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会議に付した事件 

 日程第１           一般質問 

  １．久保山 義 明     (1) 平成30年７月西日本豪雨の災害復旧について 

                (2) 町立小学校の今後のあり方について 

                (3) 小中学校におけるプログラミング教育必修化につい

て 

 

  ２．桒 野 久 明     (1) 基山町消防団の今後の課題について 

                (2) 北部公園のグラウンド整備について 

 

  ３．大 山 勝 代     (1) 性的マイノリティの人たちへの理解と保障を 

                (2) 安心安全のまちづくりについて 

（防犯灯・カーブミラーの設置） 

 

  ４．牧 薗 綾 子     (1) 子育て支援のワンストップ化に向けて 

                (2) 空き家問題での予備軍に対しての対策は 

 



- 43 - 

～午前９時30分 開議～ 

○議長（品川義則君） 

 ただいまの出席議員数は13名で定足数に達しておりますので、本日の会議は成立しました。 

 これから直ちに開議します。 

      日程第１ 一般質問 

○議長（品川義則君） 

 日程第１．一般質問を議題とします。 

 最初に、久保山義明議員の一般質問を行います。久保山義明議員。 

○５番（久保山義明君）（登壇） 

 皆さんおはようございます。５番議員の久保山義明です。議長より登壇の許可をいただき

ましたので、通告に従い、３項目質問をさせていただきます。 

 その前に、まずはお忙しい中、傍聴にお越しいただいた皆様に感謝を申し上げます。そし

て、いよいよ平成最後の、そして今期最後の一般質問となりました。４年間、私の無茶な質

問、提案に対して真摯に御回答をいただいた執行部の皆様にも心から感謝を申し上げます。

また、同僚議員の皆様に対しましても心より感謝を申し上げます。 

 今回、トップバッターという重責を果たしながら、少しでもこの場を温め、皆様にバトン

を渡せればと思いますので、どうか温かい目で見守っていただければ幸いです。 

 それでは、早速質問に入らせていただきます。 

 まず、質問事項１、平成30年７月西日本豪雨の災害復旧についてお尋ねいたします。 

 甚大な被害をもたらした７月豪雨。その被災状況から、現時点において何が優先され、ど

の程度の復旧状況であるのか。もちろん、当事者の方々には申請、査定、結果に至るまで個

別の説明はされていると思われます。しかしながら、その状況については広く周知を行い対

応していただくことを念頭に質問をさせていただきます。 

 (1)次に掲げるそれぞれの復旧状況及び今後の工程についてお示しください。ア、農地、

イ、町道、林道、ウ、里道、水路他。 

 次に、教育長にお尋ねいたします。 

 質問事項２、町立小学校の今後のあり方についてお尋ねをいたします。 

 補正予算にも計上されている基山小学校修繕費にかかわる事項でありますが、来年度から

１年生のクラスが従来の３クラスから１クラス増の４クラス体制となります。このことは、
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町長を初め執行部、またもちろん民間事業者の方々の御努力による定住促進策の効果でもあ

るわけです。来年度から１クラスふえることについて、今議会において修繕費を計上されて

はいますが、実にさまざまな案件との関連性も見えてきます。 

 そこで、具体的な質問として、(1)今後考えられる基山小学校児童増加に伴う増改築の必

要性についてお示しください。 

 (2)若基小学校への通級指導教室設置についての考え方についてお示しください。 

 (3)学校統廃合の基準となる目安についてお示しください。 

 最後の質問項目です。 

 続いて、教育長にお尋ねいたします。 

 小中学校におけるプログラミング教育必修化についてであります。 

 2020年から実施される新しい学習指導要領では、アクティブラーニングの観点からさまざ

まな視点での学びが実施されます。外国語教育を初め、道徳、そしてプログラミング教育の

必修化もその特徴的な一つと捉えています。 

 そこで、具体的な質問として、(1)現時点の中学校で行われているプログラミング教育と

はどういったものかお答えください。 

 (2)小学校における新学習指導要領では、プログラミング教育の指導内容はどういったも

のかお答えください。 

 (3)2020年の小中学校プログラミング教育必修化に向けての移行期間における取り組み内

容についてお示しください。 

 (4)小学校においてプログラミング教育を行うに当たって、現時点での課題は何かお答え

ください。 

 以上３項目、端的で明快な答弁をお願いし、１回目の質問を終了します。 

○議長（品川義則君） 

 松田町長。 

○町長（松田一也君）（登壇） 

 皆さんおはようございます。けさちょっといいことがありまして、また２月の人口がまと

まりまして、またプラスに戻ったので、それからまた１万7,400台に戻りましたので、先月

ちょっと下がったので不安視していましたけれども、そういう意味じゃ、気持ちがいい中で

これからまた答弁させていただければというふうに思っております。 
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 １を私のほうから答えさせていただきまして、２、３を教育長ということになります。 

 まず１、平成30年７月西日本豪雨の災害復旧についてということでございますが、(1)次

に掲げるそれぞれの復旧状況及び今後の工程について示せということで、まず農地でござい

ますが、農地災害復旧の田については、全体で130カ所あり、うち復旧済みが85カ所、15カ

所が３月末で工事完了予定となっており、残りの30カ所が５月末までの工事完了を見込んで

いるところでございます。 

 それから、農地災害復旧の畑については、全体で22カ所あり、復旧済みが13カ所、残り９

カ所が５月末までの工事完了を見込んでいるところでございます。 

 イ、町道、林道でございますが、道路災害復旧については、全体で71カ所あり、うち復旧

済みが54カ所、８カ所が３月末で工事完了の予定となっております。残り８カ所が５月末、

１カ所が６月末までの工事完了を見込んでいるところでございます。 

 林道寺谷線の災害復旧については、全体で13カ所あり、うち３カ所が３月末で工事完了予

定となっており、残り10カ所が６月末までの工事完了を見込んでいるところでございます。 

 林道一の坂・河内線、岩坪線、鎌浦線の災害復旧につきましては、全体で47カ所あり、う

ち44カ所が７月末、３カ所が９月中旬までの工事完了を見込んでいるところでございます。 

 ウ、里道、水路他でございますが、道路（里道）災害復旧については、全体で14カ所あり、

復旧済みが13カ所、残り１カ所を４月末までの工事完了を見込んでいるところでございます。 

 水路災害復旧については、全体で56カ所あり、うち復旧済み箇所が37カ所、２カ所が３月

末までの完了見込み、17カ所が６月末までの工事完了を見込んでいるところでございます。 

 なお、亀の甲ため池につきましては、防災の観点から改修を計画しておりますので、平成

31年度以降の工事を見込んでおり、複数年度の期間がかかるというふうに考えているところ

でございます。 

 以上で１回目の答弁を終わらせていただきます。 

○議長（品川義則君） 

 大串教育長。 

○教育長（大串和人君）（登壇） 

 私のほうで、２項目めの町立小学校の今後のあり方についてお答えしてまいります。 

 (1)今後考えられる基山小学校児童増加に伴う増改築の必要性について示せということで

すが、人口増対策により基山小学校の児童数が増加しておりますが、会議室や特別教室等を
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改修し、普通教室にすることで対応できると考えておりますので、増築の必要はないと判断

しております。 

 (2)若基小学校への通級指導教室設置についての考えを示せということです。 

 以前は基山町内の児童は鳥栖市の通級教室を利用しておりました。町内での利用希望者が

増加したため設置要望を提出し、平成26年に基山小学校に通級指導教室を設置しました。そ

の後、さらに希望者が増加したため、平成29年から２学級に増設しております。現在は基山

小の児童が主なため、基山小での設置を継続していきます。 

 (3)学校統廃合の基準となる目安について示せということです。 

 平成27年に文科省から出された通知では、統合を含めて学校運営を検討する目安とする学

級数は小学校６学級、中学校３学級とされています。しかし、１学級当たりの児童数が十分

充足している場合は、この限りではありません。 

 続いて、３項目めです。 

 ３項目めの小中学校におけるプログラミング教育必修化についてということで、(1)現時

点の中学校で行われているプログラミング教育とはどういうものかということですが、現行

の学習指導要領では、プログラミング教育という名前はありませんが、技術・家庭科で信号

機のモデルを用いた簡単なプログラム作成による計測、制御の授業に取り組んでいます。 

 (2)小学校における新学習指導要領では、プログラミング教育の指導内容はどういったも

のかということですが、狙いとしてはプログラミング的思考を育む、プログラムの働きやよ

さ、情報社会がコンピューターを初めとする情報技術によって支えられていることなどにつ

いて気づいたり、身近な問題の解決に主体的に取り組む態度やコンピューターなどを上手に

活用してよりよい社会を築いていこうとする態度などを育む、教科での学びをより確実なも

のとするとしています。 

 (3)2020年の小中学校プログラミング教育必修化に向けての移行期間における取り組み内

容について示せということです。 

 2019年度は移行期間として、小学校では必修化に対応し全職員に対して模擬授業を実施し、

全員がプログラミング教育を体験することとしています。中学校では技術・家庭科の中でプ

ログラム制御に関する授業の取り組みを充実させるための新しい教材の研究や導入を図って

いきます。本町では、研修をさらに本格化して、教職員の研修を行うとともに、機器の整備

について検討していきます。 
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 (4)小学校においてプログラミング教育を行うに当たって、現時点での課題は何かという

ことですが、プログラミング教育を行うに当たり、教職員のＩＣＴ機器の操作スキルに差が

あることや理解度についても研修歴や興味で差があります。次年度は知識の共有化や操作ス

キルの定着に向けて研修をできるよう工夫いたします。 

 以上、お答えといたします。 

○議長（品川義則君） 

 久保山議員。 

○５番（久保山義明君） 

 それでは、２回目以降の質問は一問一答でお願いいたします。 

 まず町長にお尋ねをいたします。 

 今回の災害復旧において、当初の予想より順調に推移していると思われるのか。また、当

初の思いよりなかなか困難な部分が多かったなと思われるのか。恐らくどちらもあるのでは

ないかというふうに考えますけれども、これまでの推移を見ての所感をお聞かせください。 

○議長（品川義則君） 

 松田町長。 

○町長（松田一也君） 

 前回の一般質問でしたでしょうか、今回の災害が想定内か想定外かみたいな話が出ており

ます。私が想定内だというふうに答えたところです。災害自体は今でも想定内というふうに

思っておりますが、復旧については想定外のこと、私が考えているものを超えていることが

たくさんあっております。大きく言うと２つですね。１つが、思ったよりやっぱり物すごく

時間がかかるということですね、人がやることなので。それから、手順も経験がないのでど

うしても、今同じことが起こったらきっと物すごく短い期間でやれるような気がするんです

けれども、やっぱりそういう手順前後の部分も後からわかることなんですけど、そういうも

のも含めて時間がかかる。もっと言うと、これから亀の甲ため池であったり基肄城の遺跡の

ところなどは単なる復旧では済みませんので、時間がさらにかかるというふうな、そういう

ことになると思います。 

 それから、もう一つが、災害なので国、県の予算が簡単につくというふうに思っておりま

したが、査定を受けて、非常に国、県の予算がつかないことが多い部分があったということ

で、これも私が考えていたイメージとは大分違ったということでございます。この２つが私
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が考えている、当初思っていたことと違うということでございます。 

 ただ、一方で職員は本当によく体を壊す寸前まで、幸いにも壊した人はいませんけれども、

建設課だけではなくて、過去の建設課経験者も一斉にタコ部屋に入って仕事をしてくれたこ

とに関しては、基山町の役場の一体性なり、その動員力というか、結束力が強いということ

もまた再認識させていただいたところでございます。 

○議長（品川義則君） 

 久保山議員。 

○５番（久保山義明君） 

 ありがとうございます。くしくも今、その財政的な面も答弁いただきましたけれども、今

回も補正予算で多くの災害復旧費が繰越明許として上がってきます。平成31年度の予算編成

にどのような影響を与えてしまったのか、与えているのか、その辺もあわせてお答えいただ

けたらというふうに思います。 

○議長（品川義則君） 

 松田町長。 

○町長（松田一也君） 

 平成31年度の予算編成に直接というよりも、繰り越しなので、その整理の仕方さえきちん

とやっていけば、平成31年度に直接ということはないと思います。ただ、一方で、さっきの

繰り返しになりますが、亀の甲とか基肄城の周辺等については平成31年度だけではなくて、

むしろ平成32年度が予算的にはメーンになると思いますので、そういう意味では、平成31年

度だけではなくて、これからまだしばらくこの復旧の関係は続いていくというふうに考えて

おります。 

○議長（品川義則君） 

 久保山議員。 

○５番（久保山義明君） 

 それでは、それぞれ担当課に質問してまいります。 

 まず、農地についてですけれども、全体で130カ所ということでした。畑を合わせると152

カ所、これで補助対象が54件で町単費が98件ですね。今議会に資料が提出されておりますけ

れども、補助と町単費、町長も先ほど答弁で言われましたけれども、なかなか思っていた以

上に補助のつき方が難しかったということでしたけれども、そういった意味で、補助対象に
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ならなかった事案というのはどういったものがあるのかお答えください。 

○議長（品川義則君） 

 古賀建設課長。 

○建設課長（古賀 浩君） 

 まず、田んぼで言いますと、確かに壊れているんですが、水張りと言いまして、水をため

る貯水がなくならないと対象になりませんので、のり面だけ壊れ耕作ができる状態という形

が結構多かったと思っております。 

 畑についても、やはり山間部の急斜面の畑についてが多かったんじゃないかというふうに

思っています。自然勾配の厳しいところは対象外となっております。 

 水路につきましては、泥の堆積のみの分が多かったんじゃないかと思います。ただ、ここ

については町のほうで堆積等は除去しておりますが、ただ、個人所有の水路につきましては、

そのまま個人でのお願いをしております。 

 道路につきましても、ほとんど町のほうで土砂撤去等の対応をしておりますので、そう

いった面で、補助対象あるいはそういった対象から外れる部分につきましては、少なかった

のではないかというふうに考えております。 

○議長（品川義則君） 

 久保山議員。 

○５番（久保山義明君） 

 水路についても後ほどお伺いしますけれども、できるだけ、その議案にかかわることです

のでさらっといきたいとは思っております。 

 農地で130カ所、畑で22カ所ということですけれども、これは恐らく申請件数ではないと

思われます。やはり現地確認とか意向調査を経てこの数字になったと思われるんですけれど

も、この申請件数そのものの数字というのは把握してありますか、おわかりですか。 

○議長（品川義則君） 

 古賀建設課長。 

○建設課長（古賀 浩君） 

 田んぼにつきましては、現在の数字からプラス24件が申請外でございます。これにつきま

しては、40万円未満等で対象にならなかった部分となっております。 

○議長（品川義則君） 
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 久保山議員。 

○５番（久保山義明君） 

 それでは、実際に申請から最終的なものが査定なのかどうかはちょっとわかりませんけれ

ども、どのような工程を踏んでいくのか。例えば、申請があった。対象物の確認とか測量と

か概算とかいろいろあると思うんですけど、その辺の流れを御説明いただけますか。田んぼ

についてはいいです。 

○議長（品川義則君） 

 古賀建設課長。 

○建設課長（古賀 浩君） 

 まず手続の流れということですが、まず申請ないし電話等の御連絡をいただきます。その

中で、今回はほとんどまず申請を先にやれられたんですが、そういった中で、まずは現場の

ほうの確認をいたします。というのは、補助対象内外で受益者、農家の方の負担が変わりま

すので、そういった調査を行います。その中で、概算金額といたしまして、個人の負担にな

ろうかという概算金額を出し、今後の復旧等の意向を伺う形になります。 

 その後、負担を承諾された場合は詳細な測量を行い、国への申請を行う形で手続を踏んで

まいります。 

 そういった中で、最終的に国の査定を受けまして、査定の通った中で復旧をまた御説明し

ながら負担金のお支払い等をお願いしながら工事を進めてまいります。そういった中で、最

終的に復旧の完成という形をとっております。 

○議長（品川義則君） 

 久保山議員。 

○５番（久保山義明君） 

 ありがとうございます。 

 先ほど40万円以下の話もしていただきましたけれども、恐らく耕作放棄地、ここについて

も申請は上がっているものの、耕作をやっていると認められないところは補助対象外に──

補助対象外というか、現地確認をして、その対象から除外されるというふうな段取りを踏ま

れたということですかね、確認をお願いします。 

○議長（品川義則君） 

 古賀建設課長。 
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○建設課長（古賀 浩君） 

 現地のほうを確認し、そういった状況を見ながら判断をしております。 

○議長（品川義則君） 

 久保山議員。 

○５番（久保山義明君） 

 先日、中山間地のほうに私も赴き、現地を確認させていただいて、宅地の塀が崩落して田

んぼに土砂が流入している現場に赴きました。そこの所有者の方から、結果的に40万円に届

かなかったので自費でやるしかなかったというお話をお伺いしながら、これだけ崩落があっ

て40万円に届かないというのはどういうことかなというふうに思っていたんですけれども、

ただ、水の確保はしなければならないので、結局自分で重機を頼んで、そこの水路を確保し

てやったんだと。 

 いろんな話をお聞きしますと、やはりその石積みの塀というのも民有地ということもあっ

たでしょうし、恐らく田んぼに流入した土砂のみが積算の対象になったのかなというふうに

考えざるを得ないんですけれども、こうしてだんだんと耕作の気力を失われているところが

ふえてくるのかなと。こういう声を聞いていると、実に切なくて、これからの中山間地のあ

り方についてとか、河川の上流地域の保護のあり方についても改めて議論しなければならな

いかなというふうに感じております。 

 先ほど水路についても言っていただきましたけれども、田んぼの水路に崩落した土砂の水

路については対象になるものもあるし、今回の私が見たような対象外になるところもあった

ということですよね。その違いというのはどういうところにあるのかお聞かせください。 

○議長（品川義則君） 

 古賀建設課長。 

○建設課長（古賀 浩君） 

 まず、水路につきましては、ほとんどが田んぼ等ののり面が兼用でございますが、補助対

象になる分が通常の田んぼののり面まで復旧をする形になります。国の基準で40万円未満に

ついては、維持の中でお願いをしますという基準がございますので、そのいかんにつきまし

てはそのようなお願いをしております。 

 ただ、水路については当然防災の観点もありまして、ある程度泥を一部でもとったほうが

この後の豪雨に対する準備もございますので、そういった部分については、水路等の泥とり
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等は一部行っておるところもございます。 

