ

ドタウンならベッドタウン化していいんですけど、後の余白なところを、いろんな

企業を誘致してやっていかな、粕屋町ちゅうのは人口ばっかり増えても、私は情勢

がやおいかんばっかりと思うんですよね。だから誘致をするんやったら、早くやは

りよく民間からといわれて民間待っとったって来んとですよ。よっぽどいい条件や

なからんと。やっぱりこっちから出向いて、いろんな企業と接触してですよ、やっ

ていかんと。これから先はもう絶対だめと思うんですよ。 

あのボタ山もそう。結局、粕屋町の旧庁舎跡もそうですけどね。やっぱり手つか

ずになると、何十年も放ったらかさないかんとですよ。だからやっぱりこっちから

民間のほうに出向いて行って、やっぱこんな企業がいいちゅうて誘致してもらわな

いかんと思うんですが、町長どんなふうですか。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

箱田町長。 

◎町長（箱田 彰君）  

それでは私の思いを、ちょっと申し述べたいと思います。 
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企業立地・企業誘致については、もう先日以来私が再三述べておりますように、

そういった気持ちでございます。 

相手は何かと言うと、私は国内外、外国のほうも含めたところの企業誘致も考え

ております。じゃあどうしたらいいのかというと、これはもう、国のほうに出向い

て行って、いろいろなご教示もしていただきながら、様々な情報を集めたいと思っ

ております。またそういった情報収集するような場所といいますか、ルートも実は

ございます。なおかつ、国、県、もちろんその事業主体によるんですけれども、今

議員ご指摘のＩＴ産業につきましては、日本の先端企業ですので、日本が今から目

指す先端的な企業ですので補助金、立地に際しての補助金とか、例えば建てた後の

入居についての優遇措置とか、非常にございます。 

その辺も、とにかくボーダーレスで、誘致・立地を進めるようにしたいと思って

ます。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

久我議員。 

◎１０番（久我純治君）  

よく市制に向けて粕屋町のあれは言いますけど、市制になる前に、やはり市制は

行政やから御承知のとおり二回、あと国勢調査ありますよね。そうすると早くても

７年か８年後なんですよね。人口が仮に増えても。そうすると、その前にもう手を

かけよかんと、時間かかりますよね。これは大体。そうすると並行してやないけど、

今よくある行政のほうは、市に向けて市に向けてよく言われますけど、市は当然な

っていくんですよ、自然でも。だから逆に企業誘致のほうも並行してやっていかな

いかんからですね。 

この役場の中で、企業誘致の係か部門か何か作ってはと思うんですけど、どんな

ふうですか。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

箱田町長。 

◎町長（箱田 彰君）  

部門セクションは、御存じのとおり私は作りたいと。作る、作りますそれは。作

りたいんじゃなくて、作ります。 

どういった組織になるかというのは、非常に最初から大きな組織はなかなか行動

的に非常に無理がございますので、必要最小限の組織からだんだん拡大していくっ

ていう形はとりたいと思うんですけども。最終的には今申し上げますように、海外

に向けた企業誘致も含めたところでの組織化を図りたいと思っております。議員言

われるように、市を目指すんじゃないです。 
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市制はいつでもひけるようなそういった社会的基盤、経済的基盤を、早く粕屋町

も作りたいということで、市制を見据えたという意味でのことですので、誤解がさ

れないようにお願いします。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

久我議員。 

◎１０番（久我純治君）  

町長の気持ちとしてはよく分かるんですけどね。 

ただ、今から先の粕屋町ちゅうのは、人口が増えるだけやなくて、やはり基盤に

なる場所を作っていきよかんとですね。仮に一番手っ取り早いとは流通関係ですよ

ね。インターが近いとと、何もかんも近いから。それは田んぼ埋めてしもうて、開

発かければ下りると思うんですけどね、やはりそこはいろいろ考えてやって、今こ

こおられる職員の方、それいろんな企業と関連して、やっていけば必ずできると思

うんですよ。 

だから是非、企業誘致のほうの部門を早く作られてですよ。とにかく、市でもい

いやないですか。一緒に市にする部門と一緒にかぶってもいいし、今から先の粕屋

町のことを考えて、やっぱり早く部門を作って、やっていくのがベストやないかと

私思うんです。 

どんなふうですか、また同じことで申し訳ないんですが。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

箱田町長。 

◎町長（箱田 彰君）  

今ＩＣＴ・ＩＴ関係のことで今ご質問がありますけども、粕屋町は、いろんな産

業分野が進出できるような環境にあると思うんですね。そういう要素を含めている

と思います。 

交通インフラも非常に便利です。そして人口もこの福岡都市圏の中でも、突出し

て人口も伸びております。そういったことで言うと、ＩＴ関係の企業、あるいは物

流関係の企業、流通関係の企業も立地しやすい。そしてまた、人口も増えてますか

ら、消費購買層の根強いバックボーンがあると。非常にその消費力、購買力が高い

ということもありますから、大型の商業施設も立地するのには手を挙げやすいとい

う部分もございます。また、通勤関係でも福岡市に近いという部分で、住宅関係の

大規模な開発もめじろ押しにあるだろうと。ですから一つの分野に限らず総合的に

行けると思うんですよ。 

ただその中で、やはり選択をしながら、ゾーニングをしながらやっていきたいと

は思っております。 
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◎議長（鞭馬直澄君）  

久我議員。 

◎１０番（久我純治君）  

すみません、もうこれはこれでやめますけど、とにかく誘致をするように行政の

ほうも頑張ってください。お願いします。声が出ませんので、二問目に移ります。 

すみません。酒殿駅の今後はどうするのかについて質問します。 

酒殿区の前は区画整理で新しい町並みができるが、駅庁舎自身は粕屋町の管理と

いいます。今後、我が町はＪＲ九州と、どのように向かい合って進めるのか。町費

で建替えるのでしょうか。この酒殿駅の件については、私は三度目と思います。粕

屋町の６箇所の駅の中で一番、言葉は悪いんですが、汚い酒殿駅です。特にトイレ

です。前にも言ったことがありますが、いまだに汲み取り式でトイレの下が丸見え

です。不潔で足場のとこが崩れそうです。時々、裏の民家に女性の人がトイレを借

りに今でも来られるそうです。先日は、トイレの中に落ちたものを拾うから何かを

貸してくださいと言うて来られた事もあるそうです。このようなことが起こるのも

酒殿駅だからです。 

当時私自身ＪＲ九州に手紙を出し、ＪＲ九州の課長、加藤さんという方と幾度と

お話をしました。酒殿駅から駕与丁公園に向かった、線路脇の土手に桜の木15本を

植えることになりかけましたが、落ち葉と桜の花が散った後の管理の問題で、植樹

は駄目になりました。そのため、駕与丁公園の中に、25本の桜の木を園児と共に植

えることができました。この当時、クラシアンの業者を現地に呼んで、トイレの見

積りをとったところ、大便器を３基あった分を２基に減らし、床を張り替えて今は

やりの簡易水洗にして、34万円ほどかかるということでした。男性用の分は３基を

２基に減らして、この分はＪＲ九州の課長さんのほうでしてくれましたが、大便の

ほうは駄目になったので、当時のイオンの責任者に会いに行くことといい、34万円

をどうにかして、補助を出してくれるように頼みましたが、当時、酒殿駅周辺では

治安が悪く、イオンの従業員は皆博多駅のほうに帰しているので利用しておらず、

助成金はできないということの趣旨の返事をいただきました。 

昔小池町長が元気な頃、よく酒殿駅の周辺をきれいにして、再開発にかけてきれ

いな街にするからと、よく私に話しかけられました。 

当時は駅の前が駅の裏になってしまいますが、町としてＪＲとして何か話し合い

が進んでいるのでしょうか。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

箱田町長。 

◎町長（箱田 彰君）  
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はい、所管課のほうからお答えします。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

田代都市計画課長。 

◎都市計画課長（田代久嗣君）  

まず初めに一般的な駅の駅舎の管理の分でちょっとご説明をさせていただきます。 

一般的に駅舎の管理につきましては、管理区分によって鉄道事業者が管理するか、

市町村が管理するかに分かれます。例えば、長者原駅では南北をつなぐ自由通路。

こちらは町が管理を行っておりますが、改札から中の駅舎、こちらはＪＲが管理を

行っております。また原町駅とか伊賀駅につきましては、駅長室や改札口付近はＪ

Ｒが管理を行い、併設にありますコミュニティーホール、こちらは町のほうで管理

を行っております。 

酒殿駅の駅舎は、現在ＪＲが管理を行っております。現在酒殿駅前は土地区画整

理事業により、良好な町並みが形成が図られるために、駅舎についても改築等がで

きないか、ＪＲと協議を行いましたが、現在ＪＲのほうでは一般的に駅舎をコンパ

クト化する方向であるために、酒殿駅については、駅舎などの整備はないとの回答

をいただいております。またＪＲが駅舎を建替える場合があるといたしましたら、

管理している駅舎が老朽化し、安全上問題がある場合に、建替えを行いますが、そ

の際は、建替える前と同規模ではなく、必要最低限の規模に縮小して建替えになる

というようなことであります。市町村のほうから規模拡大などの要望、そういう協

議は基本的にしていただくことはできるんですが、そういう規模拡大にかかる費用

については、市町村負担ということになります。それで今のところ、駅舎の建替え

を早急に町で行うという考えはありません。 

考えてはおりませんが、今後酒殿駅北側でも南側と同じように、土地区画整理事

業などで新たなまちづくりが進んだ際には、原町駅などのようなコミュニティーホ

ールも併設された一体的な駅舎の検討も必要ではないかと思われます。そういう中

で現在行っている、駅南側の土地区画整理事業は令和４年３月完成予定であります。 

新たな、移住者による駅の利用も更に見込まれますので、町といたしましても駅

南側の駐輪場の整備、並びにトイレの設置などを、来年度より進めたいというふう

に考えております。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

久我議員。 

◎１０番（久我純治君）  

そうすると反対側が開発かかれば何年かかるか分からんけど、10年後位になると

思うんですよね。10年以上かかるか分からんけど。要するに組合ができないとでき
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ないんでしょう、裏も。駅の前が今の組合作ってできたごと。そうすると、もうそ