○議長（品川義則君） 

 久保山議員。 

○５番（久保山義明君） 

 ここで言う水路というのがどういったものかという定義が多分違ってくるのかなと思うん

ですよね。いわゆる資料には法定外水路という形で書かれていると思うんですけど、公有水

面がいわゆる建設課が考えられる水路という認識なのか。公有水面以外は全て民有の所有物

というふうな話になって対象外になるというのか、このあたりもちょっと含めてあわせてお

答えください。 

○議長（品川義則君） 

 古賀建設課長。 

○建設課長（古賀 浩君） 

 基準の中では、当然公有地の水路というのが水路であると思います。今回、農業用施設の

災害補助を使っておりますので、その中には２戸以上の利用者等、そういった補助での条件

もございます。基本的に私どもは、利用者が複数おり、あるいは不特定の水が入るものを水

路というふうに考えております。 

○議長（品川義則君） 

 久保山議員。 

○５番（久保山義明君） 

 はい、わかりました。 

 それで、１回目の答弁で、田については５月末ということで、水路については６月末とい

うところもあったと思うんですけれども、この日程的な差が耕作に影響が出ないのかどうか

というのもちょっと心配なんですけれども、ここの水路のほうが先にやるべきではないかな

と思うんですが、そのあたりいかがでしょうか。 

○議長（品川義則君） 

 古賀建設課長。 

○建設課長（古賀 浩君） 

 まず議員のおっしゃるとおりで、私どもも耕作をされる地権者の方と御相談をしながら進

めておりまして、当然全てを全部耕作の時期前に終わるというのは不可能な部分がございま
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すので、そこにつきましては減反なり、そういった計画をお持ちの方については御協力をい

ただいております。 

 水路につきましても、当然一気に終わるのが一番いいんですが、そこも水が入っている中

を工事するという期間等もございますので、今現時点では、ひどいところにつきましては仮

復旧で土のう等の対応をしておりまして、水路としての機能は保っておりますので、そう

いった中で地権者の方と御相談しながら水路もある程度の時期までは工事をさせていただく

ように今話をしております。 

○議長（品川義則君） 

 久保山議員。 

○５番（久保山義明君） 

 工事はできなくても、土のう等で水路としての役割は確保できているということでよろし

いですかね。 

 それでは、今回補助対象となった箇所についての補助率なんですけれども、今回は激甚災

害の指定を受けております。結果的に補助率が何％だったのか、もちろんこれは農地に関し

てで構いませんけれども、数字的なものってわかりますか。 

○議長（品川義則君） 

 古賀建設課長。 

○建設課長（古賀 浩君） 

 農地の補助率につきましては96.5％、農業用施設については99.3％で現在確定をしており

ます。 

○議長（品川義則君） 

 久保山議員。 

○５番（久保山義明君） 

 この補助率というのは一律ですか、それともこれは平均値ですか。 

○議長（品川義則君） 

 古賀建設課長。 

○建設課長（古賀 浩君） 

 まず、補助金の仕組みが基本率の50％から被害に応じてかさ上げされていくような仕組み

になっております。これはその結果、基山町全体の農地と施設という形で、全体で全てにこ
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の率がかかってくるという形になります。 

○議長（品川義則君） 

 久保山議員。 

○５番（久保山義明君） 

 ありがとうございます。 

 それで、これは補助金でいいんですよね、交付措置という話ではなくて補助金でいいんだ

と思うんですけれども、これは査定も終了して災害復旧費の議会の可決も行われていると思

いますが、この補助金というのはいつ基山町に入ってくるものなんですか。今年度末、３月

末か何かですか。一気にどんと入ってくるのかどうか、そのあたりわかれば教えてください。 

○議長（品川義則君） 

 古賀建設課長。 

○建設課長（古賀 浩君） 

 災害は補助金でございまして、制度といたしまして、３カ年のうちで国のほうは災害の補

助を出すというふうになっております。 

 今回につきましては１年目、平成30年度と平成31年度に分かれて来るような形になってお

ります。そういった中で、国のほうも全国的な災害に対応する形で、通常は１年目、工事竣

工等の書類が全部終わりまして、申請した後に後から入ってくるという形になっております。 

○議長（品川義則君） 

 久保山議員。 

○５番（久保山義明君） 

 ３カ年のうちに払えばいいというのもなかなか、要するに建てかえをやらなければいけな

いということですよね、町としては。非常に厳しい話かなというふうに思います。 

 それで、ほかの町道、林道、こういったものについては、議案審議とか委員会審査の中で

またいろんな質問があると思われますが、１点だけ。 

 これも後ほど恐らく末次議員のほうから通告があっていると思います。ため池の問題なん

ですけれども、特に、この本桜地区のため池の間を通る道路、里道なのか何なのかわからな

いですけど、ここは通学路に指定されていると思います。この案件の再開予定、これもし見

通しが立っていればいつごろかお聞かせ願えますか。 

○議長（品川義則君） 
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 古賀建設課長。 

○建設課長（古賀 浩君） 

 済みません、先ほどの分で誤解がないように、制度は３カ年ですが、２カ年での、平成30

年度と平成31年度で現在見込みをしておりますので。 

 先ほどのため池につきましては、学校の通学がまた４月に始まる前に一応完了するところ

で現在考えております。 

○議長（品川義則君） 

 久保山議員。 

○５番（久保山義明君） 

 ありがとうございます。新年度には開通できて、子どもたちもあそこを通ることができる

というふうな認識でおります。 

 ただ、通学路としては非常に危険な地域でもありますので、今後のことも含めてよろしく

お願いいたします。 

 そして、町長から先ほども申されましたように、今回の災害復旧に当たって、まさに現地

確認、それから測量、査定等において、職員の皆様の限界を超えた働きにまず敬意を表した

いと思っております。 

 一時は寝泊まりもされていたようですけれども、今後も体調に十分留意していただいて、

業務の遂行をお願いいたします。 

 また、１回目の質問で申し上げましたように、この工程スケジュール、説明会等を含めて

やっていただいていると思いますけれども、なかなか伝わっていない箇所のところもあると

思われます。工事着工の段階も含めて、改めて丁寧な説明をお願いしたいというふうに感じ

ますがいかがでしょうか。 

○議長（品川義則君） 

 古賀建設課長。 

○建設課長（古賀 浩君） 

 そのようにしたいと思っております。 

 大規模なところは、集団での説明会も現在もう開き終わっているところもございますので、

そういうふうに地権者の方とは連絡を取り合いながら進めさせていただきたいと思っており

ます。 
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○議長（品川義則君） 

 久保山議員。 

○５番（久保山義明君） 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、次の質問項目２、町立小学校の今後のあり方についてお尋ねをいたします。 

 まず(1)小学校の増改築の必要性についてですけれども、改修費は今議会に上程されてお

ります。ただ、答弁では増築の必要性はないということでした。確かに、来年度１年生の対

応は、１回目の答弁のように、私もちょっと現地を見させていただきましたけれども、さま

ざまな対応の中で工夫をして対応できるものというふうに認識をしております。ただ、今後

としております。これから地域優良賃貸住宅、そして民間事業者によるミニ開発だけでも５

つの地区の見通しが現在のところあるわけですよね。しかも全て基山小学校校区内でありま

す。そういった増築の必要性も当然視野に入れていく必要性というのは持つべきではないか

というふうに考えますが、そのあたりを改めてお聞きいたします。 

○議長（品川義則君） 

 井上教育学習課長。 

○教育学習課長（井上克哉君） 

 平成31年度から１年生の通常学級の人数が105名を上回るということで、１クラスふえて

４クラスという形で今準備のほうをしているところでございます。 

 今、議員がおっしゃったように、将来についても、一応今後の開発計画、そういった部分

で人口的な伸びは今後も続いていくだろうということで、特に、やはり子育て世代の方が今

多く入ってきていただいていますので、そういう部分で今後の推計をしたところで、しばら

くは、今の基山小学校３クラスから４クラスになりますけれども、その部分の増加について

は、現在の特別教室等を１回目の御質問でお答えしましたように、そういったところを普通

教室に転用するという部分で数年は対応できるということで考えております。 

○議長（品川義則君） 

 久保山議員。 

○５番（久保山義明君） 

 はい、わかりました。これもちょっと３月議会の補正にかかわることですので、できるだ

けさわりの部分でお尋ねしますけれども、今回、特徴的だったのは、１年生の１クラス増の
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ほかに特別支援クラスも１クラスふえるわけですよね。現在の特別支援クラスの数がわかれ

ば教えてください。 

○議長（品川義則君） 

 井上教育学習課長。 

○教育学習課長（井上克哉君） 

 平成30年度は特別支援学級の数が６クラス、平成31年度が７クラスということになります。 

○議長（品川義則君） 

 久保山議員。 

○５番（久保山義明君） 

 来年度から７クラスになるということで、基山小学校だけで７クラスですよね。御存じの

ように、鳥栖小学校、鳥栖北小学校あたりを見ますと、大体12クラスから14クラスぐらいあ

るわけです。そうした中で、ここもまた視野に入れて対応をしていかなければならないとい

うふうに考えますが、このあたりの考えはいかがですか。 

○議長（品川義則君） 

 井上教育学習課長。 

○教育学習課長（井上克哉君） 

 今回、クラス数の増加というところで１クラスふえているということになりますけれども、

今後も特別支援学級の人数がふえるとして、支援学級のほうが１クラス８名というくくりが

ありますので、今後の増加ということに関しても、その縛りの中で教室数としては対応でき

るのではないかというふうには考えております。 

○議長（品川義則君） 

 久保山議員。 

○５番（久保山義明君） 

 今回１クラス増にすることによって、今２階にあるふれあい教室の２クラスを１階の会議

室に持ってきて、そこをパーテーションで区切って３クラスにするということで、そのこと

が子どもたちに与える影響としてどうなのかということも含めて、やっぱりさまざまな視点

から、今ある箱の中でどう組み立てていくかというのは非常にやっぱり困難だとは思います

けれども、本当にいろんな想定をしながらこれからも考えていっていただきたいと。そして、

敷地内も、学童保育も２棟にしていただいているわけですので、非常に増築ということも厳
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しいというふうに思っています。 

 そこで、このことについてはいろんな議論を呼ぶと思うんですけれども、学校区割りの再

編、このことについてはどのようにお考えかお聞かせください。 

○議長（品川義則君） 

 井上教育学習課長。 

○教育学習課長（井上克哉君） 

 先ほどお答えしましたように、当面、その人口増に関しては現在の基山小学校の教室を改

修することによって対応をするように考えております。これが現時点で対応できないという

ことであれば、そういった形の検討も必要かと思いますけれども、しばらくは現状の校舎を

利用した中で、児童数の増に対して対応できるというふうに思っておりますので、現時点で

は校区の見直しというところまではいきませんけれども、そこの部分は今後いろいろな部分

から確認をしながら考えていきますので、現状ではそこまでのところは考えておりません。 

○議長（品川義則君） 

 久保山議員。 

○５番（久保山義明君） 

 歯切れの悪さが多分現状の難しさを物語っているんだとは思います。 

 後ほどまたちょっと機会があればここも質問をさせていただきますけれども、次に(2)の

若基小学校への通級指導教室の設置についてお尋ねいたします。 

 答弁にありましたように、現在、基山小学校では通級教室を２クラス持っていただいてお

ります。 

 この通級指導教室について、簡単に御説明願えますでしょうか。 

○議長（品川義則君） 

 大串教育長。 

○教育長（大串和人君） 

 特別支援学級とちょっと比較して答えますけれども、特別支援学級に入る子どもたちは、

医師の診断書を持ってそれなりの基準で入級をしておりますけど、通級は基本的には医師の

診断書は要りませんが、本町では就学指導委員会で諮って診断書も一応つけてもらっており

ますが、知的、あるいはＡＤＨＤ、ＬＤ、その子どもたちで、通常の学級ではある部分でな

かなか自分の学習が進んでいかないというようなお子さんに対して通級という形で個別指導
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をしております。１週間に２時間程度ですけど、個人で言うとやっております。 

○議長（品川義則君） 

 久保山議員。 

○５番（久保山義明君） 

 １週間で２時間程度、これは恐らくプログラムというか、そういうスケジュールをもとに

やっていらっしゃると思いますけれども、ただ、この送迎というのは保護者が行うというの

が前提だというふうにお聞きしております。 

 そうした中で、現在の基山小学校児童の利用者数と若基小学校の利用者数、もしわかれば

教えてもらっていいですか。 

○議長（品川義則君） 

 大串教育長。 

○教育長（大串和人君） 

 総数で18名おります。それで、16名が基山小の児童で、２名が若基小の児童でございます。 

○議長（品川義則君） 

 久保山議員。 

○５番（久保山義明君） 

 16名と２名ですね。そして、基山小学校２クラス分については、１クラスからさらに１ク

ラス増設していただいたということで、恐らく増設部分については加配が認められるという

ことだと思っています。 

 それで、若基小学校にもしつくるとなれば、これは新設となって加配はもう認められない

というところで理解していてよろしいですか。 

○議長（品川義則君） 

 大串教育長。 

○教育長（大串和人君） 

 現在の児童数で２名でつくるということになると、なかなかおっしゃられたように、加配

というのは認めてはもらえないんじゃないかと。認めてもらえないとすると新設という考え

方はありません。 

 じゃ、２つを１つずつに分けられないかという、これはできない話ではないと思いますが、

現在の基山小にいる子どもたちが半分ぐらい若基小に通うと数が、バランスが、学校がそこ
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にあるのにという、ちょっとバランスの崩れた状態になるということも考えていかなくては