のままですよね、考えてみたら。 

トイレだけでもできるようなことないんですかね。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

田代都市計画課長。 

◎都市計画課長（田代久嗣君）  

すみません。最後ちょっと申し上げさせていただきましたが、トイレにつきまし

ては、今現在の駅の南側で区画整理をされてらっしゃいますので、駅の利用に際し

まして、一つはこれまでよりも駐輪場を少し大きくするような整備と、それとあわ

せましてトイレの設置も南側に行いたいというふうに考えておりまして、来年度よ

り、そういうふうに進めていきたいというふうに思っております。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

久我議員。 

◎１０番（久我純治君）  

ＪＲもそんなふうな話聞いたんですよね、結局列車の中にトイレがあるでしょう

って言うんですけどね。結局、向こうまで行くまで時間がないんですよ、こんな反

対側から来る人は。そうすると少し小さいトイレでも作らんと、一回一回向こうま

で行って上がってくるって時間かかりますよね。今言われるように駐輪場でできる

ことを聞いております私も。ただ、トイレの作り方ちゅうのは、やっぱり駅舎に近

いところに一つ位作ってやらんとですね。結局、今のままで結局ずっとおくちゅう

わけでしょ、今の答えでは。要するに、片一方だけ作るけど、だから今の駅舎の方

んとは扱いませんっちゅうことでしょって言うんです。だからあれでも結局、簡易

じゃなくてちょっとしたトイレを作り替えれば、やっぱ後ろも表もあるちゅうごと

してやらんとですね。トイレするとに間に合わんとですよね。特に女性は。 

一回一回下りて裏から行って、ずっと行ってまた戻ってくるようなトイレのやり

方やなくて、反対から結局今、裏のほうから上がってくる人っちゅうのは裏のほう

のトイレ使いますよね。だから、できたら今のままじゃなくて、その駅舎は建替え

んなら、トイレだか何かでも少しはちょっとできないんですかって言ってるんです。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

吉武副町長。 

◎副町長（吉武信一君）  

久我議員がおっしゃってるのは北側のほうですよね。だから南側のほうは今計画

を進めるということなんで、北側のほうも検討したいと思います。 

◎議長（鞭馬直澄君）  
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久我議員。 

◎１０番（久我純治君）  

是非、やっぱですねトイレ間に合わん人、女性はやっぱ困ってあるんですよ。だ

からもう、副町長も知ってあるとおり、酒殿の●●●●さんとこなんか、皆借り来

るらしいんですよね、今だに。だからやっぱり女の人やからしようがないから貸し

ようけど、やっぱり嫌がってあるんですよ。だからもう、とにかくやっぱりあの駅

舎を建替えんでも、トイレはやっぱちゃんとしちゃらなですね。今から先ちゅうの

は酒殿が何ぼ栄えても駅舎ね、トイレがあんな汚かったら、使われたことあります

誰か。下が見えるんですよね、知ってあるとおり。１ｍ位しかないんですよね、見

えるの。そしてもう足場が、何か怖いんですよあそこ。だからよく言われる。駅舎

を綺麗にできないんやったらですね、トイレをとにかく何とか。この前区長さんか

らも話出てましたよね、なんか要望が。去年か何か。地元の酒殿のトイレのと、な

んか出とったんですよね。だけんそんなふうで、とにかく使いやすいような駅。 

建替えんならなおさらのこと、トイレだけでも、是非何か縮小してもいいから、

ちょっとコンパクトでいいトイレを作り替えてもらえませんか。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

吉武副町長。 

◎副町長（吉武信一君）  

北側のほうは土地がＪＲの土地なんで、今言われてるトイレもＪＲの土地の中に

入ってると思うんですよ。 

ＪＲのほうとも協議を進めて、設置のほうで考えていきたいと思います。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

久我議員。 

◎１０番（久我純治君）  

もうとにかく今から先ですね、粕屋町の酒殿駅っちゅうのはやっぱイオンがある

かわりに、今ルクルていうんですかね、イオンですかね。結局窓口になるんですよ

ね、あそこらの。ここの前言ったようにここは、あそこの責任者の人は使わせませ

んって言わっしゃあけど、来る人はあそこからずっと歩いて行くんですよね。今度

はもう電気はつくから安心だと思うんですよ、なおさらのこと。前は街灯がつけら

れん、お宮の裏を通らないかんというようなことあったから。だからあそこを使わ

してませんって言うて返事があって、34万蹴られたんですけど。ただ今後は、やっ

ぱり500軒位建つっていう話ですから、あのままじゃ不都合と思うんですよね。い

ろんな人が利用するから。 

だから是非、トイレだけでも、まして駅舎が建て替えられないんやったらですよ。
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何とかお願いします。 

すみません、私もこれ以上しゃべるときついですから、ちょっと終わります。す

みません、お願いしときます。すみません。 

（10番 久我純治君 降壇） 

◎議長（鞭馬直澄君）  

お尋ねいたします。30分弱なんですけど、ここで、休憩をとられたほうがいいで

しょうか。それとも引き続きやってよろしいでしょうか。 

（「休憩」の声あり） 

◎議長（鞭馬直澄君）  

トイレ休憩がしたいという方がおられますので、それでは暫時休憩といたします。 

再開を10時10分といたします。 

（休憩 午前９時58分） 

（再開 午前10時10分） 

◎議長（鞭馬直澄君）  

それでは、再開いたします。 

議席番号15番、小池弘基議員。 

（15番 小池弘基君 登壇） 

◎１５番（小池弘基君）  

おはようございます。 

議席番号15番、小池弘基でございます。約１年ぶりの一般質問でございます。 

この令和元年最後の一般質問者ということでございまして、有意義な一般質問に

なったらいいなと思っておりますので、具体的な答弁のほう、ひとつよろしくお願

いいたします。 

まず前段といたしまして、粕屋町の人口は、令和元年11月30日現在でいきますと

４万7,792名ということでホームページのほうにもアップされておりますけども、

新生児が毎年650人前後、誕生してるという状況。また、粕屋町はまだ平均年齢

39歳という若い町であるということは、皆さんもよく御存じのことだとは思います

けども。と言いましても毎年高齢者が増えていってることも事実でございます。 

そこで後期高齢者、75歳以上の方の人数もこれも何ですか、いつの時点でという

のが難しいか分かりませんけども。31年３月31日現在、30年度で結構ですので、新

生児の産まれる方の数と後期高齢者の方の数を、まずは教えていただきたいと思い

ますのでよろしくお願いいたします。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

中小原住民福祉部長。 
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◎住民福祉部長（中小原浩臣君）  

まず、これは平成31年３月末の数字でございますけども、総人口が４万7,530名。

それからそのうちのゼロ歳児の人口573名。それから高齢者、これは75歳以上にな

りますけども、3,856名になります。 

以上です。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

小池議員。 

◎１５番（小池弘基君）  

ありがとうございます。なぜ冒頭に、新生児の人数と後期高齢者の方の人数をお

聞きしたかといいますのは、今日、一般質問するテーマといいますか、まず粕屋町

が進める住みやすいまちづくり。それに関する都市計画ということについて、質問

したいと考えております。 

ちょうど来年度ですけれども、今度は第５次の総合計画というか都市計画マスタ

ープラン。以前は、平成22年。今から10年前の分でございますけども、これを久し

ぶりに中をちょっと見たりしながら、今日一般質問で何を話をしようかな、何をお

尋ねしようかなということで、いろいろと目を通してたんですけども。ちょっと気

になるところでありましたので、それはまた後ほど、お尋ねしたいと思いますけど

も。 

今回、まず町長にお尋ねしたいんですけども、都市計画の見直しという時期に来

てるわけですけれども、今後のまちづくり。特に私も１年前に質問させていただき

ましたけども、バリアフリー法が施行された状況の中で、粕屋町が手がけている施

策について尋ねたいと、全般的なものを町長のほうから答弁いただければと思いま

すので、よろしくお願いいたします。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

箱田町長。 

◎町長（箱田 彰君）  

私も、私の政治姿勢として、住みやすいまちづくり、これを基本として上げてお

ります。 

昨日の本田議員さんのご質問にもございましたが、幸福度を感じるというのは、

安心がキーワードなんですね。ですから、その住みやすいまちづくりとは、やっぱ

り安心して暮らせるまちづくりが第一義的にはあるんじゃなかろうかと。そういっ

た意味ではバリアフリー、そしてユニバーサルなデザイン化されたまちが理想だろ

うと思っております。 

具体的には、例えば歩道の段差をなくしたり、非常にその凹凸のないような、凹
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凸があるような道路もございます。ましてや、その歩道がないような道路もござい

ますので、そこは安心して通行できるような歩道の設置も、今随時行っておるとこ

ろでございます。また粕屋町は、非常に交通量が多ございます。これは粕屋町の位

置的なもの。福岡インターも近い、粕屋ランプもあるということで交通量も多い。 

地理的な要件もございますので、やはり生活道路に入ってこないような、車両が

入ってこないようなゾーニングも考えていくべきだろうと思いますし、道路関係の

通行のしやすい例えば交差点等の改良も含めたところの、これも一つのバリアフリ

ーだと思いますが、そういった交通インフラも含めた、都市デザインのあり方を今

後も考えていきたいと思います。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

小池議員。 

◎１５番（小池弘基君）  

町長のほうから、やはり安心して住めるまちづくりというようなお話がございま

した。そうですね、私もまず今日はその中でも、一番最初にお聞きしたいのは、粕

屋町はどの程度、身体障害者に対する整備・改善がなされているのかということを

お尋ねしたいと思っております。 

その中で、三つありまして、特に町長も言われましたように、歩道・町道の整備

はどの程度進んでいるのか。また、歩道に段差がある箇所はどれ位あるのか。そう

いったふうな把握がされてるのかどうか。また、都市計画のマスタープランが来年

見直しを行う時期に、当然整備計画の現状分析、そういったものがされてるんでは

ないかなと思いますので、これにつきましては、また詳しくはまだ原課のほうから

でもお聞きしたいと思いますので、その点をまずお聞きしたいと思います。 

よろしくお願いいたします。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

箱田町長。 

◎町長（箱田 彰君）  

それぞれ分野がございますので、所管課のほうからお答えいたします。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