ならないので、これは検討だと思います。 

○議長（品川義則君） 

 久保山議員。 

○５番（久保山義明君） 

 ただ、今若基小学校のお二人というのは、先ほども申し上げましたように保護者の送迎が

前提になるわけですよね。 

 そういった意味で、私はやっぱり相当負担もかかる。そうした中で、本来は通級にという

ふうなお考えのところも保護者の負担を考えると、なかなかそこに手を伸ばせないという方

もいらっしゃるのではないかというふうに思うんですけれども、この通級教室への配慮が必

要な場合というのは、先ほど言われた就学指導委員会というところがするんですか、ちょっ

とそこをお答えください。 

○議長（品川義則君） 

 大串教育長。 

○教育長（大串和人君） 

 最終的には就学指導委員会でそういう判定という──判定といいますか、そういう通級可

ということを決めますけれども、それまでに十分かかわってきて子どもの状態わかっており

ますので、大体出てきたお子さんについてはほとんどわかっておりますので、可という形に

なっていると思っております。 

○議長（品川義則君） 

 久保山議員。 

○５番（久保山義明君） 

 そのふだんからのかかわりの中で通級への配慮をしたほうがいいと思う児童については、

若基小学校は今のところ２名、その２名は通級を利用していただいているということなのか、

それとも改めて若基小学校に通級が必要ではない、通級が──仮定の話で申しわけないです

けど、通級があった場合に若基小学校から何人ぐらいの児童がそこに通うことになるのかと

いう調査みたいなことはされているんですか。 

○議長（品川義則君） 

 大串教育長。 
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○教育長（大串和人君） 

 具体的に詳細な調査はしておりませんが、今後そのことについては考えていかなくてはい

けないなということを教育委員会の中で検討をしているところでございます。 

○議長（品川義則君） 

 久保山議員。 

○５番（久保山義明君） 

 ぜひとも検討していただいて、詳細調査を一度行っていただけたらというふうに思います。 

 今の基山小学校、若基小学校を含めて、特別支援学級を初め、町単費で実に手厚い措置を

していただいているというふうに思っています。特に特別支援学級については県内一の支援

員の多さではないかなというふうに思っております。 

 町長、教育長を初め、皆様に感謝を申し上げるところですけれども、特に、先日基山小学

校にお伺いした際に、うれしかったというか驚いたのが、第２保健室があるということなん

ですね。 

 以前から、通常は普通教室と特別支援学級なわけです。そこに通級が２クラスあって、さ

らに通級と実は普通クラス、通級はもうプログラムというか、スケジュールで行くんですけ

れども、その間に何かもう一つ必要なんじゃないかなということを常日ごろから私自身も考

えていたんですよ。そうしたところ、この間小学校へ行かせてもらったら、第２保健室的な

役割の箇所がきちんと設置されていて、とにかくあいたと言ったら失礼ですけれども、手の

すいた先生たちがそこで見ていただいているという、本当に至れり尽くせりの学校のあり方

かなというふうに思っていますので、こういった仕組みづくりもこれからの子育て支援策の

大きなアピールになるのではないかなというふうに感じております。 

 こういった仕組みづくりというのは、先生方の中でやりくりされているのかどうか、教育

委員会としても当然認識をされているのかどうか、このあたりちょっとお聞かせください。 

○議長（品川義則君） 

 大串教育長。 

○教育長（大串和人君） 

 そのことについては、第２保健室とおっしゃいましたが、相談室というような感じでやっ

ておりますが、通級的な子どもとか支援学級的な子どもとかと、もう一つ別の不登校傾向と

か、そういう子どもたちに対しての配慮をするために設けておりますので、学校が主体と
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なって考えてやっているところでございます。 

○議長（品川義則君） 

 久保山議員。 

○５番（久保山義明君） 

 こういった相談室と言われましたけれども、これは若基小学校にもあるんですか。 

○議長（品川義則君） 

 大串教育長。 

○教育長（大串和人君） 

 若基小学校には、保健室で大体相談してくるのは数が足りているというか、対応できてい

ますので、第２というのは、部屋はたくさんありますけれども、それは置いていないと思い

ます。 

○議長（品川義則君） 

 久保山議員。 

○５番（久保山義明君） 

 わかりました。また、ちょっとこれ最後に要望というか、提案というか、今スクールソー

シャルワーカーの方、県の委託で活動している先生がいらっしゃいます。実は私もすごい信

頼をさせていただいていて、相談もさせていただいておりますけれども、驚くほどの事例を

抱えられて、県内あちこちでもう引っ張りだこの状態であります。 

 今後、その基山町における時間割の今確保していただいている時間の削減とかというのも

当然意識をしていかなければならないと思うんですけれども、ぜひ今のうちに基山町でやっ

ぱりこういう人材を育てていく必要性があるのではないかなというふうに考えるわけです。

ですから、今スクールソーシャルワーカーの先生に、とにかく２年でも３年でも一緒につい

て、いろんな事例をともに学んで、そして基山町独自の人材育成というのが必要なのではな

いかというふうに考えるんですけれども、そのあたりのお考えをお聞かせください。 

○議長（品川義則君） 

 井上教育学習課長。 

○教育学習課長（井上克哉君） 

 スクールソーシャルワーカーについては、県のほうにも人材的な要望のほうは上げさせて

いただいております。その中で、やはり特定の方の負担がかからないように、新しい人材を



- 63 - 

入れていかなければ全体として埋まっていかないというようなところも想定されますので、

その町独自でというところまでは今のところあれですけれども、そういう部分も県の教育委

員会等と相談をしながら今後やっていきたいとは考えております。 

○議長（品川義則君） 

 久保山議員。 

○５番（久保山義明君） 

 ぜひともよろしくお願いします。 

 では、次に(3)の学校統廃合の基準についてお伺いします。 

 これも非常に難しい問題だと思いますけれども、まず結論から申し上げて、私は学校がな

くなるということは、その地域から文化がなくなることだというふうに思っておりますので、

まず反対の立場から質問をさせていただきます。 

 それで、文科省からの目安としては６学級ということですけれども、現在の若基小学校の

クラスの数を教えてください。 

○議長（品川義則君） 

 井上教育学習課長。 

○教育学習課長（井上克哉君） 

 現在、若基小学校については、６年生と４年生が２学級ですね。あとは１学級で８学級に

なっております。（65ページで訂正） 

○議長（品川義則君） 

 久保山議員。 

○５番（久保山義明君） 

 その中で、最近は標準規模、適正規模と言うのか標準規模と言うのか、文科省から出され

ているのが12から18クラス、いわゆる１学年で２クラスということはクラスがえができると

ころでということで通達があっていると思います。 

 2007年の財務省の財政制度等審議会が文科省に統廃合として意見を言ったのが発端のよう

ですけれども、この標準規模と言われる数字と１回目の答弁にありました小学校６学級とい

う、この数字の違いについて教えてもらっていいですか。 

○議長（品川義則君） 

 大串教育長。 
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○教育長（大串和人君） 

 平成27年に出された通知と書いておりますが、手引きという形で届いているのが今お示し

した数ですけど、この数については、これはあくまでも目安であって、最終的には設置者で

決めてくださいよというところで、ここになったからもうやりなさいという話ではないんで

す。 

 ですから、６学級下回ると言っても、６学級でも１学級は、小学校は８人、中学校は４人

を１学級下回ると複式という形をとるんですが、複式をとるような規模になれば、やはり統

合すべきだろうと。いろんな教育上でもデメリットが多いんじゃないかということでなって

いますけど、うちの場合はほぼ１学級が40人近くおりますので、例えば、６学級になったっ

て240人、その統合の目安のところで８人の６学級と48人なんですね。すごい数が違います

ので、基山町の、その若基小の場合は全く統合のゾーンというか、そこには入らないという

ふうに思っております。 

○議長（品川義則君） 

 久保山議員。 

○５番（久保山義明君） 

 ありがとうございます。 

 若基小学校周辺の住民の皆さんからはいまだに聞かれます。この統廃合のうわさが絶えま

せん。私はもうそのたびに否定し続けていますけれども、やはり町が学校統廃合に関しては、

全く今のところ問題なく運営できるというふうな回答が恐らくどこもなかったのかなと思う

んですけれども、そういった意味で、最終的な判断は自治体がやるんだと、文科省がいろい

ろ言ってきても最終的な判断は自治体がやるんですというふうな答弁をいただきましたので、

そこも含めてもう一度明確にお示しいただきたいと思いますがいかがでしょうか。 

○議長（品川義則君） 

 大串教育長。 

○教育長（大串和人君） 

 先ほど申しましたように、現在の若基小の規模で統廃合──文科の言葉の中に「廃合」と

いうのはないんですけど、統合のそういう対象になるということは全くないと思っておりま

す。 

 今後とも恐らくそういうことは、この地域の規模から見て起きないであろうと思っており
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ます。 

○議長（品川義則君） 

 井上教育学習課長。 

○教育学習課長（井上克哉君） 

 済みません、先ほど私が申しました数字のほうでちょっと読み違いをしておりました。若

基小学校のクラスに関しては、現在６年生、４年生と２年生が３クラスでございますので９

クラスでございます。申しわけありませんでした。（発言する者あり） 

 ６年生と４年生と２年生が２クラスずつですね。あとが１クラスになりますので９クラス

ということでございます。申しわけございません。 

○議長（品川義則君） 

 久保山議員。 

○５番（久保山義明君） 

 ありがとうございました。 

 ただ、若基小学校もできるだけクラスがえができるような規模にはやっぱりしていきたい

なという思いも恐らくここにいらっしゃる皆さん同じ考えだと思います。 

 そういった意味で、ブランド化と言うとちょっと語弊があるんですけれども、やはり特色

のある小学校を目指すというのも一つですし、周辺の地区開発も含めたところでの子育て世

帯の増加、そしてマイホーム借り上げ制度を推進しての子育て世帯の増加、これらの施策を

掛け合わせていくことが重要だと思いますけれども、この件について、最後に町長のお考え

をお聞かせ願えますか。 

○議長（品川義則君） 

 松田町長。 

○町長（松田一也君） 

 まず、この前の学力試験の結果で若基小が急激に上にぼんと上がったのがうれしくてたま

らないという、そういうことですね。学校の先生、そして学童の皆さんの頑張りかなという

ふうに思っているところでございます。そういう意味では、これから若基小学校というのは

すごく夢がある小学校だと思っておりますので、もちろん先ほど教育長が申しましたように

統廃合とかは一切考えておりませんので。 

 ただ、多分三、四十年後ぐらいに人口がどうしても減る時期が必ず来るときには、それこ
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そ三、四十年後はここにおる方は誰もあれなのかもしれませんが──ここにはですよ、ここ

にはいないと思いますが、いや、そのときに何というか、それこそ一貫校の話とかで中学校、

小学校と、基山というのはまさにそういう規模にちょうどいい学校だというふうに思ってお

りますので、今はこの２つのよさを生かしつつ頑張っていけたらいいなというふうに思って

いるところでございます。 

○議長（品川義則君） 

 久保山議員。 

○５番（久保山義明君） 

 ありがとうございました。 

 今回、この質問をさせていただくに当たって、基山小学校の１年生の１クラス増というと

ころをいろいろ調べていきますと、いろんなところにリンクしていくんだなということを改

めて感じた次第であります。 

 それでは、質問事項３、時間も余りありませんけれども、プログラミング教育の必修化に

ついて、これは(1)から(4)まで合わせて質問をさせていただきます。 

 まず、授業における構成ですけれども、総合的な学習の時間というのがメーンになるとい

うふうに思うんですが、このほかにどのような単元が授業として行われるのかお示し願えま

すか。 

○議長（品川義則君） 

 大串教育長。 

○教育長（大串和人君） 

 小学校のプログラミング教育は、総合的な学習でやるのではなくて、全ての教科の中でプ

ログラミング的な思考を育むような取り組みということを、もちろん総合でもやりますけど、

ですから、算数とか社会とか音楽とか国語とか、そういう中でのプログラミング的な発想が

できるような授業をやりなさいということです。 

○議長（品川義則君） 

 久保山議員。 

○５番（久保山義明君） 

 今、教育長からの答弁でいきますと、恐らく授業の中でやっていくということであれば担

任制をとっているのが小学校なので、その担任の先生がプログラミング的思考というか、そ
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ういったものを駆使しながらやっていくというふうに理解をしておきます。 

 それで、プログラミングの授業ということは、当然パソコン教室ではなくて普通教室で行

われるようになると思うんですけれども、１回目の答弁にありましたように、この機器の整

備ですね、これは予算とリンクするわけですけれども、新年度予算にこの関連予算というの

は含まれておるか、ちょっと確認させてください。 

○議長（品川義則君） 

 井上教育学習課長。 

○教育学習課長（井上克哉君） 

 平成31年はまだ試行期間ということで、今後どういう形で取り組んでいくかというのは学

校側と検討をしながら行っていきますので、平成31年度予算について、この部分で上げてい

る部分については現在ございません。 

○議長（品川義則君） 

 久保山議員。 

○５番（久保山義明君） 

 平成31年度から試行期間に入るわけですので、これは早目早目の措置がやっぱり求められ

ると思うんですよ。そういった意味で、どういった機材とか周辺機器、こういうのを考えて

いらっしゃるのかというのをお聞かせ願えますか。 

○議長（品川義則君） 

 井上教育学習課長。 

○教育学習課長（井上克哉君） 

 実際、今後の授業の進め方にもよりますけれども、現在のパソコン室を使ってどういった

形で授業ができるのかというところで、若基小については、そのパソコン室のレイアウトを

変更するなりして授業を行うやり方について対応するように今準備をされてあります。また、

そのタブレット型のパソコンですね、今パソコン室にある部分を、実際そのパソコン室のみ

で行うか、普通教室のほうまで持っていって行うかということになると、そこに関してはま

た通信機器の整備等上がってきますので、その部分について、今後詳細のほうを学校側と詰

めながら予算化について考えていきたいというふうに考えております。 

○議長（品川義則君） 

 久保山議員。 
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○５番（久保山義明君） 

 もうこれも目の前に迫っていることで、ほかの自治体では既に予算化、平成31年度予算で

予算化しているところも多く見受けられます。 

 そういった意味で、今回の答弁については、学校内での取り組み方について御回答をいた

だきました。 

 それで、私もほかの自治体をいろいろ調べてみますと、驚くほど先進的な事例がもう出て

きているわけですよね。その中で、やっぱり自治体間の格差が生まれることというのは

ちょっと避けたほうがいいんじゃないかなというふうに思っています。そして、その中でも

やっぱり最も多かったのが、外部への委託とともに、放課後子ども教室、いわゆる子どもの

居場所づくり教室での取り組みが多いようです。 

 今、居場所づくりに関しては、隔週の月２回程度実施されているというふうにお聞きしま

したが、飛び火して申しわけありません。 

 こども課長、いかがでしょう、ぜひとも地域企業とか地域の方々の御協力のもと、このプ

ログラミングの取り組みを実施されてはいかがなものかなというふうに考えますが、唐突で

申しわけありません。よろしくお願いします。 

○議長（品川義則君） 

 平川こども課長。 

○こども課長（平川伸子君） 

 今、議員おっしゃったとおり、子どもの居場所づくり教室としまして、現在、地域の皆様

に協力を得て、子どもたちにいろんな活動を経験していただいております。その中で、成長

を促すということで、現在、民生委員の方とかスポーツ委員の方、老人クラブの方とか、ク

リスマスコンサートでは高校の吹奏楽部とか人形劇の皆様、いろんな本当に地域の皆様の御

協力によって成り立っているのが子どもの居場所づくり教室だと考えています。 

 その中で、こども課としても新しい取り組み、いろんな体験活動ということで、去年は

ＳＧＫの寺子屋部会に御協力いただいたり、今年度は企業の方にウインナー飾り切り教室と

かということで、新しい取り組みのほうは行っていきたいというふうに常に考えているとこ

ろでございます。 

 正直なところ、プログラミングについては、現時点では想定はしていなかったのではある

んですけれども、非常にこのプログラミング、設備を伴いますので、設備であったりとか指
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導者ですね、まず指導者を捜したりとか、また、この子どもの居場所づくり教室が１年生か