安松道路環境整備課長。 

◎道路環境整備課長（安松茂久君）  

まず一点目の町道・歩道の整備につきまして答弁させていただきます。 

歩道の新規整備につきましては、隣地地権者のご理解等ご協力がなければ実施が

できないということでございます。また、段差解消の改良工事につきましては、歩

道新設の事業費に比べまして、撤去費用等により高額となります。それで大規模な
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新規の歩道設置や段差解消の改修工事は、実施できていないのが現状でございます

が、乙仲原東区の公民館の前と、原町駅南側の町道若宮平原線の一部、及び議員さ

んにもご協力していただきました、若宮の旧交差点につきましては、地権者のご理

解、ご協力によりまして、歩道や路側帯の確保ができましたので、歩道の改良工事

を計画しておるところでございます。 

次に、歩道の段差の箇所につきましては、平成12年度、これは交通バリアフリー

法ができました。それ以前に設置しましたマウンドアップ方式の歩道が、町内の歩

道、延長約45.5㎞の大部分を占めているところでございます。高齢者や障がい者の

方々に、ご不便をおかけしていることは認識はしております。一日でも早い改善を

するべきところですが、財政的にも大変厳しい状況がありますので、道路改良工事

等に合わせて、緊急性の高い箇所から整備をしていきたいと考えております。ご理

解をいただきたいと思います。 

それで平成30年度末の町道の実延長につきましては、16万7,887ｍございます。

そのうち、歩道設置の延べ延長が45．5㎞。４万5,640ｍございます。それと町道の

路線数につきましては、路線の総路線が544路線ございます。その内、歩道設置路

線数が109路線ございます。それで議員さんが言われます、マウンドアップになっ

てる歩道っていうのがちょっと、実際の箇所というのはちょっと把握はできてない

状況でございます。 

以上でございます。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

小池議員。 

◎１５番（小池弘基君）  

今答弁いただきまして、マウンドアップといいますか、その当時の一つの流行じ

ゃなかったかなとは思うんですけども。 

これも、先月11月の21日に議会報告会を粕屋町の原町公民館で開催いたしまして、

そこにお見えになられました住民の方から具体的な話を聞いております。その中で、

やはり原町の中に清水、清水と書いてしょうずという信号機がございます。それか

ら九大農場のほうにまっすぐ道が延びてるわけですけども、九大農場に向かって右

側、これが歩道の高さと右側の車道の高さと右の歩道の高さが段差がある。どうし

てかっていうことでしたんですが、その建物造成の段階からやはり高いんですね。

車道よりも宅地のほうが高い。逆に左側は、宅地の面と道路面が同じフラットにな

ってます。ですから当然フラットなところは、そのまま町道にもその車がそのまま

入る、入れる。ところが右側は宅地そのものが段差、30センチぐらい高いんで、結

局宅地に合わせて歩道を作ると車道と歩道の高さが出ると。今度自宅、家があって
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それから町道に降りる時に、車ですと当然スロープを作る関係上、結局、直線歩道

が平らなフラットの部分が少しあると、すぐ車が乗り降りする出入り口のスロープ

になって、そこになると本当極端に斜めですので、普通の高齢者の方もそうですけ

ど、非常に歩きづらいと。結局は車道歩くしかないといったようなところが、結構

不便だといったご指摘をいただいております。 

先ほど聞きましたマウンドアップっていう45.5㎞位まだありますよと、いった答

弁でございましたけども、これについて当然、何かをする予算、そういったものは

当然ついてくる話。よく全国的にもそうですけども、建物そのものが老朽化をして

きたり、また粕屋町にもいろんな橋がございます。そういったものもそうですけど

も、やはりこう計画的に予算をつけていって、エリア的に今年はここ。来年度はこ

こ。わずかずつでも構わないとは思います。でもやはり計画的にやっぱり直してい

かないと、これもなかなかですね、やはりこう一遍に直そうと思ったら多額の予算

が必要になりますので、その辺の考えをまずお聞きしたいと思います。 

先ほど幾つか質問した中で、また別のもありますけども、それはちょっと今質問、

私の再質問させていただいた後に、もう一度お答えしていただきたいと思いますの

で、まずは歩道の件についてそういったものが具体的な計画が段階的にでもあるか

どうかをお願いいたします。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

箱田町長。 

◎町長（箱田 彰君）  

今、町内にそういったマウンドアップ型の非常にお体のご不自由な方々に非常に

障害となっている、バリアになってるっていう部分の調査をまずはしたいと思いま

す。 

そして、先ほど課長のほうがお答えしましたように、優先順位をつけながらだん

だんとその実施をしてまいりたいと思っております。 

ありがとうございます、次の質問。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

田代都市計画課長。 

◎都市計画課長（田代久嗣君）  

都市計画区域マスタープランの見直しに兼ねて、町道の整備計画というご質問に

なりますが、都市計画マスタープランというものがまちづくりの方向性を位置づけ

ていく計画ということになります。 

個別の路線とか場所、いわゆるこの道は整備をしていくというような位置づけで

はなくて、全体的な基本方向、方針というのをのせる計画となっております。例え
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ば、中心拠点となります粕屋町の中では長者原駅、原町駅周辺で役場、粕屋フォー

ラム、サンレイクなどの既存の公共公益施設を使いやすくするため、徒歩、自転車

でこれらの施設を利用するためのバリアフリー化など、駅とまちのつながりの強化

を目指しますというような、こういう方針を、もういろいろと町全体に対して入れ

させいただいておるのが、マスタープランということになります。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

小池議員。 

◎１５番（小池弘基君）  

今マスタープランにつきまして、答弁いただいたわけでございますけれども、こ

れに関する質問っていうか再質問。また三番目のほうでも出てまいります。粕屋中

学校周辺の開発の問題とかっていうところでも、もう少し詳しくお尋ねしたいかと

思いますけども。 

まずこの中で、先ほどから言っております歩道ですね。これは今町長も言われま

したように、非常にマウンドアップ方式が残ってる問題、あと地権者との問題。や

はり粕屋町にはＪＲ原町駅から伊賀駅のほうに向かってる県道がございます。中央

保育所の前にも歩道はあるんですけども、そこに電柱が立ってるとか、これも県の

県道沿いということで、なかなか町が。なかなかそのすぐ、どうこうできるような

場所ではない。そういったところもあることは私も理解はしてるんですけども。 

先ほども課長のほうからも答弁ありましたように、是非とも調査。また町長言わ

れたように、調査をまずいろいろしていただいて、来年のマスタープラン見直しの

タイミングに合わせて、また計画的に、できれば来年度はどこどこの分。 

例えば10ｍでもいいと思うんです。やはり少しずつでも、かかれるところからや

っていっていただきたいなという思いがありますけども。この件についてはいかが

でしょうか。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

箱田町長。 

◎町長（箱田 彰君）  

まずは、その現状の把握をきちっと行いたいと思います。 

それ以後、計画的に段差解消に向けた取り組みを行っていきたいと思います。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

小池議員。 

◎１５番（小池弘基君）  

よろしくお願いしたいと思います。 

続きまして、二番目の質問に移りたいと思いますけども。次の質問は、粕屋町の
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施設に関して、ということについてお尋ねいたします。 

ＪＲ原町駅やＪＲ門松駅には、階段がございます。特にＪＲ原町駅は階段が上り

30段下り30段、計60段というもう本当に昨年も申しましたけども、古い駅でござい

ますので、そのままという状況になっております。町長がいつも提唱されてありま

す、子育てがしやすいまちづくりや高齢者にやさしいまちづくり。このためには、

まだまだほど遠いかと思いますけども、町長は、これについてどのように思われる

のかということをお尋ねしたいんですけども。 

その前に昨年、同じような質問をさせていただいておりまして、その時の町長、

箱田町長が就任されてすぐの頃だったと思いますけども、このように言っておられ

ます。 

バリアフリー化、これは私の目指すところで公約的なところです。住みやすいま

ちづくりを行うには、これから先、高齢化を迎えますので、特に必要なことではな

いでしょうか。また、そういった意味でこの原町駅のバリアフリー化は、重要な問

題だと思っておりますと言われました。また、原町駅を利用される方のバリアフリ

ー化は、非常に重要だと認識しておりますが、町単独でエレベーターの設置は非常

に難しい面があります。柚須駅のバリアフリー化の工事も、乗降客の数が３千人以

上ということで、国、ＪＲ、町、それぞれが３分の１の負担で行われました。まず

は３千人を超える利用客が必要です。ちなみに、平成28年では2,800人とカウント

されています、という説明をいただいております。 

昨年の町長の答弁を踏まえて、町長の考えをお聞きしたいと思いますのでよろし

くお願いいたします。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

箱田町長。 

◎町長（箱田 彰君）  

全くですね、私は昨年申し上げた私の考えは変わりません。 

ただ現実的に、バリアフリー法に基づく、国、ＪＲ、市町村の三位一体となった

こういった事業化をですね、非常にその制約がございます。昨年もお答えしました

が、３千人を超えるような乗降客っていうなことを一つの条件としてあるんですが、

今は乗客数しか公表してないような状況でございます。 

町としましてもＪＲのほうに、その乗降客じゃあ何人なのと。３千人超えるんじ

ゃないのっていうようなことを随時お尋ねしたり、要望したりしてますが。ちょっ

とＪＲのほうの対応も、非常にその遅々として進まないという面もございます。私

はやはりこれは、ＪＲとしても利用者が増え、非常にその営業的にもプラスになる

部分だろうと思います。今エレベーターがない、階段だから行けないという乗降客
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の方もおられると思うんですよね。 