ら６年生までを対象としているので、内容を１年生から６年生が、みんなが楽しんでいける

ような内容にしていくというようないろんな問題が出てくるとは思うんですけれども、本日

提案をいただきましたので、今後検討のほうを、今自治体もあるというふうにお聞きしまし

たので、ちょっと研究のほうからしていきたいと思います。 

○議長（品川義則君） 

 久保山議員。 

○５番（久保山義明君） 

 よろしくお願いします。子どもの居場所づくりのＰＲまでしていただいてありがとうござ

いました。 

 恐らく、この基山・鳥栖地区というのはＩＴ関連の企業にお勤めの方も非常に多い地域で

ありますし、また、関連の企業もこういう子どものプログラミングの機器なんかを実際につ

くって販売していらっしゃるところもあるわけで、ぜひともそういったところと連携協定を

結びながら、学校は学校の中できっちりやることがあります。でも、恐らく子どもたちは、

その中だけでは消化仕切れない部分もたくさんあって、１年生から６年生までと言われまし

たけれども、恐らく年代は関係ないと思うぐらい子どもたちのほうが圧倒的に進んでいくと

思われますので、ぜひともこの件については前向きに検討していただければというふうに

思っております。 

 ちょっと時間もなくなりましたけれども、こういった学校外部での取り組みと一緒に並行

しながらやっていくという考え方には、恐らく教育長も賛成していただけるんじゃないかな

と思いますが、最後にこのあたりのお考えをお聞かせください。 

○議長（品川義則君） 

 大串教育長。 

○教育長（大串和人君） 

 これからの学校は、やはり地域のコミュニティとして、いろんな地域の人の協力を得なが

らというのが根底にありますので、そういうことについては、もし可能であるところについ

ては積極的に行くという面も多々出てくるというふうに思っております。 

○議長（品川義則君） 

 久保山議員。 
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○５番（久保山義明君） 

 やはりこれから間違いなく、いわゆるＡＩ、人口知能に関しての時代が訪れてまいります。

今の小学生たちが大学を卒業するころには、今ある職業の半分はなくなるというふうに言わ

れ、その分新たな産業が生まれてくるというふうに、その産業だけではなくて、恐らく雇用

形態そのものがそういったものになってくるのではないかというふうに思われます。 

 そうした中、基山町の未来をつくる子どもたちに自治体間の格差だけは絶対に与えてはい

けないと。そういった未来創造型の取り組みも、この基山町らしく取り組んでいくべきでは

ないかというふうに思っておりますので、どうか前向きな検討を行っていただくことをお願

いしながら、私の一般質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（品川義則君） 

 以上で久保山義明議員の一般質問を終わります。 

 ここで10時50分まで休憩いたします。 

～午前10時40分 休憩～ 

～午前10時50分 再開～ 

○議長（品川義則君） 

 休憩中の会議を再開します。 

 次に、桒野久明議員の一般質問を行います。桒野久明議員。 

○４番（桒野久明君）（登壇） 

 こんにちは。４番議員の桒野久明です。今回で私の１期４年間、16回の一般質問が一くく

り終えます。 

 私は、町の執行部がやろうとしていることをただ質問することは避け、そこには執行部の

各課が計画を立てていく上で町民の声や意見が届くよう意見し、また提案をしてきたつもり

であります。 

 ４月の町議選でどのような結果が出るのか、私への声と真摯に受けとめたいと思っており

ます。しかし、まだまだなすべきことがあり、４月は頑張りたいと考えております。ここに

不在の過去関係した町長、課長、室長、係長を含め、今御出席の方々と議論できたことを感

謝いたしまして、これより先般提出いたしました通告書に基づき１回目の質問に入ります。 

 １項目めは、基山町消防団の今後の課題についてであります。 

 まず、昨日の消防団春季防火訓練におきまして、関係者の方々には敬意を表します。来賓
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の挨拶にもありましたとおり、団員の統率されたきびきびした動きには日ごろの訓練等がか

いま見え、町民の安心・安全を守るために努力されていることに感謝申し上げます。 

 この質問の要旨は、基山町の消防団は、本団・女性部を含め11部で活動しています。しか

しながら、少子・高齢化が進む社会情勢を考えると、今後の担い手不足は確実に深刻化する

ことが想定され、今後の組織のあり方を含め、問題点を議論する時期に来ていると考えてお

ります。組織のことでありますから、早急な課題解決とはいかないにしても、それに一歩で

も近づけることを願い、町の見解を伺います。 

 そこで、具体的な以下の質問をお伺いします。 

 (1)消防団各部の区域別人口動態推移から判断し、将来消防団員の担い手不足が生じる部

はないか見解をお示しください。 

 (2)団員の確保は、誰が行っているのかお示しください。 

 (3)実質活動人員の不足は深刻と捉えるが、その見解をお伺いします。 

 (4)即出動できる人員編成となっているのかお伺いします。 

 (5)基山町消防団を維持・継続するに当たって、問題点を町はどのように考えているのか

見解をお示しください。 

 (6)格納庫などの維持管理は、現在どのように行っているのかお示しください。 

 (7)格納庫の維持補修・建てかえ・移転費など、県、町の補助、自治会の負担などの現状

をお示しください。 

 (8)移転する場合、用地の取得などで生じる経費はどうしているのかお伺いします。 

 (9)消防団各部の統合や再編成など今後の課題について、町・自治会・消防委員会・消防

団などで議論したことはあるかお伺いします。 

 (10)火災以外の災害時、出動の指令はどのように行われているのかお伺いします。 

 (11)火災消防訓練のみでなく、地震・河川氾濫（洪水）・土石流災害を想定した、町民誘

導訓練等は必要ないかお伺いします。 

 次に、２項目めのけやき台北部公園のグラウンド整備についてであります。 

 この質問要旨は、けやき台の北部公園は現在、グラウンドゴルフやソフトボールの練習、

１月初旬のどんと焼きの会場など地域町民のコミュニティ広場として利用されているが、整

備が不十分と考えています。 

 また、高齢者のスポーツは健康寿命を延ばす意味で重要であるとも考えております。 
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 利用者の方は、多目的運動場のような整備されたグラウンドでの練習も検討したこともあ

るが、練習場が遠ければ参加人員の減少が懸念され、断念した経緯があります。 

 また、利用者も自主的に夏の暑い日、年１回手作業で草刈りを実施していますが、高齢化

のため難しくなっているのが現状です。 

 球のイレギュラーによるけがの防止等もあり、もう少し整備する必要を感じるが、町の見

解を伺います。 

 そこで、具体的な以下の質問をお伺いします。 

 (1)北部公園のグラウンド整備計画は、どのようになっているのかお示しください。 

 (2)現在、グラウンドゴルフ・ソフトボール・地域コミュニティ広場として利用している

北部公園のグラウンドを定期的に整備できないかお伺いします。 

 以上、２質問事項、13項目について１回目の質問をします。御回答のほどよろしくお願い

いたします。 

○議長（品川義則君） 

 松田町長。 

○町長（松田一也君）（登壇） 

 桒野久明議員の一般質問に答弁させていただきます。 

 １、基山町消防団の今後の課題についてということで、(1)消防団各部の区域別人口動態

推移から判断し、将来消防団員の担い手不足が生じる部はないか見解を示せということでご

ざいます。 

 現在、消防団員の対象者は、町内全体でも減少傾向にあります。その中でも行政区単独で

編成しております第３部、第４部、第５部、第７部については、現在でも対象者が少ない中、

団員確保していただいている状況にございます。 

 このことは、基山町消防団全体の問題として捉え、消防委員会、消防団、区長などの皆さ

んと引き続き検討していきたいというふうに考えております。 

 (2)団員の確保は、誰が行っているのかということでございますが、団員の確保につきま

しては、各部の部長を中心に関係する区長の皆さん等で適齢者への勧誘を行っていただいて

いるところでございます。 

 (3)実質活動人員の不足は深刻と捉えるが、その見解はということでございますが、実質

活動人員につきましては、日中に町外へ勤務する団員もあることからその対応に苦慮してい
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るところでございますが、現在のところは活動できているというふうに考えているところで

ございます。 

 (4)即出動できる人員編成になっているのかということでございますが、夜間と昼間では

出動人員は違いますが、出動人員が少なくなる昼間の火災対応のために、町内に勤務されて

いる町消防団ＯＢを対象に、支援団員制度を平成27年度から導入しております。このことに

より、火災等の災害時には出動できる人員編成になっていると考えているところでございま

す。 

 (5)基山町消防団を維持・継続するに当たって、問題点を町はどのように考えているかと

いうことでございますが、今後の基山町消防団の維持・継続に当たっての問題点につきまし

ては、団員の確保や各部の人員定数の問題等があります。そのため、各地域や各部との意見

交換を行っているところでございます。 

 (6)格納庫などの維持管理は、現在どのように行っているかということでございますが、

現在、格納庫の維持管理につきましては、格納庫を所有する行政区で管理を行っていただい

ているところでございます。 

 (7)格納庫の維持補修・建てかえ・移転費など、どのように負担しているのか現状を示せ

（県、町の補助、自治会の負担など）でございますが、格納庫の維持補修や建てかえにつき

ましては、基山町消防施設整備補助金交付要綱に基づき、３分の２の限度額400万円を町か

ら補助を行っているところでございます。 

 (8)移転する場合、用地の取得などで生じる経費はどうしているのかということでござい

ますが、格納庫の移転についての用地取得費用につきましては、補助金の支給を行っており

ませんので、建てかえを行う行政区の負担となっているところでございます。 

 (9)消防団各部の統合や再編成など今後の課題について、町・自治会・消防委員会・消防

団などで議論したことはあるかということでございますが、消防団員の確保等の問題から、

統合や再編成については消防委員会や消防部長会で協議を行っておりますので、今後も引き

続き行っていきたいと思っているところでございます。 

 (10)火災以外の災害時、出動の指令はどのように行われているのかということでございま

すが、火災以外の大雨や地震等の災害時には、町が災害対策本部を設置した場合に、基山町

消防団の団長、副団長が災害対策本部に出席してありますので、消防団の出動が必要な場合

は、団長から各消防団の部長に出動等の指令を行っているところでございます。 
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 (11）火災消防訓練のみでなく、地震・河川氾濫（洪水）・土石流災害を想定した、町民

誘導訓練等は必要ないかということでございますが、平成30年度から土砂災害警戒区域があ

る区を対象にした非難訓練を実施することとし、平成30年11月には第４区で実施しました。

この取り組みは継続して実施していきたいというふうに考えているところでございます。 

 ２、北部公園のグラウンド整備について、(1)北部公園のグラウンド整備計画は、どのよ

うになっているかということでございますが、北部公園の整備計画はございませんが、平成

25年度に照明施設のＬＥＤ化及び老朽部分の更新を行うなど施設更新を行っているところで

ございまして、今後も適正な管理に努めていきたいというふうに考えているところでござい

ます。 

 (2)グラウンドゴルフ・ソフトボール・地域コミュニティ広場として利用している北部公

園グラウンドを定期的に整備できないかということでございますが、北部公園については、

運動や住民交流ができる地域コミュニティの場として遊具や広場の整備を行っているところ

でございます。 

 グラウンド利用増進のためにグラウンド湧水部の排水対策を行い維持管理により充実を

図っておりますので、今後もそういった維持管理面での対応を行っていきたいというふうに

考えているところでございます。 

 一度目の答弁は以上でございます。 

○議長（品川義則君） 

 桒野議員。 

○４番（桒野久明君） 

 では、２回目の質問に入らせていただきます。 

 この消防の問題は、昨年６月議会のとき、２人の議員がいろんな質問をされました。私も

この再編成とか、そういったところについては早急な答えは出ないのも、難しい問題である

ことも自覚しております。 

 ただ、議論は進めていかなければいけないという観点から今回取り上げておりますので、

よろしくお願いいたします。 

 まず、町長に３問ばっかしちょっと質問していきたいんですが、昨年の６月議会で鳥飼議

員の質問の中で、現在の消防団のあり方は、今の基山町のやり方がいいんじゃないかなと

思っているという発言をされたと思うんですが、その点の考え方というのは今も変わりがな
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いのか。また、何があってそういった発言になるのか、ちょっとそこら辺の内容を教えてく

ださい。 

○議長（品川義則君） 

 松田町長。 

○町長（松田一也君） 

 前回のときのことを思い出しますと、町で消防団を全部丸抱え的な管理ができないかとい

う質問の一環としてだったというふうに記憶しておりますが、そういう場合には、例えば、

４つの部ぐらいに集約して、消防自動車も減少するし、その倉庫、保管庫も少なく済むよう

な、そういう形のことが必要なのではないかと。ただ、今の消防団の形は区によっては、そ

の区と一体的な活動をしている区もあるので、そういうところは今のやり方を望むところも

あると思うので、そこのあたりは今から議論をしていく必要があるのではないかなと。そし

て、その辺の議論が進めば先に進むこともあるだろうし、進まなければ今のままというのも

１つの選択肢ではないか的なことを申し上げたというふうに記憶しているところでございま

す。 

○議長（品川義則君） 

 桒野議員。 

○４番（桒野久明君） 

 確かに、町長はそのようなことを話されておりましたし、それで理解はしておるんですけ

れども、１つ消防団の考え方の中で、消防という仕事というか、安全・安心を守る以外に、

私も基山の消防団いいなと思っているのは、全然これは本当に防災とは関係ないんですけれ

ども、青年団がなくなって、この方、この消防団は縦社会も横社会もあるということで、非

常に歴史的に見ても基山の消防団はうまく働いているなという気持ちは持っております。 

 そういったことを考えながら２問目ですけれども、この消防団の再編の問題、これは町長

はデリケートな部分も多く、早急に町主導で行うべきでないとそのときに発言されておりま

す。いろんな議論をしていくべきだとも発言されていますので、そういった議論とか、そう

いったものがここ８カ月経過して、少し進展があったものか、それともまだ進まないのか、

そこら辺について町長の御回答をお願いします。 

○議長（品川義則君） 

 松田町長。 
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○町長（松田一也君） 

 まさにそのデリケートな部分があるということと、あと、当然町でやるとすると公平的な

原則が出てくるので、人口割合にあわせた形での区域割を、見直しみたいなものも必要みた

いなことを申し上げたつもりでございます。 

 そのことについては、各部長会とかで議論をしていただくような方向性をそのときに答え

たと思います。 

 ただ、私自身はその結果について、どういう議論の途中経過にあるかということ自体はま

だ聞いていない状況でございますので、何らかの議論はされていると思いますので、またそ

の辺も確認していきながら、また次のことを考えていきたいというふうに思います。 

○議長（品川義則君） 

 桒野議員。 

○４番（桒野久明君） 

 もう１点質問を前段でしておきたいと思うんですが、先ほどもちょっと消防団が９部から

今４部という数字が出ましたけれども、５部ぐらいの話で出たかなという気はしております

けれども、今の基山町の規模からすると、あのときは大刀洗町の消防団の話の中で、人口的

に見ても４部と言われたか５部と言われたか、そのぐらいの数字で確かに言われて、そう

いったものであれば、格納庫等の設備は町の設備として考えることもできるかなというよう

なお答え方をされたと思うんですが、その考え方は今でも変わりないかどうか。 

○議長（品川義則君） 

 松田町長。 

○町長（松田一也君） 

 多分４部、５部は本部をどう数えるかによってまた変わってくるというふうに理解します

けれども、私自身の考え方は今もそういうふうに考えております。ただ、これは非常にデリ

ケートで、やっぱり区とともにこういったところを集約するというのは、非常に難しい面も

あるのではないかなというふうにそこは考えておりますので、そこは慎重に考えていく話で

はないかなというふうに思っております。 

○議長（品川義則君） 

 桒野議員。 

○４番（桒野久明君） 
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 一応３問題ばっかし町長にお尋ねして、考え方をちょっと復習したような形になりました

けれども、実は、この消防団再編の話、これには私は大きく３つの要素があるのではないか

なと考えております。その３つの要素には問題点がおのおのありまして、そういった問題点

を置き去りにしながらの解決は図れないんじゃないかなとも思っております。それは、まず

人の問題、団員の問題と捉えてもいいし、組織の問題と捉えても──人の問題ですね。それ

から装備の問題。先ほどの話にありましたように、例えば、ポンプ車が減らしていけるのか

どうかというのもあるかと思っております。また、資金の問題、今現在は補助金でという回

答も途中でありますけれども、そういったお金の問題も解決していかなければ、皆さん町民

を含めた考え方が一致していかないのではないかなと、平行線をたどったりなかなか結論が

出ていかないのかなと思っております。 

 まず、１番目としての人の問題ですけれども、団員の減少が一番の課題かなと思っており

ますけど、人が減れば、その対象の場所が本当に動いていけるのかという問題点もあります。

そういったところでは、統合とかいろんなことを考えなければいけないのかなという気がし

ますが、消防委員会とか消防団とか、自治会の方の意見を協議しながら進めていく部分かな

とも思いますし、ポンプ車等の装備の問題ですね。装備の問題については、これは技術的な

問題があろうかと思います。場所によってポンプ車が何台いるのかとか、いろんな検討をさ

れないと、一概に統合して４部になったからポンプ車４台でいいんだということにはならな

いのかなという気もしております。 

 また、３番目の資金の問題ですけれども、実際に統合しても、じゃ、お金は今の補助金の

あり方で実際に話がまとまるのかといった問題も結構残ってくるなと。これが一番大きな問

題になってくるのかなと思っております。お金の問題は、町の執行部、また町議会、自治会、

ここら辺が十分議論しないとなかなか１つにまとまっていかないのかなと思っております。

だから、どこに投げかけても結論が出ない。かといって、全ての人が集まって話し合いをし

てもまとまらないというふうな状況じゃないかなと思っております。 

 だから、ここら辺を少し協議しながら、話しながら整理できたらなと私はきょうの質問の

趣旨の大きな流れとしてはそう思っております。 

 まず、消防団員の担い手不足の問題ですが、この点についてお伺いします。 

 (1)、(2)で３、４、５、７部は対象者が少ないと。そういった中で、何とか確保していて、

主に部長や区長が介入して担い手不足の中でも運営しているということが回答されています。
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その点、今は何とか運営できていますけれども、これから先も現状が維持できますかという