ですから、そういったプラスの面をＪＲのほうにも今後働きかけながら、実現化

に向けて努力をしたいと思います。 

詳細につきまして、担当課のほうからお答えいたします。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

田代都市計画課長。 

◎都市計画課長（田代久嗣君）  

原町駅を利用されている、高齢者の方などの駅のバリアフリー化。例えば駅構内

のエレベーターの設置につきましては、期待感が高い要望だと認識をしております。 

町が請願駅として整備を行う場合、管理区分の整理や多額の整備費用が発生し、

町自体ではなかなか難しい状況であります。そのため町といたしましても、県を通

じ交通事業者でありますＪＲに対しまして、エレベーターの設置などの駅構内のバ

リアフリー化の要望を、これまで行っているところですが、今後も継続的に要望を

行っていきたいと考えております。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

小池議員。 

◎１５番（小池弘基君）  

ただ今課長のほうから答弁いただきましたけれども、このバリアフリー法も、で

きて数年たっております。徐々にではございますけども、国もその必要性、重要性

について、随分と認識は変わってきたのかなという思いをしておりますけども。 

昨年参議院選挙っていいますか、今年ですかね、障がい者の方がお２人当選され

て、そういったのを受けて国は、まず国会そのもののやはりこうバリアフリー化と

いいますか、エレベーターを直したり、あと通路を直したり、スロープ直したりと

いったようなことを国が積極的にやはりやってきております。そういった面では、

やはり国も予算、財政というものがあるかと思います。 

たくさんの自治体がある中で同じように、陳情があったり要望があっていろいろ

とある。でもその中でも、どこかにやはり順番を付けてバリアフリー化の工事なり

が行われてることも事実ではないのかなと思います。これは大変なことかとは思い

ますけども、今後も、やはり引き続き、こういった身体障害者の方である、特にま

た先ほど冒頭で聞きましたように、573人の方。これ30年度の新生児の方の数です

けども。これほど多い、やっぱり子どもさんが産まれるような町っていうのは、全

国に例がない。それからそういった町だからこそ、そういったものをやはり国に訴

えて、学校の問題もそうでしょうし、保育所の問題もそうでしょうけど。やはり世

の中とは違う、少子高齢と言われてるけども、我が町はそれでは違うんですよと。
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毎年毎年社会保障費というものの予算を投じ、本来あるべきインフラ整備、町道の

整備そういったものにも、本来は予算をつけたいけどもつけられないと。 

粕屋町の財政がよくなればよくなるほど、地方交付税といいますか、そういった

ものが減らされる。そういった中で、やはり町執行部が予算執行にご苦労されてる

ということは重々私も理解をしております。しておりますが、やはり住民の方のご

不便なりを考えますと、そこはやはり計画的に少しでも早くできるところからやっ

ていただきたい。そのように思っておりますので、これにつきましては、答弁は結

構でございます。これからも引き続き努力をしていただきたいなと思っております

ので、よろしくお願いしたいと思います。 

そこでまたこれちょっと先ほどの３千人を超える超えない、それによって補助金

が出る出ない、そういったお話が出ました。そこで、町長にお尋ねしたいんですけ

ども。乗降客、昨年の答弁では2,800ということであとわずかでございますけども、

今現在減ったか増えたか、具体的な発表がないということもございますけども。例

えば３千人を超えると補助金が出ると仮定した場合、３千人超えるため、どのよう

な手段が一番効果的なのかなと。いろんな条件もあるかと思います。 

でも一つは、今粕屋町っていうか、篠栗線の吉塚から篠栗駅の間で快速が止まっ

てない駅は原町駅と門松駅なんです。原町駅は、以前は快速が止まっておりました

が長者原駅ができ、柚須駅が非常に人口の伸びがあって、あちらに快速を止めるよ

うになった。そうすると、どういった観点か分かりませんが、原町が乗降が、乗り

降りするお客が少なくなったんで、快速を止めたのか分かりませんけども。そうい

ったふうなことで、やはり原町駅に快速が止まるようになると、少しはまた増える

んじゃないかなという私は気もするんですけども。 

その辺、乗降客を増やす手段の一つとして、快速を止めるということ、これはも

う門松も一緒でございます。あちらも非常にマンション等が最近建って、非常に人

口も増えてきてるエリアでございますので、この止めるための具体的なアイデアと

いいますか、そういったものがございましたら、町長の考えをお聞きしたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

箱田町長。 

◎町長（箱田 彰君）  

列車の、ダイヤにつきましてはＪＲが専任事項でございますので、非常に町とし

ても要望するという立場であって非常に弱いんですが、ただ今現状見ますと、原町

駅も減ってるわけじゃないですね。これ乗降者数というのは、今ＪＲのほうから発

表はないんですけれども、乗車数の発表がございます。この乗車数が、イコール倍
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にすると乗降客じゃないかなと思うんですけども。 

例えば、28年度原町駅は1,400人程度だったんですが、30年度には1,500人を超え

てる、乗車数はですね。ですから減ってるわけじゃない。そういう現状を考えます

と、ＪＲのほうも本腰入れて、この辺は真剣に考えていただくべきだろうと思いま

す。そういった観点からすると、東京とか関西圏のように都市部に近づくと、各駅

停車になります。田舎というたらちょっと語弊がありますけれども、ローカルにな

ると駅を飛ばしたりするんですが、都市部になると各駅停車で、それぞれ乗客を拾

っていくということもございますので。これは、ＪＲのほうにも強く要望してまい

りたいと思います。 

最近のちょっと、これは逐次、ＪＲのほうとも協議をしておりますけども、今の

状況についてちょっと所管のほうからもお答えさせてください。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

田代都市計画課長。 

◎都市計画課長（田代久嗣君）  

ＪＲ篠栗線の路線体系、こちらにつきましてはＪＲのほうとしましても、乗車人

数や路線の運行時間帯、あるいは上下線の運行形態のほか車両の数など、いろいろ

な要件で、この篠栗線の路線体系を、総合的に決められて検討されているようでご

ざいます。そういう中、本町といたしましても、原町駅等に快速電車が止められな

いかということで、先ほどと同じように県を通じて、交通事業者のＪＲのほうに要

望を上げているところでございます。 

こちらにつきましては、今後も継続的に要望はしていきたいと考えております。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

小池議員。 

◎１５番（小池弘基君）  

当然、県を通して、いろんな要望をするようになるかとは思います。 

一つは、全24時間、いろいろと時刻表がある。すべての快速を原町駅に止めると

いったことがベストではあるかと思いますけども、通勤時間帯だけでも、増やすと

か。今現状私も時々、列車を利用するわけですけど、柚須駅で３分程度、時間調整

という名のもとに止まってるんですね。その３分の時間があると、門松、原町、そ

れぞれ１分ずつでも止められるんじゃないかなと、素人考えをしております。努力

していただいて、要望していただくことも十分私どもも理解はしておりますけども、

やはりこう何とかして、ＪＲの気持ちを揺さぶるなり、変えるなり。いろんなふう

な観点を考えてやっていただきたいなと。更なる努力をお願いしたいなという気持

ちがございます。 
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その一つの手段として、今行政が県に対して行政同士のいろんな話なんですが、

住民からのいろんな署名活動といったそういったものがあると、いやこれは確かに

強い後押しになるよ。原町駅、門松駅に快速を止める。先ほど町長が言われました

ように、都心部になればなるほど途中まで快速でも、それからは各駅停車に変わっ

てるようなところは、全国いろんな自治体たくさんございます。 

そういった実現のためにも、後押しになるよということであれば、そういった署

名活動っていうことも、やはり一つ考える必要があるのかなと私は思いますけど、

その件についていかが考えなのかお尋ねします。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

箱田町長。 

◎町長（箱田 彰君）  

後押しをしていただければ、非常に強い。これは現実の声として、利用者の方々

がそういう強い要望があるという後押しを私もしていただければ、強く言えます。

それともう一点、県同士のルールに沿った要望の活動。これ基本的なものなんです

が、最近は、なかなかその県のほうの動きも悪いという現実的な問題がございます。 

国のほうに直接働きかけることも、今後はやっていきたいなと思っております。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

小池議員。 

◎１５番（小池弘基君）  

それでは次にちょっと移りますけども、町長は以前から、ＪＲ駅前に賑わいがあ

るまちづくりをしたいと考えておられるということを聞いております。 

そこで、お尋ねしたいんですけども、今、何ですか、原町駅。特にそうなんです

けれども南側、原町の繁華街というか、すみません北側ですね。そちらのほうから

改札口があるという、出入口が１箇所でございます。最近、乙仲東、あと甲仲原等

もいろいろとマンション、あと宅地、いろいろ増えてきておりまして、住民も昔に

比べると随分増えたのかなと。花ヶ浦区もそうですけれども、原町駅を利用される

方も、そういった面では増えてるのかなと思っております。 

そこで、南側にもやはり改札口を作ってほしいといった話も聞いております。そ

ういったふうな可能性というか、そこらあたりの考えとか。これ当然請願になるか

と思いますので、当然、町の予算で工事をするっていう形になるかと思うんですけ

ども。まず今の原町駅、単純にエレベーターをつけるだけではなくて、改修をして、

もう少しＪＲ原町駅周辺を巻き込んだまちづくり。そういったものの考え方を、私

はしていただければなんて思ってはいますけども。 

町長の考えをお聞きしたいと思います。 
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◎議長（鞭馬直澄君）  