ことが私の疑問点です。というのは、そういった状況がないのか、ちょっとそこら辺につい

てお伺いします。 

○議長（品川義則君） 

 熊本総務企画課長。 

○総務企画課長（熊本弘樹君） 

 まずは、この回答の中で１つあるのは、対象者をどの年代に置くのかというのが１つ大き

なポイントになるのかなというふうに考えております。それは、一応今回町長のお答えの中

では、これまでの１つの目安であった35歳前後というところを目安にしたところでお答えを

させていただいておるところでございます。 

 そういった中で申し上げると、やはりそういった若年層の流出というのがございますので、

そういった意味での団員確保が非常に厳しい部分があるということを回答させていただいた

ところでございます。 

 ただし、他市町を見ますと、もう少し高い年齢まで団員として確保していく対象者にして

おるところもありますので、一概には、その部分に関して言うとどうなのかというところが

ありますので、そういった部分については、もう既に四十四、五歳まで団員として入れられ

ているところもありますし、支援団員についてはもう60歳を超えてある方も入ってあるとこ

ろもありますので、そういったところまで含めてくると、少し対象者は広がってくるのかな

というふうに思っています。 

 また、実際の団員の勧誘であったり入っていただく状況については、確かに単独で持って

あるところのほうが非常にやっぱり対象者が少ないというところで厳しい状況にはあります

が、逆に対象者がふえている地区においては、やはり何と申しましょうか、コミュニティ、

地域のコミュニティであったり顔見知りが少ないという部分もあるので、一方では、そう

いった部分でも大きく対象者を抱えてあるところでも問題はあるというふうに捉えておりま

す。 

○議長（品川義則君） 

 桒野議員。 

○４番（桒野久明君） 

 対象者枠を広げての確保を検討したり、または退職年齢を上げたりといったことも考えら
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れる手の一つだとは思いますけれども、そこの上限を例えば上げたにしてもつけ焼き刃的に

なるかなという、根本的な解決策にはならないのかなと。 

 ただし、そういったことも大事なことだろうと私も思います。この対象者が少ない地区の

部長さんや、また区長さんが実際に人集めをしておるわけですけれども、大変な重荷になっ

てきているんじゃないかなと。これから先、そのことがまた続けられるのかなという懸念も

あります。そういった声は上がっていないものかどうか教えてください。 

○議長（品川義則君） 

 熊本総務企画課長。 

○総務企画課長（熊本弘樹君） 

 具体的に厳しい状況にあるというところを直接的に伺っているわけではありませんが、や

はりこれまでの中では、少し定員を下げた部もありますので、今のところはある意味先ほど

の議員の御質問の中にあったように、現状を打開する方法としてはそういった方法もあると

いうところで現状としては対応しているような状況です。 

○議長（品川義則君） 

 桒野議員。 

○４番（桒野久明君） 

 ちょっと具体的な部を出して恐縮なんですけれども、５部を例えば例に出しまして、地域

で今小学生、または幼稚園に通われている子どもが何人いるのか。減っているのかふえてい

るのか。 

 また、今の団員というのは、その対象の年齢に来ているところは、まだ子どもがおったわ

けですよね。そういった方たちが今の状況、ですから、減っておればこの問題はかなり深刻

化していくということが想定されますよね。そういったことで、区域別の人口動態の推移を

見て、これから５年先、10年先、15年先まで見ても、好転する材料というのがあるのかどう

か、ないのか、そこら辺について。 

○議長（品川義則君） 

 熊本総務企画課長。 

○総務企画課長（熊本弘樹君） 

 ここ５年ほどの人口の推移を少し調べさせていただいておりますけれども、そういった中

で申し上げると、やはり仮に35歳前後を対象者と見たときにも、人口の減少というのは先ほ
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ど申し上げたような３部であったり４部、５部、８部については人口減少が続くのではない

かというふうに思っております。それ以外の地区においては、若干人口が伸びておるところ

もございますので、その見通しとして、確かに減少傾向にはございますし、特に余り人口が

ふえていく要因はございませんので、あとはいかに流出をとめるかということになっていく

のではないかと思います。 

○議長（品川義則君） 

 桒野議員。 

○４番（桒野久明君） 

 ６区の丸林地区、上のほうに行ってみても非常に子どもが少ないなと感覚的にも思います

し、女の子が遊んでおったりするような状況でもあるし、彼女たちは結婚して基山に残って

いただければ男性が残りますから、そういった人的確保は場所が変わってもできるかなとい

う気はしますけれども、今の現状の５部がそのまま続いていった場合に、私はどう見ても減

少の地域かなと。となると、確実にこの対象者が少なくなっていくということで、問題点か

なと。今のところ問題点ということで上げさせていただきます。 

 (3)、(4)の実質活動人員の話なんですが、支援団員制度が制定されましたが、夜間の出動

とかそういったことになれば、確かにその制定のおかげで彼らが、要するに経験を持った方

がそこに駆けつけられるということで、いい方向になるのかなと思っておりますけれども、

実際に団員の不足によってポンプ車が出れなかったという状況は今では発生していないと思

いますけれども、駆けつけた昼間の火災で、そこに駆けつけた人員が最低でも４人はいない

とポンプ車が動いていって活動ができないのではないかなという判断もあるわけですけれど

も、もしそのような大変な問題が発生することになると、町民の方の不信感というか出てく

ると思うんですが、そういった問題にはまだないんですけれども、そういったことは今後な

いのかという質問をさせてください。 

○議長（品川義則君） 

 熊本総務企画課長。 

○総務企画課長（熊本弘樹君） 

 まず、私どものほうで消防団のほうとして申し合わせをさせていただいておるのは、まず

火災があったときに積載車なりポンプ車なりを出動するときには最低３名以上乗車すること

によって出動するということで申し合わせをさせていただいております。 
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 そういった中で、平成28年度、29年度、30年度の３カ年間を見てみますと、火災があった

ときに当然３名以下で出動した事例はございませんけれども、３名ちょうどで出た状況にあ

る部は数部あります。ただし、夜間と昼間によっては状況が違うのかなというふうに思って

おります。先ほど申し上げた、その３名で出動した部分というのはやはり昼間の火災であっ

て、夜間についてはそれぞれの部の約半数程度以上が出動しているような状況でございます。 

○議長（品川義則君） 

 桒野議員。 

○４番（桒野久明君） 

 であれば、３名いれば現地にはとにかく行ける。３名の場合に消火活動ができるのかどう

か、どうなんでしょうか。 

○議長（品川義則君） 

 熊本総務企画課長。 

○総務企画課長（熊本弘樹君） 

 まず私ども消防団というのは、やはり一義的には常備消防のほうが一番先に駆けつけて消

火活動を行っておる状況でございますので、そういった部分の後方支援、いわゆる例えば、

防火水槽から常備消防がくみ上げているのであれば、そちらのほうに消火栓などを利用して

補水をしていくとか、そういったことがどちらかというと主の業務になると考えております

ので、そういった部分を考慮すれば、仮に最低人員の３名で出動したとしても、そういった

活動は行えるというふうに考えておるところでございます。 

○議長（品川義則君） 

 桒野議員。 

○４番（桒野久明君） 

 わかりました。もう少し掘り下げていきたいと思いますけれども、９部の今度話をさせて

ください。 

 ９部はけやき台と６区の白坂地区、また桜町、末広地区の合同で運営されておりますけれ

ども、けやき台、あれだけの世帯がありますけれども、けやき台でも人集めは結構厳しい状

況にはあると私はちょっと聞いておるんですけれども、なぜそうなるのかと言うと、二世帯

住宅地ではないから、どうしても子どもが流出していったということで、役場とか勤められ

て残った人が頑張っていただいて、本当に９部が成り立っているなとありがたい思いをして
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おるわけですが、とにかく団員の確保はけやき台でも厳しくなっておると、高齢化しておる

ということですね。なおかつけやき台の場合は、消防団経験者は少ない、基山町で生まれ

育った方に比べると、そこまでの活動に経験がないもので、そういった者ですると、この支

援団員の確保が厳しい状況かなとちょっと思っておりますけれども、そういった問題点とか

いうのはないんでしょうか。 

○議長（品川義則君） 

 熊本総務企画課長。 

○総務企画課長（熊本弘樹君） 

 団員の確保というよりも、もともと９部はけやき台以外の部で編成を、当初そのけやき台

ができるまでは対応していただいておったところでございます。そういった中で、やはりけ

やき台地区も人口がふえる中で、一番近い部はと言ったときに９部であるということで、９

部のほうに入ってきていただいて、現在では逆にけやき台出身の方のほうがほとんどを占め

るような状況になってきていると思っております。 

 そういった状況の中でございますので、やはり先ほどの５部を６区が担ってあるというこ

とで、その６区の５部の問題、それから６区の一部が９部に入っている問題、それからけや

き台４区でかなりの人口を抱えている中で合同で部を編成していると、そういったところも

踏まえて、今けやき台４区の中での議論であったり、６区の中でもそういった部分について

の定員の問題であったりというのは、地区ごとでは少し考えをされておるような状況ではな

いかなというふうに思っております。 

 ただ、具体的に町のほうと最終的な結論を出したということはございませんけれども、そ

ういったところについては少し、それぞれのところで協議をいただいているのではないかと

思っております。 

○議長（品川義則君） 

 桒野議員。 

○４番（桒野久明君） 

 あと、きのうあったような消防の訓練ですね、消防団として、また消防法の中でも訓練の

義務づけがありましてやられていると思うんですけれども、基山町は支援団員の方に入って

いただいて、そういった厳しい部分を担っていただくということになっておるわけですけれ

ども、この支援団員の方を含めた防火技術の維持とか、指示伝達の遵守の面ですね、過去や
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られておりますから、ちょっとやれば感覚的には戻ってくる方とは思います。体力的には落

ちているかもしれませんけれども、そういった方への訓練の必要性というのはないんでしょ

うか。 

○議長（品川義則君） 

 熊本総務企画課長。 

○総務企画課長（熊本弘樹君） 

 まず、支援団員をお願いさせていただくときに、基本的な出動の基準というのをお示しさ

せていただいております。そういった中では、定例については年の半分程度、偶数月、それ

から訓練については秋季訓練、それから春季訓練、それから式典については本人の入退団時、

それから出動は全てでございますけれども、そういったある程度の基準をお示しさせていた

だいております。 

 ただ、そこの部分は基準でございますので、それ以上の部分に実質的には参加をしていた

だいて、いろいろな訓練の場面でも出席をしていただいて、万が一に備えていただいている

というふうな状況でございます。 

○議長（品川義則君） 

 桒野議員。 

○４番（桒野久明君） 

 大変ありがたい活動をしていただいておるなと思っております。 

 １つ、水防のほうの関係で、７月の豪雨災害がありましたけれども、このときに消防団の

果たした役割はどんなことがあって、また、思っていたより果たせなかったなというような

ことが反省点ですけれども、そういったものは消防委員会とか、そういった場で反省の協議

はされたでしょうか。 

○議長（品川義則君） 

 熊本総務企画課長。 

○総務企画課長（熊本弘樹君） 

 まずは昨年の７月の豪雨で申し上げると、亀の甲ため池が決壊するおそれがあるというこ

とで、避難指示等を出させていただきましたけれども、その中では、特に正応寺地区であっ

たりとかが非常に危険性が高まっているということで、そういった部分については、消防団

も含めて各戸を回っていただいて避難の呼びかけをしていただいております。全体的な中で
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申し上げると、これは消防団に限らずでございますけれども、やはり私どもの情報がなかな

か伝わりにくかったというところが全体的な部分での反省でございますので、やはりそう

いった部分についてはいろいろな情報を流すための手段と申しますか、例えば、消防団でい

くと部長クラスとのラインを担当レベルで設定をしておりますので、そういった部分で今の

状況であったり、今後の例えば、予想が出ているときにどういったことに対応してほしいな

どの情報をきちんとやはり流していくことが重要であろうというふうに考えておりますので、

そういった部分について少しお話をさせていただいて、今後消防団員についての情報伝達を

どうやっていくかというところについては少し議論をさせていただいたところでございます。 

○議長（品川義則君） 

 桒野議員。 

○４番（桒野久明君） 

 人的な問題をちょっと上げてきましたけれども、やはり人の不足する区と、今人口増に転

じている区がありまして、そういったところですね、そういった役割の潤滑油的に基山の役

場に勤めている職員が入っておりますので、いずれかの区に入ってやられているんじゃない

かなという気もしていますけれども、そういった再編成に向けての話があれば、近傍の消防

部との横断的な協議、こういったものが人の面では必要かなと思いますけれども、その点は

どう思いますか。 

○議長（品川義則君） 

 熊本総務企画課長。 

○総務企画課長（熊本弘樹君） 

 そういった議論をしていくことになれば、当然横断的に部を越えたような形で協議をして

いくことになると思います。 

 前段で御質問をされました本町の職員につきましては、特に町外の職員については、日中

の火災については特に対応できるということもありまして、本部のほうに籍を置いておる職

員が数名おるところでございます。 

○議長（品川義則君） 

 桒野議員。 

○４番（桒野久明君） 

 あと、残された装備についてですけれども、装備については、統合できるかどうかという
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のはやっぱり最低のポンプ車なり積載車が必要だと思うんですね。山の中で火災があったと

いうときには水源地から遠いといった場合は後方支援の距離が長くなっていくということで、

部の数の数字まで減らせるのかというのは、町長が発言した中でちょっと疑問が残る部分な

んですけれども、格納庫が統合したから１棟で済むのかとか、そういったものにもかかわっ

てくるわけですけど、そこら辺というのは今の装備は足りているのか足りないのか、部の数

関係なくにしてどういった状況でしょうか。 

○議長（品川義則君） 

 熊本総務企画課長。 

○総務企画課長（熊本弘樹君） 

 現状を見てみますと、各地区にほぼ面積的に言うといい形で装備そのものは配置ができて

いるのではないかというふうに思っております。 

 ですから、そういった意味も含めますと、やはり今の制度をどのように持続可能なような

形にしていくのかというところを私どももきちんと考えて、やはり消防団を含めたところの

合意形成をしていくかということになるのではないかというふうに考えております。 

○議長（品川義則君） 

 桒野議員。 

○４番（桒野久明君） 

 多分私は、９部が４部になる。４部になったらそれだけ装備の数が減らせるのかというの

は少し疑問がありまして、ちょっとそういった質問をさせていただきました。というのは、

統合したり再編成したときには、１つの部、合体した部に格納庫が２つあったりすることに

なる可能性はあるなとちょっと思いましたので、そういった質問を入れました。 

 今また９部の話をいたしますけれども、白坂地区で現在格納庫が踏切の近くのコーナーの

ところの狭いところにあるんですけれども、この場所は、長崎街道でけやき台のなかったこ

ろでは、あの地区の中心部であっただろうと思うんです。それがけやき台ができて、それを

包含して、13区、桜町の付近まで包含して、あそこが担ってやっておると。確かに中心部分

にあるわけですけれども、道が狭い。現在みたいな積載車が通る道としてはちょっと狭いな

と。地震災害があった場合にポンプ車が出られないような状況になったらもうまずいわけで

すね。そう考えると、家屋が結構接近しているから踏切の方向に出て桜町のほうに行ったり、

出ることはできるのかもしれませんけど、立地的には余りいい場所じゃないんですね。統合
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を例えば、しようとした場合でも、あの場所では私はないと思っております。なおかつ駐車

場の問題、緊急指令が出て出動したのに、車で行かないと誰かに送ってもらうというふうな

格好にはなりませんので、これも前回の質問の中にある格納庫の付近に駐車場がない場所、

トイレがない場所もあります。こういった不都合が出てきて、消防団の方に迷惑をかけてい

る状況だと思うんですが、そういったことはどう把握していますでしょうか。 

○議長（品川義則君） 

 熊本総務企画課長。 

○総務企画課長（熊本弘樹君） 

 まずお答えする前に、先ほどの桒野議員の質問の中で、全体を、例えば、町内を４つに分

けたときでも複数の格納庫が存在するということを少し言われたと思いますけれども、仮に

４部で再編成をするといったときにはあくまでも町が全部費用を持って格納庫を建て直すと

いうのが基本的なスタンスになっていくと思いますので、そういったときには、４地区に分

けるのであれば４カ所、その積載車についても４台で対応し、これはその地区を４というこ

とで例えばということで言わせていただいていますけれども、各部に１台という基本的なス

タンスで行っていくと思います。 

 あと、９部のお話でございますけれども、確かに駐車場の問題というのが１つあります。

これは９部だけではなくて、ほかの部でもいろいろと上がっている部分もありますけれども、

現状として、その９部の格納庫そのものについてはそう古いほうではございませんし、出動

そのもの自体に影響があるようなことはないというふうに思っております。 

 先ほど申し上げたような、例えば、５部の再編であったり、５部を含めた６区、けやき台

地区の再編であったり、そういったときに、例えば、そうしたときに格納庫の移設問題が出

たときにはそういったところの中で議論をしていただいて、もう最終的には、できる限り用

地とかで言えば、町有地で少し利用できるようなところがあれば、そういったところも検討

しながら実施していくということになるのではというふうに考えております。 

○議長（品川義則君） 

 桒野議員。 

○４番（桒野久明君） 

 ここで町長に再度質問を申し上げます。 

 統合や再編の協議を進める場合に、どうしても人とか台数的な問題は、技術的な問題とか
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そういったことですから、協議していけば本当に必要な数というのは、再編したときの数と

いうのはある程度協議して進められる部分ですが、そのお金ですね、お金が今個体でいただ

いておりますけど、補助金制度でなっております。これが一番私は行政区の中ではネックに

なってくるのかなと、話がですね。 

 町長が６月議会のときでは、まず協議してくださいよと、誰か音頭をとって話を進めてく

ださいよという話がありましたけれども、確かに行政のほうで、要するに町のほうで４つっ

て団子を切ったような、まんじゅうを切ったような形には、これはやっぱり人の話し合いで

すからできないと私も思っております。ですると、統合とか、今先ほどから６区の話、９部

と５部の話ですね。これが実はほかの区でもやろうと思ったらできる話かなと。進められる

場所でそういった再編成なり統合の話が進んでいくのであれば、少し数はおさまっていくの

かなと。そういった議論をしていきたいし、そういった議論のしやすい形をぜひとも町長に

は音頭をとってもらって、お金の問題を解決してもらって、私は、その６月の時点で鳥飼議

員が述べられた、いや、町で整備すべきじゃないかという話に賛成なんですね。そういった

方向性を示していただければ話は進んでいくのかなと思うんですが、町長はその点はどう思

われますか。 

○議長（品川義則君） 

 松田町長。 

○町長（松田一也君） 

 まず順を追って段階的にやっていくという話については大賛成でございます。だったらま

ず、じゃ、５部と９部の合体で、場所は５部でやるというのがまず何も変えない方法として

は一番リーズナブルだというふうに思いますが、これが案として成立するかどうかという話

ですよね。 

 ちょっと乱暴に言うと、今２部で11区と１区でやられていますけど、それに３部も一緒に

して、３区で合体して３部でやれないのかというようなこととか、そういうのはどんどん

やっていったらいいと思うんですよね。むしろ私の地元の７部とかが非常に離れたところに

あるので、どこと合体するんだみたいなそういう物理的な問題であったり、それから４部は

やっぱり昔から御神幸祭を初めとした独自性をお持ちのところなので、そういったところが

ほかのところとはやりにくいとか、そういう一個一個の話があると思いますので、そういう

意味で言うと、５部、９部が合体して１つになるというのであれば、それは非常に私はいい



- 88 - 

ことだというふうに思います。そのときに新しいあれを建てるんじゃなくて、どちらかで今

９部がまずいのであれば、５部のほうで、もし手狭だったらそれを広げるとかいうことはあ

るかもしれませんし、そういう感じで順次話を進めていけばいいんではないか。そして、４

つないし５つ、本部入れて５つという形になったスタートになってからは、逆に言えば町が

全部やっていくというふうに変えていくというのが今私の頭の中では。ただ、頭の中と実際

の動きというのはそううまくいかないところが難しいところなので、そういうことを今でも

話を聞きながら思った次第でございます。 

○議長（品川義則君） 

 桒野議員。 

○４番（桒野久明君） 

 確かに、その話の中でいろんな問題が出てきて、それを一つ一つこなしながらでないとい

けない部分もあるのかなと。なおかつ、その中で私がお金の問題が一番ネックですよと申し

上げたのは、やはりけやき台でも４つの行政区があって、６区があって13区がおると。各行

政区で格納庫とかそれを維持するためにどれだけのお金を予算的に蓄えているのかと。多分

蓄えてはいないと思うんですね。公民館の場合は、自分ところの自前のもので必ず建てかえ

たりするときお金が要るというのはわかっていますから積立金をやったりしておりますけれ

ども、格納庫までは頭にないんじゃないかなと。そこら辺調べていただければ、各区長さん

の事情が見えてくるのではないかと思うんですが、そこら辺を一人一人というか、１区ごと

に腹づもりがあって、そこを腹を割っての話じゃないとなっていかないかなと。 

 先ほど町長が言われる５部の場所は境内があって駐車場もありますし、そういった意味で

は車でぱっと出ていって、私は５部のほうになっても──考え方のあれですけれども、そん

なに時間的ロスがなくて車が置けたらぱっと出動が可能かなと。ただ、１台でいいのか２台

にせないかんのかという問題で、またお金の問題、土地の問題出てきます。 

 そういったことを含めて、町の中で議論が進んでいくことが私は大事だろうと思いますの

で、そこには町の力もお借りしたいし、もうそういった形にある程度進むようになったら金

出せるよということであれば出していただきたい。 

 鳥飼議員が６月の時点では町長の判断、心づもり一つですよと、期待していますと、私も

期待しております。そういったことができるのは松田町長しかいないかなと私も思っており

ますし、この問題をぜひとも解決のほうに進むように前向きに動いていっていただきたいと
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思いますが、町長どうでしょうか。 

○議長（品川義則君） 

 松田町長。 

○町長（松田一也君） 

 繰り返しになりますが、段階的にやっていかなければいけないと思っていますので、最終

系を描きながら、まずは１つずつやっていくのが肝要かと思いますので、そういう意味では、

きょう御提案があった５部と９部の話というのは、１つのまずは試金石になるんじゃないか

と思いますので、まずそこをどうやれるのかというのを関係の区の皆さんとの話し合いをす

る必要があるのではないかなというふうに思っているところでございます。 

○議長（品川義則君） 

 桒野議員。 

○４番（桒野久明君） 

 ぜひとも、多分この統合の話は全くゼロではなくて、その６区、けやき台の中では少し話

は区長さんの中ではしているのかなという気もいたしております。ただ、確証はありません。

私もそういった中に入って、そういったものが少しでも進められて、統廃合、その他そう

いったものが進んでいけば、町全体に広がっていく動きになるのかなと思っておりますので、

ぜひ協力をお願いしたいと思っております。 

 ２項目めのけやき台北部公園のグラウンド整備について質問いたします。 

 (2)の維持管理面ですが、北部公園のウェブサイトの口コミでグラウンド整備がいまいち

ということがぱっと目に入ったことがあるんですね。ちょっとどこで開いたときとか、口コ

ミの欄であったんです。町はグラウンドゴルフなど多目的に使える広場としてウェブサイト

には町の紹介で上げております。 

 そういった現状がありまして、今回の質問の中で、グラウンドの面の整備については答え

られていません。照明の部分とかそこら辺は上げていますけれども、現在そういったグラウ

ンド面の整備はどういうふうなことをやっていますでしょうか。 

○議長（品川義則君） 

 古賀建設課長。 

○建設課長（古賀 浩君） 

 公園におきましては、利用に支障がない部分を維持管理で当然させていただいております。
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あと、全面的なグラウンド面の整備等はこういった湧水処理で全部泥を入れかえるというこ

とは行っておりませんが、ただ、必要に応じてはそういう暗渠管とか、そういった内容で利

用がしやすいような形の維持管理をさせていただいております。 

○議長（品川義則君） 

 桒野議員。 

○４番（桒野久明君） 

 このけやき台の北部公園は、春は桜が非常に今きれいです。ぜひとも町内の方は来て見て

いただきたいなというほどの場所で、なおかつ基山町も周辺の散策路の整備とか、その合い

中の草刈り等をやられております。 

 非常に環境のいいところで散歩ができたりしているのかなと私は思っておりますけれども、

残念ながら、このグラウンドの面が夏場になるともう20センチ、30センチ伸びる草があるん

ですね。グラウンドゴルフはとてもそういう状況ではできませんので、若いときからあそこ

草が生え出したら、梅雨明けの時期ぐらいで球を転がす範囲、２メートルぐらいのフェアウ

エーですか、要はそこを手作業で草をむしって整備をしていると。だから、一生懸命本人た

ちも何団体かありますけれども、そういったところは一生懸命草をとってやっていました。

ただ、高齢化していると。やはり二十数年たちますので高齢化している。草刈りも去年はも

うとても暑くて草刈りができんということで、それを断念したということで、冬場になると、

基山町も草も刈った形で、それからあんまり入りませんので、冬場はグラウンドゴルフ場と

しては非常にうまくいっているんですね、使用できています。 

 だから、今行くと結構正確なショットができる状況にあります。そういったことなんです

が、できたら草の生えないような、そこまではできないにしても、年に１回、一番厳しいと

きに機械を使っての除草とか、生えないような工夫ができないものかなと思いまして、建設

課長にその点をお伺いします。 

○議長（品川義則君） 

 古賀建設課長。 

○建設課長（古賀 浩君） 

 現在の管理といたしましては、業者に年２回お願いをし、そのうちまた当然合間に草の伸

びが変わりますので、そこはまた職員なり直営でポイント的な除草をさせていただきまして、

広場として十分使えるような管理を考えておりますので、今後もそのような基本があり、ま
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たそういった状況に応じた対応をさせていただきたいと思っております。 

○議長（品川義則君） 

 桒野議員。 

○４番（桒野久明君） 

 ３年ほど前だったと思うんですけれども、指定管理業者が動いて、町営グラウンドとこの

北部公園を何かかきならしたんじゃないかと思うんですけど、草も切れて、なおかつ転圧か

けておりましたから非常にきれいな時期があったんですね。グラウンドゴルフやっておって

もみんなが喜んだ時期があるんですけれども、残念ながらそれは毎年やられていることでは

なかったんですが、町営グラウンドに対しても何というか、雨でできたでこぼこの部分まで

きれいになってイレギュラーがなくなったりしていたんですけれども、そういったことがで

きないのかなと１つは思って、この質問をしております。 

 ぜひとも検討していただきたいということと、あと、要望みたいに言って申しわけないん

ですけれども、今高齢化しておるわけですけれども、グラウンドゴルフは盛んにやっており

ます。ただ、高齢化したために、あそこにはトイレがないんですね。上に上がると北部公園

入り口ということで、四丁目が管理してトイレがあります。若いときにはそう違和感なかっ

たんですね。ただ、高齢化していっているがために、あそこまでもなかなか歩いてすっとは

行けない状況、若い人やったら５分もあれば行くんですけど、お年寄りになると10分ぐらい

かかると。せっかく一生懸命スポーツをしながら健康寿命を伸ばす形に頑張ってやっておる

もので、そこら辺少し調査されて検討してもらえないかという気持ちがありますが、そこら

辺、建設課長どう思われますか。 

○議長（品川義則君） 

 古賀建設課長。 

○建設課長（古賀 浩君） 

 まず、公園については、町のほうも多く管理をしておりますので、それに対して、そう

いったトイレ等の配置ができるかというのは非常に難しいものがあろうかと思います。 

 ただ、今言われたようなグラウンドを利用される部分での利便性ですね、これについては

調査をしながら、そういった財政的に非常に負担の多いものは別といたしまして、広場の利

用促進につながるようなことをまた調査して考えていきたいとは思います。 

○議長（品川義則君） 
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 桒野議員。 

○４番（桒野久明君） 

 じっとあそこで見れる日があったら、ちょっと観察してもらえば、男の人はやぶの中に

入っていってやっております。あそこマムシがおる場所があるんですね、棲息地が。非常に

危ないんじゃないかなという気もしますし、男性の方は比較的それができるんですけど、女

性はもう全然全くできないという状況ですので、それとなくあそこでグラウンドゴルフをや

られておる人たちと話をすると、そこら辺の声が聞こえてくると思います。私は十分聞いて

おりますので、そういったことをちょっと調査されて、予算面の中で検討していただければ

と思っております。 

 安心・安全のまちづくりや高齢者に配慮したまちづくりは、町長も頑張っていろんな施策

を打っていただいております。そういったことで、解決策がちょっと遠い消防団の問題は早

急にはやっぱりいかない部分もあるかなとは思いますけれども、まず行政区任せではなくて、

行政区任せでは進展しない部分もありますので、そういった根っこを断ってもらって、何と

か各団体との協議を深めて議論して、今後、特に消防の問題については前向きに進めていけ

たらと思いまして、きょうの一般質問を終わります。 

○議長（品川義則君） 

 以上で桒野久明議員の一般質問を終わります。 

 ここで午後１時まで休憩いたします。 

～午前11時59分 休憩～ 

～午後１時   再開～ 

○議長（品川義則君） 

 休憩中の会議を再開します。 

 次に、大山勝代議員の一般質問を行います。大山勝代議員。 

○11番（大山勝代君）（登壇） 

 皆さんこんにちは。11番議員の大山勝代です。どうぞよろしくお願いします。傍聴の方、

お忙しいところお出かけいただきまして、どうもありがとうございます。 

 今回の私の質問は、１、性的マイノリティーの人たちへの理解と保障について、２、安

心・安全のまちづくりについての２項目です。 

 １項目めについては、さきの６月定例会、久保山議員がこの質問をされています。その上
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に立って質問をします。 

 ２項目めについては、さきに私たちが行った町民アンケートの結果に基づいて、特に、防

犯灯とカーブミラーの設置についての質問です。 

 さて、それでは、具体的に項目を述べています。 

 １、最近、ＬＧＢＴ関連のニュースをよく目にします。やっぱりここは説明が要るかなと

思っています。Ｌとはレズビアン、それから、Ｇがゲイですね。それから、Ｂがバイセク

シュアル、それからもう一つ、Ｔはトランスジェンダーで性的マイノリティー。私たちは、

男女２つにぱっと分かれる、そういう感覚で依然来ましたけれども、そうではない。今の流

れの中で、その意識をはっきりと私たちが持った上でいろんなところで事に当たっていかな

ければいけないというそういう意味で、今とても大きなニュースで、いろんなところで

ニュースを目にします。 

 ことし１月、電通が行った調査で、性的少数者に該当する人が8.9％に上がったと発表し

ました。計算したら11人に１人、何らかの形で生きづらさを抱えている人ということです。

これは、３年前の調査が7.6％、それからすると1.3％もポイントが上がったということです。

ポイントが上がった理由はそれぞれあると思いますが、例えば、一概には言えませんけれど

も、基山町に当てはめたときに、機械的にですよ。それは、例えば１万7,000人で8.9％とい

うことは、何らかの形で1,500人ほどの方が、基山町にも大なり小なりいらっしゃるという

計算になると思います。私たちの周りにはそんな人おらんと思われているかもしれません。

私もそうでした。だけれども、よく考えてみたら、現職のときに、この子はねというそうい

うのを後で思い出します。今も知人で、もうちゃんとカミングアウトされている方を知って

います。そういう意味では、さまざまな理由で表面には出していないけれども、ＬＧＢＴの

人の生きづらさ、そういうのがあるという現状をきちんと踏まえていかなければならないと

思います。 

 それでは、１つ目の質問です。 

 久保山議員ごめんなさい、何回も名前を出しますが、久保山議員の一般質問の後、町とし

てどういう取り組みをなされたか、教えてください。 

 ２つ目、御承知のように、日本では同姓間の結婚は認められていません。しかし、同姓婚

を合法化する流れ、欧米を中心に広がっています。日本は、そういうことに対しておくれて

います。日本がおくれているから、各地方自治体がパートナーシップ条例等の制定、その制
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定をするところが広がりつつあります。前回の６月時点では、町長は７番目にはならないと