箱田町長。 

◎町長（箱田 彰君）  

最初に原町駅の南側改札口、これにつきましては、所管のほうもＪＲと協議はし

ております。それは後ほどお答えいたします。それと、駅を中心としたまちづくり。

これは今回都市計画マスタープランの中にも、うたう予定でございます。それも併

せて、所管課のほうからお答えします。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

田代都市計画課長。 

◎都市計画課長（田代久嗣君）  

原町駅の南側の改札口の件についても、以前ＪＲさんのほうと要望ということで

協議させていただきましたが、駅の改良工事並びに改札に伴います社員の配置など、

そういうところにちょっと多額の費用がかかるので、なかなか困難な状況でありま

すというような当時回答でございました。それと駅周辺の賑わいあるまちづくりで

すかね、その関係になりますが、現在都市計画マスタープランの見直しを行ってお

ります。都市計画マスタープランはまちづくりを推進する指針となりますので、将

来の粕屋町の目指すまちの形として、ＪＲ駅などの交通拠点を中心に、賑わいと都

市機能の充実を図り、集約型のまちを目指しますとの方向性を挙げております。 

そういう中で町の中心拠点に位置します長者原駅、原町駅とその周辺では、住宅

地、利便施設、公園などが複合的に配置され、基盤整備やバリアフリー化を図ると

共に、市街地の高度利用や景観形成を誘導することで、粕屋町の中心にふさわしい

賑わいのある拠点の充実を目指しますと、見直しをかけておりますマスタープラン

の中では、位置づけを行っていきたいというふうに考えております。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

小池議員。 

◎１５番（小池弘基君）  

マスタープランの基本計画、それは当然必要だと思いますけども、具体的に長者

原駅もそうですけど、いろんな自治体、ＪＲ駅降りると何かしらの店があったりし

てるんですね。ところが長者原駅もそうでございます。非常に乗降客多い駅、柚須

駅もそうです。柚須駅の場合は、やはり敷地の問題とかいろいろとありまして、難

しいとは思いますけども、駅降りるとすぐコンビニがございます。でも長者原駅は、

降りてもしばらく何もない。でもう本当暗い、本当寂れた町みたいなイメージが出

てくるんですね。 

だから、マスタープランにのせていろいろとやっていくってのは大事なことと思
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いますけども、具体的にやはり何かを、こういったふうなまちづくりを計画、課長

の個人的な思いでも結構なんですけれども。長者原駅、いやこんなふうにしたいん

だ。あそこの駐車場、ちょっと狭いですよね。でもフォーラムの駐車場近いからあ

そこに止めていただいても。駅の前の駐車場あたりに、なんかこう店舗を誘致する

とか、何かとかみたいなね、そんな考え方あればお聞きしたいなと。もちろん原町

駅もそうです。少し歩くと607号線まで出ると、コンビニがあったり、あと銀行が

あったり、食べ物屋さんがあったりという、ちょっとしたまちの賑わいを感じられ

るんですが、駅を降りたすぐは本当に、特に冬場暗くなってきますと、本当寂しい

なあという印象を持つのは私だけなのか分かりませんが。 

何か具体的なそういった思いがあればお聞きしたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

田代都市計画課長。 

◎都市計画課長（田代久嗣君）  

粕屋町の中心地域と位置づけられております、長者原駅や原町駅。周辺には役場

とかフォーラムとか、そういう公共施設も多く、駅ということで交通の利便性の高

い地域でございます。 

そういう中で一定の賑わいは維持しているものの、今おっしゃられましたように、

商業施設の連続性っていうのが乏しいなど面的、あるいは線的な拠点とはなってな

いような状況ではなかろうかと思ってます。社会的要請とか現況のギャップを踏ま

えた上で、中心拠点づくりっていうのが必要ではないかというふうに思います。 

そういう中で、先ほどちょっと申し上げさせていただきましたが、そういう中心

拠点である長者原駅、原町駅とその周辺では、利便施設を集約することで、市街地

の高度利用とか景観形成を誘導することで、町の中心にふさわしい賑わいのある拠

点の充実が図られるものではないかというふうに都市整備の方向性、こういうとこ

ろ、マスタープランには位置づけていきたいというふうに思っておるとこでござい

ます。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

小池議員。 

◎１５番（小池弘基君）  

全体的なね、マスタープランを作っていただくということは、本当は大事だと思

っておりますけども。 

要するに、具体的にどうやってまちづくりを実施するか。着工して、町、駐車場

を店舗に変えたいろんなふうなこと、やはりこれは、マスタープランというのは、
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大体10年見直しで今いっております。昨日も町長はね、まちづくり、もう最近はど

んどんスピードも早いし、５年おき位に見直さないとねって言った話も聞いており

ますけども。大体いつ位まで、例えばあと何年位、難しいと思いますけどもこれも、

やはりある程度の着地点。何年後位までには、もう少し賑わいがある駅前にしたい

ねといった構想があるのか。その辺がないと、得てして、こういった基本計画を作

っただけで終わるということになりかねない。 

これも、後ほど言おうと思ってましたけれども、22年で作ったころには、粕屋中

学校周辺には、この資料でいきますと25ページに、このような都市計画構造図とい

ったものが冊子になっておりまして。ここの中では、まとまりのある、開発ですよ、

開発を促進するゾーンという10年前こういったふうな位置づけになっております。

でもなかなか現実的には地権者の問題、また農振・農用地いろいろな規制緩和の問

題等々で達成されていないのかなと思いますけども。やはりこういったふうなもの

で、基本指針なり方針なりを作るということ。これだけではどうしようもない。や

はり具体的に何年まで、何年後にはこういった話まで持っていきたいよねといった

ところまで、掘り下げていただきたいと思っております。 

特に、来年度新しい今度は第５次総合計画に紐づいた、都市計画マスタープラン

の基本方針等々はでき上がる時期でございますので、ただこれに新しく作るだけで

はなくて、具体的に駅前をどういったふうにして、どういったふうなもの。ただコ

ンビニでいいのか、といってもまた敷地の問題とか、いろいろと大変なことは十分

分かっておりますけども。そういったことを、是非具体的な年月も含めてやってい

ただきたいなと、思っております。これについては答弁といっても非常に難しいか

と思いますので、そういったものについては、町長いろいろまた思いもあるかと思

いますので、その辺も踏まえてやっていただきたいなと思っております。 

それと、同じこのバリアフリーに関してでございますけども、いろいろと調べて

おりますと、全国的にこのバリアフリー基本構想といったものがございます。これ

を全国的に見ますと、これは平成31年３月末の資料でございますけども、全国的な

市町村でいきますと、303市町村のところがこのバリアフリー基本構想といったも

のを作っておられます。特に福岡県でいきますと、10の自治体が中にあるんですけ

れども、福岡市、北九州市。あと大牟田市、久留米市。近隣では筑紫野市、大野城

市、古賀市、福津市、糸島市、あと遠賀町。といったところが、バリアフリーの基

本構想といったものを策定してあります。私どもは、この基本構想の中身まではま

だ調べられておりませんけども、当然その町の考え方として、国が進めてるバリア

フリー法。これを推進していくためには、やはりこういった基本構想っていうもの

を作っている自治体があるということであれば、本町においても必要ではないかな、
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というちょっと気がしておりますけども。 

この辺の考えをちょっとお尋ねしたいと思いますけども、いかがでしょうか。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

箱田町長。 

◎町長（箱田 彰君）  

バリアフリーに関しては、それぞれ所管のほうでも、実際具体的には行っており

ます。設備の改良、施設の改良、そして道路の改良も含めてやっておりますが、基

本構想というのは具体的なことじゃないんですよね、構想ですから。 

これは理念といいますか、そういったことでございます。これは作るべきかどう

かは検討させていただきたいと思いますが、粕屋町でやってないということじゃご

ざいませんで、念のために申し上げます。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

小池議員。 

◎１５番（小池弘基君）  

それでは、残り時間も12分ということでございますので、三番目のほうに移りた

いと思います。 

これは、調整区域の見直しと建ぺい率、及び容積率の規制緩和についてお尋ねし

たいということでございます。同僚議員も、もう以前からこのような話は再三質問

をされてあります。ですけれども、今言ったような都市計画に関わる見直しを行っ

ている時期だったということもありまして、再度私のほうからもお聞きしたいと思

っております。一つは、現在、酒殿地区に開発工事が行われておりますが、現在、

開発可能な市街化区域の残りといいますか。昔、調整区域の見直しといった話をさ

せていただいた時に、県なりのほうからまだまだ粕屋町は、市街化区域が残ってま

すよ。だからそれがまずなくなって、もう市街化区域がもうありませんと。だから、

調整区域を市街化区域に編入したいと。やはりこのエリア、エリア、ここのエリア

をこうしたいといった話でないと、調整区域の問題はすぐ片づきませんよ、といっ

た答弁を聞いたことがあるんですけども。 

もう、私の記憶の中では花ヶ浦もそうですし、原町駅大池公園の西側もそうです

し、だんだんと市街化区域が減ってきたんじゃないのかなと思っております。酒殿

も今回かなりの広いところで市街化で宅地造成も始まって、今もう新しい家が建設

されてるような状況の中で、粕屋町14㎢といいましても、その半分近くがまだ調整

区域といった状況の中では、今後の見通しといいますか。市街化区域があと残りこ

れぐらいしかない。 

だから、調整区域の中のエリア的に選別するとしても、何がしかのやはり土地を
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市街化にやはり編入しないといけないよね、といった考えがあるんじゃないかなと