おっしゃいました。現在は12自治体に上っています。基山町として、いずれ導入しなければ

いけないということになるかと思いますが、現在の見解を教えてください。 

 ３つ目の質問です。 

 日常のいろんな場で、これまで男女別が当たり前という意識から、生きづらさを抱えてい

る人が周りにいるのではないかとの意識転換、誰にでも必要です。いろんな場を想定して、

町としても取り組めるものは何だとお考えでしょうか。 

 ４つ目、教育長に質問です。 

 文部科学省から「性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ細かな対応等の実施につい

て」という通知がなされています。これまで学校現場では、そのことでどういう改善をなさ

れたでしょうか、お尋ねします。 

 ２項目めです。 

 安心・安全のまちづくりですが、防犯灯とカーブミラーの設置について限定的にお尋ねを

します。 

 (1)平成28年度から平成30年度の３カ年間、それぞれ何基ずつ設置されましたか。 

 (2)設置の基準はどうなっていますか。 

 最後ですが、(3)町の人から、ここにつけてほしいという要望があったとき、どのような

道筋で実現するのでしょうか、お尋ねします。 

 これで１回目の質問を終わります。 

○議長（品川義則君） 

 松田町長。 

○町長（松田一也君）（登壇） 

 大山勝代議員の一般質問に答弁させていただきます。 

 １の(4)を教育長のほうから、それ以外を私のほうから答弁させていただきます。 

 １、性的マイノリティーの人たちへの理解と保障をということで、(1)平成30年６月定例

会でＬＧＢＴについて一般質問をされたが、その後、町はどのような取り組みを行ったかと

いうことでございます。 

 平成30年10月19日に、町議会議員及び行政職員を対象にした研修を行いました。その中で、

ＬＧＢＴをテーマにした講演を受け、理解を深めたところでございます。また、平成30年12
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月執行の佐賀県知事選挙から、投票入場券への性別記載欄を削除いたしました。 

 (2)パートナーシップ制導入に対して、町としての見解を示せということでございますが、

パートナーシップ制度は、自治体における性的マイノリティーの方々への支援の一つとして

実施されているものであると認識しております。今、12自治体が実施されていると思ってお

りますが、しかしながら法的な拘束力がなく、遺産相続や所得税控除などで法律上の配偶者

と同等の扱いを受けられるものではない等々あり、13番目の自治体としての制度の導入は現

段階で考えていないところでございます。 

 つけ加えると、ＬＧＢＴの中でも性同一性障がいはやはり対応をこれから迫られる期間が

来ると思うので、これにつきましては、後でまたいろいろ議論があると思いますが、考えて

いく必要があるというふうな、これは町というよりも、私の個人的な見解を持っているとこ

ろでございます。 

 (3)先進自治体の取り組みにならって、現時点で町として取り組めることは何があるかと

いうことでございますが、適切な情報を得る機会を持たないことが、誤解や偏見につながっ

ていくことになりますので、正しい知識の普及や偏見、差別の解消を目指した啓発活動が必

要であると考えております。 

 そのため、先進自治体の取り組み等を参考にさせていただきながら、まずはホームページ

等でＬＧＢＴについて掲載することで、より多くの方に知っていただき、理解を深めていた

だくことからだというふうに考えているところでございます。 

 大山議員、身近な方にそのお知り合いがおられるということだったんですけど、私は残念

ながらそういうところがないので、いまいち想像力にかける部分があるというのは正直なと

ころでございます。（「基山でもあります」と呼ぶ者あり）もちろん、基山の方。（発言す

る者あり）はい、基山の方以外も含めて、親しい人でそういう人を存じ上げていないので、

若干、私自身の想像力が欠けているところも当然あると思いますし、これから一緒に勉強し

ていきたいというふうに思っているところでございます。 

 ２、安心・安全のまちづくりについて（防犯灯・カーブミラーの設置）について。 

 (1)平成28年度から平成30年度で、各年度、それぞれ何基ずつ設置されたかということで

ございますが、防犯灯につきましては、平成28年度が12基、平成29年度が10基、平成30年度

２月末現在で12基設置しています。 

 カーブミラーについては、平成28年度３基、平成29年度４基、平成30年度２月末現在で１
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基設置しているところでございます。 

 (2)町として設置の基準はどうなっているかということでございますが、防犯灯につきま

しては、基山町防犯街灯設置基準等に関する要綱にその基準を定めています。 

 カーブミラーにつきましては、道路改良工事の場合は、全国的な指針となります道路反射

鏡設置指針により設置を検討しています。また、地元要望により設置する場合は、地域の道

路事情によりさまざまなケースがありますので、各地域情報と現地調査を行い、交通量や車

両通行速度などの実情を調査し、設置の判断をしているところでございます。 

 (3)町民の設置の要望は、どのような道筋で実現するのかということでございます。 

 防犯灯につきましては、まず、基山町防犯街灯設置基準等に関する要綱に基づき要望する

区の区長から、基山町防犯街灯設置・修繕申請書を提出していただきます。その後、現地調

査の結果に基づいて適当と認めた場合は町が設置することとしているところでございます。 

 カーブミラーの設置につきましては、まちづくり提案により設置提案を受けております。 

 手続の流れでは、提案を受けまして現地の調査を行います。調査では、交通量や車両通行

速度及び視認状況を把握します。設置の有無については調査結果により検討し、文書で回答

を行います。このとき、提案者へ内容説明も行っているところでございます。 

 以上で１回目の回答を終わらせていただきます。 

○議長（品川義則君） 

 大串教育長。 

○教育長（大串和人君）（登壇） 

 １項目めの４番目、(4)についてお答えをいたします。 

 文部科学省からの「性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ細かな対応等の実施につい

て」の通知の後、学校現場の改善はあったかというお尋ねですが、性同一性障がいに係る対

応に関して、基山中では研究授業で取り組むなどして教職員の共通理解を図っています。 

 今後はＬＧＢＴだけではなく、人間関係の悩み、体の悩みなどについても、児童・生徒が

相談しやすい体制を充実させていきます。 

 性同一性障がいの案件が表出した際の対応では、服装や更衣、トイレの配慮などが各学校

でできるように取り組んでいます。 

 以上、お答えといたします。 

○議長（品川義則君） 
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 大山議員。 

○11番（大山勝代君） 

 済みません、私の都合で２つ目の項目から質問させてください。 

 安心・安全のまちづくりの防犯灯とカーブミラーの設置についてです。 

 初めにも言いましたように、私たち日本共産党町議団、昨年末、町民の方にアンケートを

お願いしました。その中で、道路など改善してほしい箇所を訪ねましたが、ガードレールと

か、カーブでの速度制限をしてほしいとか、そういう要望も幾つかありましたが、特に、防

犯灯とカーブミラーの設置の要望が多かったので、このことについてまとめてお尋ねをした

いと思います。 

 先ほど、防犯灯は区長からの申請、それから、カーブミラーはまちづくり提案でというこ

とですが、同じではないのですね、別の形。 

○議長（品川義則君） 

 古賀建設課長。 

○建設課長（古賀 浩君） 

 まちづくり提案は、行政組合長なり、そういった方でも提案できるようになっております

ので、地域からの提案ができる形になると思います。 

 区長の場合は、そういった地域が区長にお話をされてというところもあるかと思いますの

で、一応まちづくり提案という形は、そういったいろいろな方が提案できるという仕組みで

ございます。（発言する者あり） 

○議長（品川義則君） 

 同じなのかどうか、違うのかを答弁をお願いします。古賀建設課長。 

○建設課長（古賀 浩君） 

 提案と同じところはありますが、あくまでも提案とは分けております。 

○議長（品川義則君） 

 熊本総務企画課長。 

○総務企画課長（熊本弘樹君） 

 まず、防犯灯に関しましては、一昨年、基準等を定めたときに、設置に関しては町が行い

ますけれども、設置後の費用負担の関係で、電気料等については区のほうで御負担をいただ

くようにいたしております。そういった意味から、区の中で合意形成が出たものについて御
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希望をいただくということで、区長の申請ということにさせていただいております。 

 一方、カーブミラーについてはまちづくり提案で行っておりますので、区長であったり、

行政組合長であったり、一個人であったり、ケースはそれぞれでございますので、その要望

の方法は違うというふうに認識をいたしております。 

○議長（品川義則君） 

 松田町長。 

○町長（松田一也君） 

 きちんと説明をすると、片や、そういう要綱、決まりがあるやつ。防犯街灯はちゃんと決

まりをつくっていると。ただ、ほかのいろいろなものについては、全部に決まりをつくるわ

けにはいかないので、それはまちづくり提案で提案していただくことになっていて、カーブ

ミラーもその一つであるという、そういう御理解で考えていただければと思います。 

○議長（品川義則君） 

 大山議員。 

○11番（大山勝代君） 

 よくわかりました。ありがとうございます。 

 私たちに要望が寄せられた設置箇所、それが両方とも10カ所程度あったんです。それを、

防犯灯についてはそれぞれの10カ所の区長が認識をして、地元の方の要望で区長とのつなが

りがきっちり合った上で、区長が言わなければいけないということですよね。 

○議長（品川義則君） 

 熊本総務企画課長。 

○総務企画課長（熊本弘樹君） 

 防犯灯に関しましては、そういった手続を踏んでいただくのと同時に、設置に関しての一

定のルールを決めさせていただいておりますので、区長のほうで御要望をいただいた箇所が

そういった基準に適合されているかどうかを判断されて申請をしていただくことになるとい

うふうに考えております。 

 カーブミラーのほうは、やはり同じように現地を見ていただいて、客観的な判断をされて、

御要望をされるかというところを、区もしくは行政組合で判断されるのではないかというふ

うに考えます。 

○議長（品川義則君） 
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 大山議員。 

○11番（大山勝代君） 

 とにかく、両方ともやっぱり区長を通したほうがいいというのは何となくわかりますが、

町の人の意見で、区長が割と積極的にプッシュをされるというかな、そういうところは早く

つくと。こっちで私たちはちょっと、暗くてどうも不安なんだけれども、言うたっちゃ何か

動いてくれんと、そういう不公平感が町の人にあるんですけれども、それはどんなですか。 

○議長（品川義則君） 

 熊本総務企画課長。 

○総務企画課長（熊本弘樹君） 

 まずは、この防犯灯に関して言うならば、客観的な基準を要綱ということで定めています

ので、この要綱については公開も当然しておりますから、住民の方もごらんいただけると思

います。 

 そういった中で、その客観的な基準に該当している分は区長に言っていただければ、あと

は極端な話、事務的に要望を上げていただくだけでございますので、そういった懸念はない

のではというふうに私どもは考える次第でございます。 

○議長（品川義則君） 

 大山議員。 

○11番（大山勝代君） 

 ですから、それを言われた方は、そういう不公平感があるので、町が主導権を取ってして

ほしいというような希望みたいでした。だけれども、そこはその方にもお伝えして、そして

区長と協力をしていただければということは私も思います。 

 どっちとも十数件の設置要望があるのですけれども、過去３年、ことしも含めて３年間、

防犯灯のほうは10基前後、10基以上で、カーブミラーがとても少ないのですが、カーブミ

ラーは余り必要でないとは思いませんが、なぜこう差があるのでしょうか。 

○議長（品川義則君） 

 古賀建設課長。 

○建設課長（古賀 浩君） 

 まず、カーブミラーにつきましては、今回新設ということでしておりますが、修繕等はし

ておりますので、それを入れると合計で８基とかにはなってまいります。ただ、新設につき
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ましては、道路改良をするときには、ほぼそういったのを検討しておりますので、あとは地

域の宅地が新たにできたとか、そういった状況の変化に基づいた提案でさせていただいてお

ります。 

○議長（品川義則君） 

 大山議員。 

○11番（大山勝代君） 

 いずれにしろ私は、例えばみやき町なんかを夜通るときと基山町を通るときを比べたら、

基山町のほうがはるかに明るいというふうには思うんですよ。だけれども、地域に住んでい

る方はここに設置をしてほしいという要望があるので、これからも推進していただきたいと

いうことでこの項目の質問は終わりたいと思います。 

 それで、ＬＧＢＴについてです。 

 ＬＧＢＴの研修、先ほど言われましたが、あれは私も参加したんですよね。だけど、あの

ときは少ない時間で個々に理解を深めたとおっしゃいましたけれども、そこまでは至ってい

ないのではないかと私は思いますが、あれで十分だったとお思いでしょうか。 

○議長（品川義則君） 

 熊本総務企画課長。 

○総務企画課長（熊本弘樹君） 

 研修そのものが１回で十分だとは私も思いません。そういった中で、６月以降の取り組み

としてどうだったのかという御質問をいただきましたので、その間に行いましたのがその研

修でございましたのでそういったお答えをしたわけで、１回の研修で全ての理解が深まった

というふうには私も考えてはおりません。 

○議長（品川義則君） 

 大山議員。 

○11番（大山勝代君） 

 あれは、例年行われる同和問題研修会の一環でしたからね。やっぱりＬＧＢＴに特化した

研修会を今後していただきたいと思うのですが、その予定はございますか。 

○議長（品川義則君） 

 熊本総務企画課長。 

○総務企画課長（熊本弘樹君） 
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 ＬＧＢＴにしても、同和問題にしても、一つの人権の啓発の課題だと思っておりますので、

そういった中の一つとして推進をしていく必要があるというふうに思っております。 

 具体的に、ＬＧＢＴに特化した研修会を来年度予定しておるかというと、今のところ具体

的な予定はいたしておらないところでございます。 

○議長（品川義則君） 

 大山議員。 

○11番（大山勝代君） 

 アバンセなどがそういう企画をされているのを目にしますので、基山町でできなかったと

き、よそでこういうことがあるというような情宣をこれからはしていただきたいと思います。 

 先ほど課長も言われましたように、１回で理解が深まったとかいうことはあり得ませんの

で、全職員、それから管理職が特にですけど、研修を今後考えてほしいと思います。 

 ところで、総務企画課で相談体制はどうなっていますか、教えてください。 

○議長（品川義則君） 

 熊本総務企画課長。 

○総務企画課長（熊本弘樹君） 

 総務企画課のほうでは、人権行政相談を担当しておりますので、もし仮にそういった御相

談等がございましたら、まずは人権委員の皆さんのほうにおつなぎをして相談をしていただ

くということにしておるところでございます。 

○議長（品川義則君） 

 大山議員。 

○11番（大山勝代君） 

 行政相談というのは（発言する者あり）もちろん、うん。（発言する者あり）法務関係…… 

○議長（品川義則君） 

 もう一度説明を詳しく受けますか。大山議員。 

○11番（大山勝代君） 

 はい。 

○議長（品川義則君） 

 熊本総務企画課長。 

○総務企画課長（熊本弘樹君） 
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 まず、ＬＧＢＴが人権に関することということでの御相談をいただくようであれば、人権

行政相談員の中の人権のほうの相談員がいらっしゃいますので、そちらのほうにおつなぎを

して御相談を受けていただくようにしておるということで申し上げました。 

○議長（品川義則君） 

 大山議員。 

○11番（大山勝代君） 

 何か小さいところを突くようですけれども、おつなぎをしてとおっしゃったのは、総務企

画課の中のあのメンバーの中にはいらっしゃらないということですか。 

○議長（品川義則君） 

 熊本総務企画課長。 

○総務企画課長（熊本弘樹君） 

 まず、おつなぎをするということは、一義的に御相談を受けて、適切な場所につなぐとい

うことでございますので、真っすぐに何か、それはＬＧＢＴですからこっちですみたいな話

ではなくて、あくまでも一義的なまずの御相談はうちのほうで受け付けをさせていただいて

おりますけれども、私が参ってから、ＬＧＢＴに関してそういった御相談を受けたという実

績はございません。 

○議長（品川義則君） 

 大山議員。 

○11番（大山勝代君） 

 今まではそうだったでしょうけれども、今からは、精通した方がいらっしゃらなければい

けないのではないですか。 

○議長（品川義則君） 

 熊本総務企画課長。 

○総務企画課長（熊本弘樹君） 

 何回も繰り返すようでございますけれども、このＬＧＢＴに関してもやっぱり一つの人権

的な部分でございますので、それに特化した専門員ということよりも、やはり広く御相談を

きちんとした形で受けさせていただいて、それを的確な次の相談や手続などにおつなぎする

ことが非常に重要なことではないかと私は考えております。 

○議長（品川義則君） 
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 大山議員。 

○11番（大山勝代君） 

 そしたら要望として、今からそういう方が窓口に来られるだろうという想定をした上で、

適切な対応をしていただくようにお願いします。もしこれが、対応が間違ったらとんでもな

いことになります。 

 全国的な事例を見たら、ＬＧＢＴの方の自殺率がとても高いんですよね。そして、今度判

決も出ていましたけれども、自殺をされた方の補償ができないということで、余り気にせず

に、アウティングといいますか、本人は、この人には言うたけれども、まだ全体に公表する

段階ではないと思っとるときにぽんと出てしまって、大変なことになるということも事例と

してたくさんありますので、配慮をよろしくお願いします。 

 それでは、次です。 

 佐賀県知事の選挙で、投票入場券の性別欄の記載を削除されたということですが、私はそ

れを気づかないまま投票に行っていますが、これは一つのスタートラインで、よかったなと

思っています。 

 そこで質問ですけれども、性別欄を記入する行政文書はいっぱいありますけれども、今ど

のくらいありますか、無理ですか。 

○議長（品川義則君） 

 熊本総務企画課長。 

○総務企画課長（熊本弘樹君） 

 現時点で今、即答することはできません。（「100以上、下」と呼ぶ者あり） 

○議長（品川義則君） 

 正確な数字じゃないとだめなので、質問を続けてください。大山議員。 

○11番（大山勝代君） 

 済みません。先ほど、12番目の自治体があると言いましたけれども、堺市です。ここは、

2005年から、全て性別記入欄が必要な文書を検証されたのだそうです。その上で、147件の

記入を申請書等から削除されている経過があります。ちょっと揺り戻しはあったようですけ

れども。 

 お忙しいとは思いますけれども、ぜひ調べていただいて、不必要なものがたくさんあると

思うんですよ。第一歩が、この選挙の投票用紙、入場用紙、それから始まって、これからも
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それがふえていくようにお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（品川義則君） 