思いますので、その辺をお聞きしたいと思います。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

田代都市計画課長。 

◎都市計画課長（田代久嗣君）  

ご質問の市街化区域内に開発可能な面積という所からでよろしいでしょうか。 

また市街化区域とは、都市計画法に基づく都市計画区域の内、市街地として開発

整備する区域であり、具体的には既に市街地を形成している区域、一般的に既成市

街地と申します。それと、概ね10年以内に計画性があり、優先的に市街化を図るべ

き区域を、これを二つ合わせて市街化区域と申します。それで現在粕屋町の市街化

区域内に開発、並びに整備可能な土地の面積につきましては、約68.2ha の土地が

町内にはございます。この68.2haといいますと、現在土地区画整理事業が進めら

れている、酒殿駅南地区の面積の約６倍というところになります。 

具体的な内訳といたしましては、田んぼや畑の農地、あと樹林地、そういうとこ

ろが38.1ha。それと資材置き場や青空駐車場などの低未利用地が約30.1haとなっ

ております。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

小池議員。 

◎１５番（小池弘基君）  

私が思ってたイメージよりは随分とあるのかな、という第一印象なんですね。酒

殿駅南、今開発されてるとこの６倍ほどがまだ市街化区域として、要は可能な面積

として残ってますよというようなことでございます。これちょっと意外だったかな

と思っておりますけども。 

ただやはり住民の方からは、当然、税収入を上げるために役立つかどうか分かり

ませんけども、もう少しエリア的に調整区域の見直ししてほしいな、といった要望

なり話を聞くことが最近増えてきております。また建ぺい率・容積率、特に容積率

だとかその辺の緩和することによって、もう少しね、日が当たるところの問題とか

いうことも、多少緩和されてくるのかなということでございます。 

そういった規制緩和の考え方について質問したいと思いますけど、お願いいたし

ます。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

田代都市計画課長。 

◎都市計画課長（田代久嗣君）  

まず、市街化区域と調整区域。この見直しの基本的な考え方になりますが、一つ
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市街化区域の規模、これ申し訳ございません。まず一つは市街化区域・調整区域、

こちら一般的に区域区分の見直しと言いますが、こちらにつきましては実際、福岡

県のほうが見直しをされて、国のほうの同意を得るというような、いわゆる県決定

の都市計画で言えば県決定のことになります。そういう中で基本的な考え方になり

ますが、市街化区域の規模。見直す際の規模につきましては、都市圏ごとに想定し

た人口、及び産業が収容できる範囲内の見直しというような形になります。これ一

般的に、人口フレームとか産業フレームというような言葉を使わさせていただいて

るものです。また、市街化区域編入に際した、例えば土地区画整理事業とかで事業

認可、組合設立の認可とか、施工認可が確実であると、いうことなどが事業の着手

が確実な区域について、行っていくというような考えになってます。 

昨今多いのが、やはり人口の減少というところと、市外地と駅というような、コ

ンパクトプラスネットワークという考えがございまして、鉄道駅周辺に人口を集め

ていこうというのが国の運用の考え方。そういうふうなところが基本的な考えにな

ってます。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

小池議員。 

◎１５番（小池弘基君）  

粕屋町もこれからだんだんと、今でも都市化の傾向にあるかと思います。また人

口も４万８千人近くになってきてるということですから、いよいよもって、市制に

向けた準備というか、そういったものをする時期に近づいてきたのかなという気も

いたしますが。 

やはりこういった、住民が新しく家を建てる、若しくは代が変わって子どもさん

がその土地を譲り受けて、そこに新しくまた家を建て替えるといった時に、やっぱ

少しでも建替えやすいそういったふうな緩和といいますか。そういったことも、県

に対してもこれからも発信していただきたいと思いますが。あわせましてお願いし

たいっていうか、用途地域がもうずっと定められてますよね。これもやはり時代の

流れによって、こういったふうな用途地域でしてたところが、今不具合が発生して

るようなところも見受けられるんじゃないかなと、私は考えておりますけども。そ

ういったふうなことも、是非ともやっていただきたいなと思っております。 

九州大学附属農場、通称原町農場でございますけども、もう今年の収穫祭に行き

まして久保総長初め、いろいろな方とお話しさせていただいたりしておりますが、

来年もう収穫祭も最後になるということ。あと大正10年に九州大学農学部附属農場

ができてから、もう再来年といいますか、来年そうですね、再来年３月で100周年

を迎えるといったような話も聞いております。当然、九大がもう来年には移転始ま
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る、若しくは完了する時期。そうすると跡地利用といったものが当然出てきます。

そこに引っ掛かかってくるのが、当然のように用途地域であったり、いろんな問題

が出てきますので。そういったものも併せて、もう今から検討そういった打ち合わ

せ・準備をしていっていただきたいなと思っておりますけども。 

その辺の考えはいかがでしょうか。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

箱田町長。 

◎町長（箱田 彰君）  

粕屋町がこの人口減少社会にあって、非常にその人口の伸びがまだまだ期待でき

るという、そういった環境にございます。 

また先人が残した、これは調整区域があるっていうのは逆に負のイメージがある

かと思いますが、逆と思うんですね。それだけの大規模な空地がまだまだ粕屋町、

この福岡市に隣接した粕屋町であるというのは、これ強みだろうと思うんですよ。

だからそれを今後利用した形、そしてまた併せて議員ご指摘の九大農場跡地につい

ても、有望な利用ができる。先ほど、久我議員のご質問にもお答えした部分も、Ｉ

Ｔ関係の企業の立地も可能だろうと思います。 

そういった総合的な観点から、これは、用途の見直しを含めて、今後検討をして

まいりたいと思います。ありがとうございます。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

小池議員。 

◎１５番（小池弘基君）  

本日はバリアフリー、都市計画、いろんなふうな形で質問をさせていただきまし

た。 

やはり、ベースにあるのは、粕屋町の更なる発展。その発展することによって、

住民の生活、安定、また昔からよく言われてますように、粕屋町に住んでよかった、

また住み続けたい。そのようなまちづくりを是非とも目指していただきたいと思い

ますし、都市計画マスタープラン作るからには、これを実現に向けた具体的な期間、

それと方向性、あと予算。 

そういったものをきちっと組んでいただきたいという、今までもやってもらって

ると思いますけども、更にやっていただきたいという私の思いを込めまして、一般

質問をこれで終わりにしたいと思います。 

今日はどうもありがとうございました。 

（15番 小池弘基君 降壇） 

◎議長（鞭馬直澄君）  
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これにて３日間にわたりました、「一般質問」を終結いたします。 

以上で本日の日程は、全部終了いたしました。 

本日はこれにて散会いたします。 

（散会 午前11時11分） 
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（開議 午前９時30分） 

◎議長（鞭馬直澄君）  

改めまして、おはようございます。 

ただ今の出席議員数は、16名全員であります。定足数に達しておりますので、た

だ今から本日の会議を開きます。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

議案第72号「副町長の選任につき同意を求めることについて」を議題といたしま

す。 

本件につきましては、地方自治法第117条の規定を準用し、吉武信一副町長の退

場を求めます。 

（副町長 吉武 信一君 退場） 

◎議長（鞭馬直澄君）  

本案は、副町長の人事案件でありますので、過去の例によりまして、委員会に付

託することなく、本会議で取り扱うことに、開会日に決定をしております。 

本案は、人事案件につき討論を省略し、これより議案第72号を採決いたします。 

本案を原案のとおり決することに賛成の議員は、賛成ボタンを押してください。 

（賛成者投票） 

◎議長（鞭馬直澄君）  

賛成多数であります。よって、議案第72号は、同意することに決定いたしました。 

ここで除斥を解除いたしますので、副町長は入場の上、自席へお戻りください。 

（副町長 吉武 信一君 入場） 

◎議長（鞭馬直澄君）  

申し合わせ事項により、副町長の任命に同意をされました吉武信一副町長に、自

席からご挨拶をお願いいたしたいと思います。 

◎副町長（吉武信一君）  

おはようございます。 

ただ今、副町長に再任同意をいただきまして、誠にありがとうございます。箱田

町長のもと、町の行政に携わる機会をいただきましたこと、議員の皆さまには、改

めてお礼を申し上げます。本当にありがとうございます。 

今、全国的に人口減少が叫ばれる中、この粕屋町は人口が増加し、数年後には５

万人を超えることが予測されており、町が大きく変わろうとしております。今議会、

幸福感を味わえるまちづくりをしたいと、町長が述べられました。それは、言葉だ

けでは言い尽くせない、まちづくりへの思い。また、責任の重さを感じながら述べ

られた言葉だと、私は思っております。この町をどのように導いていくのか。道標
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となるべく、心砕かれている町長の支えとなるように、身を引き締め、日々新たに

努めて参る所存でございます。 

議員の皆さまにおかれましては、これまで以上にご協力、ご鞭撻をお願い申し上

げて、私のお礼の言葉とさせていただきます。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

次に、議案第73号「地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に

伴う関係条例の整備等に関する条例の制定について」を議題といたします。 

本案に関し、委員長の報告を求めます。 

安藤総務常任委員会委員長。 

（総務常任委員会委員長 安藤和寿君 登壇） 

◎４番（安藤和寿君）  

議案第73号は、「地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴

う関係条例の整備等に関する条例の制定について」、付託を受けました総務常任委

員会の審査の経過と結果につきまして報告を行います。 

改正の趣旨として、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の制定に

より、令和２年４月１日から、会計年度任用職員制度が導入されることに伴い、関

係する11の条例を整備する必要があるため、本条例を制定するものです。主な改正

内容は、会計年度任用職員が一般職の非常勤職員として明確に整理されたことから、

一般職に適用される服務に関する規程等が適用されることを踏まえ、所要の整備を

行うものです。また、特別職非常勤職員として任用すべき職の要件が厳格化された

ことから、区長・組合長・農区長等は、特別職非常勤職員の要件に該当しなくなる

ため、所要の整備を行い、給与に関しては地方公務員法第24条に規定する職務給の

原則、均衡の原則等に基づき、適切に支給すること。勤務時間、休暇などについて

も、国の非常勤職員に適用される制度に準じ、併せて所要の整備を行うものです。 

付託を受けました当委員会での審査では、特別職非常勤職員に該当しなくなる区

長さん方の今後の取扱いについて、所管から説明を受けました。また、現在の臨

時・嘱託職員皆さんの今後を心配する議員からの確認の質問などがあり、会計年度

任用職員へ移行した場合、期末手当や休暇等については、国の非常勤職員に準ずる

点や、選考基準に人事評価の結果が反映されるなどの説明がありました。 

付託を受けました総務常任委員会での審査の結果は、全員賛成にて可決すべきと

決しましたことをご報告いたします。 

（総務常任委員会委員長 安藤和寿君 降壇） 

◎議長（鞭馬直澄君）  
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ただ今の委員長報告に対する質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

（声なし） 

◎議長（鞭馬直澄君）  

ないようですので、質疑を終結いたします。 

これより、議案第73号の討論に入ります。 

まず、原案反対の方の発言を許します。 

（声なし） 

◎議長（鞭馬直澄君）  

次に、原案賛成の方の発言を許します。 

本田議員。 

◎１１番（本田芳枝君）  

議案73号は賛成でございますが、一言要望をつけ加えての賛成討論といたします。 

この条例の中に、今回出された条例の中に、会計年度任用職員の給与に関しては、

常勤の職員の給与との公平、あるいはその職務の特殊性を考慮して別に条例で定め

るとありますが、９月の議会で条例は一応出しておられますが、具体的な給与体系

などについては規則で決めるということで、まだそれは公表されていないという段

階なので、私はここで一つの要望といいますか、今までの経過についても一言申し

ながら、賛成討論としたいと思っているので申し上げます。 

粕屋町の人件費を平成13年度から平成30年度までの決算資料に基づき紐解きます

と、平成15年が最も高く、18億９千万円でした。その時の人口は３万4,811人。平

成31年、昨年の人口は４万7,530人。平成30、昨年の人件費は、17億9,400万円で、

職員数を比較しますと、平成14年当時は244名、昨年は225名、人口は１万３千人増

えても、職員数は19名の減。人件費は職員給から言えば１億２千万円の減でござい

ます。皆さんの仕事がいかに大変なものか、押して図るべしです。 

また、その仕事を非正規雇用の290名の方々をも、補完しておられるのではない

でしょうか。その内の94名の方が、会計年度任用のフルタイムの職員を望んである

ようですが、職員とはほとんど同じ仕事をしながら、給料は３分の１、あるいは半

分。仕事の義務だけは今まで以上に重くのしかかり、しかも原則としては１年雇用

でございます。今回の会計年度任用職員制度は、短期的に見れば人件費を抑える財

政の改善に繋がりますが、仕事は厳格化する中で雇用条件の改善はなされず、身分

の格差が固定された状態では、職員間同士、対住民に対しても違和感が生じ、長期

的に見れば、行政サービスの低下を招く恐れがあります。町長は、来年度職員の定

数を増やす方針を述べておられます。少しは状況の改善が見られるかなと思います
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が、職員増、そして希望すれば、会計年度任用職員の今までの経験を生かして、級

の給与体系、それから常勤職員登用への道が開ける制度作りを要望いたしまして、

賛成討論といたします。 

以上でございます。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

次に、原案反対の方の発言を許します。 

（声なし） 

◎議長（鞭馬直澄君）  

次に、原案賛成の方の発言を許します。 

（声なし） 

◎議長（鞭馬直澄君）  

ないようですので、これにて討論を終結いたします。 

これより、議案第73号を採決いたします。 

本案に対する委員長の報告は、可決であります。本案は委員長の報告のとおり決

することに賛成の議員は、賛成ボタンを押してください。 

（賛成者投票） 

◎議長（鞭馬直澄君）  

全員賛成であります。よって、議案第73号は、委員長の報告のとおり可決されま

した。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

次に、議案第74号「粕屋町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例について」

を議題といたします。 

本案に関し、委員長の報告を求めます。 

中野建設常任委員会委員長。 

（建設常任委員会委員長 中野敏郎君 登壇） 

◎５番（中野敏郎君）  

議案第74号「粕屋町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例について」、付託

を受けました建設常任委員会の審査の経過と結果についてご報告いたします。 

都市政策部道路環境整備課所管の本議案は、本年９月27日付で道路法施行例の一

部が改正されたことに伴い、道路法第39条第２項の規定に基づき、粕屋町道路占用

料徴収条例の一部を改正するものです。 

内容としましては、道路占用料改正のほか、占用料の減免規定の明確化を行うも

ので、施行日は令和２年４月１日が予定されております。全国一級地から五級地に

区分された中で、二級地に指定されている粕屋町では、一例として第１種電柱の占
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用料が610円から730円へと改定される予定です。また、占用料の一部または全部を

減免することができる条文の中に、表現が不明瞭な項目があったため、具体的な項

目を書き加えられた内容となっております。 

建設常任委員会で慎重に審査しました結果、全員賛成で原案どおり可決すべきと

決しましたことを、ご報告いたします。 

（建設常任委員会委員長 中野敏郎君 降壇） 

◎議長（鞭馬直澄君）  

ただ今の委員長報告に対する質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

（声なし） 

◎議長（鞭馬直澄君）  

ないようですので、質疑を終結いたします。 

これより、議案第74号の討論に入ります。 

まず、原案反対の方の発言を許します。 

（声なし） 

◎議長（鞭馬直澄君）  

次に、原案賛成の方の発言を許します。 

（声なし） 

◎議長（鞭馬直澄君）  

ないようですので、これにて討論を終結いたします。 

これより、議案第74号を採決いたします。 

本案に対する委員長の報告は、可決であります。本案は、委員長の報告のとおり

決することに賛成の議員は、賛成ボタンを押してください。 

（賛成者投票） 

◎議長（鞭馬直澄君）  

全員賛成であります。よって、議案第74号は、委員長の報告のとおり可決されま

した。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

議案第75号「粕屋町保育所保育料徴収条例及び粕屋町特定教育・保育施設及び特

定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部を改正する条例について」を議

題といたします。 

本案に関し、委員長の報告を求めます。 

久我厚生常任委員会委員長。 

（厚生常任委員会委員長 久我純治君 登壇） 
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◎１０番（久我純治君）  

議案第75号「粕屋町保育所保育料徴収条例及び粕屋町特定教育・保育施設及び特

定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部を改正する条例について」、付

託を受けました厚生常任委員会の審査の経過と結果についてご報告いたします。 

改正の趣旨は、子ども・子育て支援法の一部を改正する法律（令和元年法律７

号）が令和元年５月に成立し、令和元年10月１日から施行されることに伴い、子ど

も・子育て支援法施行令（平成26年政令第213号）が改正されました。施行令の主

な改正内容は、満３歳以上教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保

護者及び認定保護者について、利用者負担上限度額を零とすることと、そのほか用

語の整理が行われることに伴い、所要の規定の整備を行いました。 

改正の主な内容、条例の全文中「支給認定子ども」及び「支給認定保護者」を

「教育・保育給付認定子ども」及び「教育・保育給付認定保護者」に改める。この

条例は、公布の日から施行し、令和元年10月１日から適用する。 

当委員会で慎重に審査しました結果、全員賛成で原案どおり可決すべきことに決

しましたことを、報告いたします。 

また、そのほかの報告事項ですが、子ども未来課からですが、中央保育所屋根防

水改修工事について、費用615万・・・ 

◎議長（鞭馬直澄君）  

久我委員長、議案についてのみで結構です。 

（厚生常任委員会委員長 久我純治君 降壇） 

◎議長（鞭馬直澄君）  

ただ今の委員長報告に対する質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

（声なし） 

◎議長（鞭馬直澄君）  

ないようですので、質疑を終結いたします。 

これより、議案第75号の討論に入ります。 

まず、原案反対の方の発言を許します。 

（声なし） 

◎議長（鞭馬直澄君）  

次に、原案賛成の方の発言を許します。 

（声なし） 

◎議長（鞭馬直澄君）  

ないようですので、これにて討論を終結いたします。 
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これより議案第75号を採決いたします。 

本案に対する委員長の報告は、可決であります。本案は、委員長の報告のとおり

決することに賛成の議員は、賛成ボタンを押してください。 

（賛成者投票） 

◎議長（鞭馬直澄君）  

全員賛成であります。よって、議案第75号は、委員長の報告のとおり可決いたし

ました。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

次に、議案第76号「令和元年度粕屋町一般会計補正予算について」を議題といた

します。 

本案に関し、委員長の報告を求めます。 

安藤予算特別委員会委員長。 

（予算特別委員会委員長 安藤和寿君 登壇） 

◎４番（安藤和寿君）  

議案第76号は、「令和元年度粕屋町一般会計補正予算について」、付託を受けま

した予算特別委員会における議案の審査と結果について報告を行います。なお、審

査の経過につきましては、議員全員によります審査でございますので、要点のみご

報告いたします。 

今回の補正予算は、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ２億6,851万２千

円を追加し、歳入歳出予算の総額を、それぞれ153億3,700万２千円とするものです。 

主な歳入といたしましては、民生費国庫補助金による保育所など整備交付金

3,749万４千円。民生費国庫負担金による障害者自立支援給付金2,316万円。財政調

整基金から7,857万９千円を財源不足補填するものです。主な歳出といたしまして

は、粕屋中学校校舎バリアフリー化工事費550万円、エレベーター設置設計料90万

円。脇田井堰改修工事1,280万円。仮称かよいちょう保育所等整備補助金4,218万円。

障害者自立支援給付事業１億6,907万６千円です。 

付託を受けました予算特別委員会におきまして慎重審査いたしました結果、全員

賛成にて可決すべきと決しましたことをご報告いたします。 

（予算特別委員会委員長 安藤和寿君 降壇） 

◎議長（鞭馬直澄君）  

この議案につきましては、委員長の報告のとおり議員全員によります審査を行っ

ております。よって、質疑を省略し、これより議案第76号の討論に入ります。 

まず、原案反対の方の発言を許します。 

（声なし） 
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◎議長（鞭馬直澄君）  

次に、原案賛成の方の発言を許します。 

本田議員。 

◎１１番（本田芳枝君）  

令和元年度一般会計の12月補正予算に対して、総合的に判断して賛成します。 

ただ一点、指摘したいことがございます。それは、学校教育課の中学校施設整備

工事費で、粕屋中学校校舎バリアフリー化550万円に関してでございます。所管課

の説明によりますと、教育債410万円を起債して充当するようですが、交付金はど

うなっているのですかという問いに、時期的なものがあり今回はありませんという

答え。つまり、町の単独事業なのです。 

これって今時、ちょっと違うんではないかと疑問に思い調べましたら、文部科学

省は、既存学校施設のバリアフリー化推進ということで、所管する学校施設のバリ

アフリー化の現状を調査し、障害のある児童・生徒の安全かつ円滑な利用に対する

障壁を把握する。その後、それらの障壁を取り除くための整備方法を検討すると共

に、必要となる経費を試算するなど、全体の事業量を把握する。特に校内を円滑に

移動するためのスロープやエレベーターの設置は重要である、とあります。私が調

べたデータは、平成17年度のことです。その後、障がい者・児の合理的配慮などの

法整備も進み、計画的な予算編成であれば交付金がおりたのではないかと思います。

その予算を編成する時期が問題です。つまり粕屋町には、学校施設におけるこのバ

リアフリー化推進の計画があるのかどうか、その辺の整備が足りないのではないか

と思いました。小学校ではなく中学校ということで、児童の実態は掴めていたので

はないかと思います。今後、計画的な予算編成を望みます。 

以上の点を指摘し、総合的に判断して賛成討論といたします。 

以上でございます。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

次に、原案反対の方の発言を許します。 

（声なし） 

◎議長（鞭馬直澄君）  

次に、原案賛成の方の発言を許します。 

（声なし） 

◎議長（鞭馬直澄君）  

ないようですので、これにて討論を終結いたします。 

これより、議案第76号を採決いたします。 

本案に対する委員長の報告は、可決であります。本案は、委員長の報告のとおり



－ 215 － 

決することに賛成の議員は、賛成ボタンを押してください。 

（賛成者投票） 

◎議長（鞭馬直澄君）  

全員賛成であります。よって、議案第76号は、委員長の報告のとおり可決いたし

ました。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

お諮りいたします。 

今期定例会中に、粕屋町選挙管理委員会委員長より、粕屋町議会議長に対しまし

て、粕屋町選挙管理委員会委員及び補充員の選挙の通知がございました。 

よって、「粕屋町選挙管理委員会委員の選挙」を追加日程第５とし、「粕屋町選

挙管理委員補充員の選挙」を追加日程第６として議題にし、委員会の閉会中の所管

事務調査を、日程第７としたいと思います。 

これにご異議はありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（鞭馬直澄君）  

ご異議なしと認めます。 

よって、「粕屋町選挙管理委員会委員の選挙」を日程に追加し、追加日程第５と

して、また、「粕屋町選挙管理委員補充員の選挙」を日程に追加し、追加日程第６

として議題とし、「委員会の閉会中の所管事務調査」を日程第７とすることに決定

いたしました。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

追加日程第５、「粕屋町選挙管理委員会委員の選挙」を行います。 

お諮りいたします。 

選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第２項の規定により、指名推選

にしたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（鞭馬直澄君）  

ご異議なしと認めます。 

従いまして、選挙の方法は、指名推選にすることに決定いたしました。 

指名の方法につきましては、議長において指名したいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（鞭馬直澄君）  
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ご異議なしと認めます。 

よって、議長において指名することに決定いたしました。 

お手元に配付いたしておりますとおり、粕屋町選挙管理委員会委員に、伴重隆さ

ん、工藤和則さん、水上尚子さん、荒巻良子さんを指名いたします。 

お諮りいたします。 

ただ今指名いたしました方々を、粕屋町選挙管理委員会委員の当選人と定めるこ

とに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（鞭馬直澄君）  

ご異議なしと認めます。 

よって、ただ今指名いたしました、伴重隆さん、工藤和則さん、水上尚子さん、

荒巻良子さん、以上の方が粕屋町選挙管理委員会委員に当選されました。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

追加日程第６、「粕屋町選挙管理委員補充員の選挙」を行います。 

お諮りいたします。 

選挙の方法につきましては、先ほどと同じように、地方自治法第118条第２項の

規定により、指名推選にしたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（鞭馬直澄君）  

ご異議なしと認めます。 

従いまして、選挙の方法は、指名推薦にすることに決定をいたしました。 

指名の方法につきましては、議長において指名したいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（鞭馬直澄君）  

ご異議なしと認めます。 

よって、議長において指名することに決定いたしました。 

お手元に配付いたしておりますとおり、粕屋町選挙管理委員補充員には、城信二

さん、原信春さん、安河内哲也さん、長由紀子さん、以上の方々を指名いたします。 

お諮りいたします。 

ただ今指名いたしました方々を、粕屋町選挙管理委員補充員の当選人と定めるこ

とに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
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◎議長（鞭馬直澄君）  

ご異議なしと認めます。 

よって、ただ今指名いたしました、城信二さん、原信春さん、安河内哲也さん、

長由紀子さん、以上の方が、粕屋町選挙管理委員補充員に当選されました。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

次に、補充の順序についてお諮りいたします。 

補充の順序は、ただ今議長が指名した順序にいたしたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（鞭馬直澄君）  

ご異議なしと認めます。 

よって、補充の順序は、ただ今議長が指名した順序に決定をいたしました。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

次に、日程第７、「委員会の閉会中の所管事務調査」の件を議題といたします。 

会議規則第75条の規定により、各委員長からお手元に配付のとおり、閉会中の特

定事件の調査の申し出があっております。 

お諮りいたします。 

各委員長から申し出のとおり、閉会中の特定事件の調査とすることにご異議はあ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（鞭馬直澄君）  

ご異議なしと認めます。 

よって、各委員長からの申し出のとおり、閉会中の特定事件（所管事務）調査と

することに決定いたしました。 

町長から発言の申し出があっておりますので、これを認めます。 

箱田町長。 

◎町長（箱田 彰君）  

令和元年第４回議会定例会の閉会に当たりまして、ご挨拶申し上げます。 

去る12月６日に招集いたしました今議会におきましては、副町長の選任同意議案

や令和元年度補正予算案など、数多くの議案等の審議を賜り、活発なご議論を頂戴

しながら、すべての議案に可決・同意をいただきました。誠にありがとうございま

した。 

さて、今議会中の議員全員協議会でもご報告申し上げましたが、都市政策部長の

住民訴訟に係る補助参加人の方に電話をかけた行為は、甚だ軽率な行為であり、新
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聞にも掲載されるなど、関係者の方々、また町民の方々に不安とご心配をおかけし

ました。ここに改めてお詫び申し上げます。本人も深く反省をしております。処分

につきましては、今なお弁護士と協議中でありますので、結論が出ましたら早急に

本人に対し、処分を行うことといたしております。今後は、このようなことがない

よう職員教育を徹底すると共に、厳しく指導して参ることをお誓いいたします。 

さて、去る12月11日にアフガニスタンにおきまして、凶弾に倒れられた故中村哲

先生のご葬儀が、ご遺族とペシャワール会合同で執り行われました。私も同窓の役

員として列席をさせていただきましたが、故人がこれまで数々の人道支援を成し遂

げられたことへの感謝。そして、その偉大さを惜しむ声と共に、思いもかけない別

れに対する無念さで、会場はおえつを伴う悲しみの声で一杯でございました。 

喪主を務められた故人のご長男、中村健様の謝辞の中、私が非常に感銘を受けた

ことがありました。父は遠くアフガン後に行く時、家族を思いやる言葉と共に、本

質を見て行動しろ、行動することが大事だ。行動することが信頼に繋がる、とよく

言っていましたと述べられていました。まさに、その言葉のとおりの行動を行われ、

医療に留まらず、現地の方々の生活の礎を、立派にかの地に築かれました。ここに

改めて、故人のご冥福をお祈りすると共に、氏の生き方、生き様を深く心に刻みた

いと思っております。 

さあ、今年も残すところ２週間となりました。この１年、議員各位より、ご協力

とご厚情を賜りましたことを、改めてここに感謝申し上げると共に、ご健勝で輝か

しい新年を迎えられますことを、心から祈念申し上げ、閉会に当たってのご挨拶と

いたします。 

本当にありがとうございました。 

◎議長（鞭馬直澄君）  

これをもちまして、本定例会に付議されました案件の審議は、すべて終了いたし

ました。 

今年も残り少なくなりました。令和最初の大晦日であり、令和最初のお正月が間

もなく訪れます。来年は12支最初の干支であります、ねずみ年でもあります。始ま

りの年にふさわしく、新たな気持ちで皆さんと顔を合わせたいと思います。お風邪

など召されませぬよう、お元気で年末年始をお過ごしください。 

また、町長をはじめ執行部関係各位におかれましては、今年１年、よりよいまち

づくりにご尽力されましたこと、議会を代表し、心から感謝申し上げます。来る

2020年、令和２年が、粕屋町にとりまして、また、皆さまにとりましても、幸多い

年となりますことを、心より祈念申し上げます。 

それでは、令和元年第４回粕屋町議会定例会を閉会したいと思います。 
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これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（鞭馬直澄君）  

ご異議なしと認めます。 

よって、令和元年第４回粕屋町議会定例会を閉会いたします。 

（閉会 午前10時９分） 
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会議録調製者   古 賀 博 文 ほか 議会事務局職員 
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