 熊本総務企画課長。 

○総務企画課長（熊本弘樹君） 

 この分に関しましては、他団体の状況なども見ながら、今後研究させていただければと思

います。 

○議長（品川義則君） 

 大山議員。 

○11番（大山勝代君） 

 そこで、(2)のパートナーシップ制導入についてです。 

 これを導入しても、法的には拘束力がありませんので、法律上での結婚された方と同等の

扱いを今の時点で受けられないというのは承知しています。しかし、先ほど紹介した堺市で

は、今年度から市営住宅への入居資格が、その対象者も加わるということです。１回目の質

問で、私は見解ということを聞きましたけれども、制度の導入は今のところ考えていないと

言われました。状況によって、近い将来、遠い将来、変わることもありますよね。 

○議長（品川義則君） 

 吉田住民課長。 

○住民課長（吉田茂喜君） 

 国のほうでは、憲法で認められていないということで同姓婚というのを認めておりません。

それで今、ＬＧＢＴの団体の方々が、同姓カップルが結婚できないのは法のもとの平等を定

めた憲法に反するなどとして、国に損害賠償を求められている事例がございます。 

 裁判の結果次第では、法改正や制度の改正がきっかけになりまして変わるのも考えられま

す。町のほうでは、国主導での制度の整備というのをお願いしたいと考えております。 

○議長（品川義則君） 

 大山議員。 

○11番（大山勝代君） 

 この制度をつくることで、その該当者の方には直接、利害関係、影響は余りないのかもし

ませんけれども、つくることで別のメリットがあると思いますが、課長、どうですか。つく

ることで何かメリットがあると思われますか。 
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○議長（品川義則君） 

 吉田住民課長。 

○住民課長（吉田茂喜君） 

 他の自治体の情報を見ますと、同姓カップルへの社会的な理解が促進されるという期待は

持てるのかなと思っております。制度導入によりまして、性的マイノリティーの方を否定し

ていませんよということは明確にできるかとは思います。ただ、制度の有無で、その性的マ

イノリティーの方を否定することはないとは思っております。 

○議長（品川義則君） 

 大山議員。 

○11番（大山勝代君） 

 今の答弁と私の理解とは、大体同じだと私は思います。 

 そして、その制度ができることで、基山町の管理職の方、それから一般職員の方の研修が、

多分促進されると思うんですよ。それの理解が深まっていくというのは一番大きなメリット

ではないかと思います。 

 そしてそれが、ひいては町の方の理解につながっていく、そういう意味では制度実現の見

通しを持ってほしいのですが──それはちょっと何回も繰り返しになりますから、ごめんな

さい、いいです。 

 先ほど、窓口には相談もないしということを言われましたけれども、相談がないというこ

とは、ゼロだとお考えではないですよね。 

○議長（品川義則君） 

 熊本総務企画課長。 

○総務企画課長（熊本弘樹君） 

 相談がないことと、現実的にそういった状況に置かれてある方がいらっしゃるということ

は別の問題だと私も思います。 

○議長（品川義則君） 

 大山議員。 

○11番（大山勝代君） 

 先ほどポイントが上がったという背景、そういうのは、自分がそういう立場にあるという

ことを言っても、不利益、マイナスが──この場所ではないという確信を持った人が、自分
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もそうだということでふえてきたというポイントの上がり方だと思います。基山町の今の時

点では、いらっしゃらないのではなくて、言えないのだという認識をお互い持つ必要がある

と思いますが、それは持たれますね。 

○議長（品川義則君） 

 熊本総務企画課長。 

○総務企画課長（熊本弘樹君） 

 それこそ、実際問題としてそういうお声を聞いたわけではございませんので、言えない状

態にあるということは決して言えないのではないかというふうに思っております。 

○議長（品川義則君） 

 大山議員。 

○11番（大山勝代君） 

 今のところ、制度を導入した自治体は割と大きな都市部です。しかし、電通の調査では、

これに該当する方が8.9％、先ほども言いましたけれども。今後、制度を導入していくとい

うのがふえてくるだろうと私は予想します。そのための手だてを考えていくことが必要だろ

うと思いますが、どうぞよろしくお願いします。 

 先ほど、３つ目の質問で、町としての取り組みということを聞きましたけれども、回答で

は、啓発活動が必要でホームページなどで知らせるとおっしゃいましたが、ほかにも啓発活

動を知らせる方法を考えていらっしゃいますか。 

○議長（品川義則君） 

 熊本総務企画課長。 

○総務企画課長（熊本弘樹君） 

 現状として、いろいろな県内の団体であったりいろいろな状況を見てみますと、特に個別

で挙げるとするならば、佐賀市とかはかなり、ホームページそのものも充実してありました

ので、まずはやはりそういったところをきちんと注意しながら、やはり正しい理解を深めて

いくということが必要だと思っていますので、ホームページに掲載するに当たっても、どう

することによって正しく理解が深まっていくのかなども十分検討しながら、まずはそういっ

たところの掲載から行っていきたいと思っております。 

 それと、先ほどアバンセの話が少し議員のほうから出ておりましたけれども、そういった

ところの、特に、うちで言えばまちづくり課あたりがアバンセとの関連性も強うございます
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ので、そういったところからもいろいろな情報を得ながら、情報提供できる部分については、

今後とも十分行っていければというふうに考えておるところでございます。 

○議長（品川義則君） 

 大山議員。 

○11番（大山勝代君） 

 広報での記事は考えていらっしゃいませんか。 

○議長（品川義則君） 

 熊本総務企画課長。 

○総務企画課長（熊本弘樹君） 

 今のところ、具体的にそういったことについてはまだ検討しておりませんでしたので、そ

ういったところも含めて十分に検討をさせていただいて、啓発活動は行っていきたいという

ふうに思います。 

○議長（品川義則君） 

 大山議員。 

○11番（大山勝代君） 

 以前に、今は載っていませんけれども、男女共同参画の策定をするときに、シリーズとし

て男女共同の取り組みをずっと基山町広報がしていました。そういうただ単発には理解が深

まりませんので、ぜひシリーズ化していただく──ホームページは、やっぱり見ていない人

がいっぱいいるんですよ。ですから、ホームページが最適だというふうには私は考えられま

せんので、そこもお願いしたいと思います。 

 そしたら、４つ目です。 

 教育長にお尋ねします。 

 先ほど回答で、基山中学校で研究授業に取り組むなどして共通理解を図っていますと言わ

れましたが、その研究授業について少し詳しく。 

○議長（品川義則君） 

 大串教育長。 

○教育長（大串和人君） 

 学級活動の中で、一般教諭と養護教諭が２人、ＴＴになってこれを取り上げて、全ての職

員で研修をすると。これは昨年やったと思いますけど、そういうのを取り組んでおります。 
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○議長（品川義則君） 

 大山議員。 

○11番（大山勝代君） 

 昨年それがされて、それは研究授業ですから、ある学年の１つの学級ですよね。限定です

か。 

○議長（品川義則君） 

 大串教育長。 

○教育長（大串和人君） 

 学級は１つですけど、教員は全てが参加してやっております。 

○議長（品川義則君） 

 大山議員。 

○11番（大山勝代君） 

 何年生ですか。 

○議長（品川義則君） 

 大串教育長。 

○教育長（大串和人君） 

 ２年生ですね。 

○議長（品川義則君） 

 大山議員。 

○11番（大山勝代君） 

 それが担任と養護教諭等がというたら、例えば４クラスある２年生全体が順次に、いずれ

もしたのでしょうか、１クラスだけだったのでしょうか。 

○議長（品川義則君） 

 大串教育長。 

○教育長（大串和人君） 

 職員向けの研修にも、校内研究になっていましたので、１クラスだけでやっております。 

○議長（品川義則君） 

 大山議員。 

○11番（大山勝代君） 
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 そしたら、それをやっぱり全学級、隣の学級にも広げていって、子どもたちにもそこを初

期の段階での導入ということででもいいですから、してほしいと思います。 

 それと次ですけれども、何か言葉尻を捉えるようで申しわけないのですが、性同一性障が

いの案件が表出した際と言われました。案件が表出した際にいろんな配慮をするのですか。

それとも、表出する前にしなければいけないのですか。 

○議長（品川義則君） 

 大串教育長。 

○教育長（大串和人君） 

 する前にそういう措置はとっていたほうがいいと思うんですが、出た場合には、よりもっ

と内容を深く配慮していくということだと思います。一般的に言われていることについては

大体理解してやっているところですが、その人個人の対応についてまたそれぞれの対応があ

りますので、そういう場合にはこの「表出」という言葉がどうなんだろうと思いながらも

使っているんですが、これが、「表出」という言葉が適当かどうかもわかりませんけど、こ

ういうのが出てきた場合というので御理解いただけたらと思っております。 

○議長（品川義則君） 

 大山議員。 

○11番（大山勝代君） 

 一般的な概念の理解と、個々の事案が出たときの対応は必然的に変わるということは理解

しています。今後も、一般的なものを少し積み上げていただきたい要望です。 

 一つのニュースですけれども、この４月から、東京都中野区の全公立中学校、女子の制服

がスカートかスラックスを選択できるようになるそうです。きっかけは小学校６年生、今か

ら中学校に上がるという子どもが、制服自由化宣言をしてほしいと中野区の区長に要望書を

出した結果、中野区の教育委員会が全部話し合いをして実現したそうですが、このニュース

は御存じですか。 

○議長（品川義則君） 

 大串教育長。 

○教育長（大串和人君） 

 中野区かどうかは私はっきり覚えていませんが、そういうスラックス対応ということは聞

いたことがあります。福岡市でもそういう準備をしているということも聞いたことがありま
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す。 

○議長（品川義則君） 

 大山議員。 

○11番（大山勝代君） 

 個別の地域、個別の学校では、そういう標準服といいますか、子どもの制服をブレザーに

かえて、スカートかスラックスを選択できる。ということで、だけれども、生徒の整合性が

ないので、スカートを履きたいという男だといわれる子どももいるはずなんですよ。そうい

うところが、とても今広がってきていますので、ぜひそこの辺も含めて、基山中の制服──

生徒手帳にありますよね。その辺も含めて検討していただきたいと思います。 

 ところで、４月から県の教育委員会が、県内の公立学校全て、小、中、高、全て。男女混

合名簿導入を進めると、佐賀新聞の報道で出ていました。基山町ではどう対応されますか。 

○議長（品川義則君） 

 大串教育長。 

○教育長（大串和人君） 

 たまたま昨年の９月の定例教育委員会と、それと、校長、教頭研修会の折に、これは資料

を出して、今後こういうことで取り組まないといけないのではないかという提案というか、

そういうのはいたしております。ですから、最終的に校長が判断して決めることだと思いま

すが、そういうことについては考えていかなくてはならないであろうというふうに思ってお

ります。 

○議長（品川義則君） 

 大山議員。 

○11番（大山勝代君） 

 校長判断ですけれども、やっぱり地域との関係の中でそれを判断するということになると

思います。 

 今、佐賀県で小・中学校の混合名簿を導入している学校がどのくらいあるかというと、小

学校が45％、中学校が13％と書いてありました。全国的にはもっと高いんですよね、これは

ね。経験からいくと、40人ほどの子どもがおるときに、混合名簿でずらっと40名というのは

すごく難しい。だけれども、小規模校でクラスが10人とかいない学級というのは、混合名簿

にするほうが面倒なんですよね、こうしたほうが簡単だしですね。 
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 そういう意味で、昔から混合名簿を導入している学校というのはたくさんありました。そ

の中で、今から混合名簿にするときに、いろんなネックがあると思いますけれども、推進の

ために努力をしていただきたいと思います。 

 次に行きますけれども、基山中学校の人権宣言。それと生徒手帳、男女それぞれのふさわ

しい髪形とか服装とかの記述が相反するのではないかという久保山議員の指摘がありました

が、そのことについての検討はされたでしょうか。 

○議長（品川義則君） 

 大串教育長。 

○教育長（大串和人君） 

 具体的なことについてはやっていないと思います。御指摘の件については、学校がどうい

うふうに考えているのかというのを含めて、学校が考えて、変えるべきところは改善してい

くというか、そういう方向性になっていくのではないかというふうに思っております。 

○議長（品川義則君） 

 大山議員。 

○11番（大山勝代君） 

 学校現場での対応の改善はしていただきたい。でも、これは悠長に構えるのではなくて、

やっぱり喫緊の問題だと思いますので、どうぞよろしくお願いします。 

 最後です。 

 先ほど住民課長が言われました同姓婚のことです。今、欧米中心に25カ国で同性婚が拡大

しています。 

 次年度、私がここに立てるかどうかはわかりません。これからも、性的マイノリティーと

いわれる方たちが、基山町に住んでよかったと、そういう思いを持たれて、そして差別なく

暮らしていける、そういう町になってほしいと思いながら、最後のまとめをしたいと思いま

す。 

 これは、どこかだけが先走ってということにはやっぱりならないのではないか。行政と学

校現場、それから企業の方にも御協力していただいて、町の人への啓蒙、啓発を目指してい

ただきたいと思います。セクシャリティーの違いにかかわらず、一人一人が尊重される基山

町ということを目指してほしいと思って、早いですけれども、私の一般質問を終わります。

失礼します。 



- 112 - 

○議長（品川義則君） 

 以上で大山勝代議員の一般質問終わります。 

 ここで午後２時20分まで休憩いたします。 

～午後１時56分 休憩～ 

～午後２時20分 再開～ 

○議長（品川義則君） 

 休憩中の会議を再開します。 

 次に、牧薗綾子議員の一般質問を行います。牧薗綾子議員。 

○６番（牧薗綾子君）（登壇） 

 こんにちは。６番議員の牧薗綾子です。お忙しい中、本日の傍聴ありがとうございます。 

 組織機構改革で、４月から健康増進課が新設をされ、子育て支援窓口のワンストップ化に

向けて子育て包括支援係もできます。今までも質問をさせていただきましたが、今回は「き

やま子育てガイドブック」に沿って、内容変更となる点の利便性、また問題点等あるのかを

お尋ねいたします。 

 質問事項１、子育て支援窓口のワンストップ化に向けて。 

 (1)町ホームページにも掲載されている「きやま子育てガイドブック」だが、内容変更に

対する改訂はいつするのか。 

 (2)ワンストップ化に向け、庁舎と道を挟んだところに、基山っ子未来館（仮称）を併設

し町立保育園の新園舎が建つことで、その利用面での利便性は上がると思われるが、利用す

る保護者等を含め、その移動経路に関して安全対策は考えているのか。 

 (3)平成30年10月１日に保健センターに設置された子育て世代包括支援センターの町民の

方の利用状況は。 

 次です。２項目めは、全国的な問題でもある空き家対策についてです。 

 空き家等を確認した場合、個別に具体的な対応をされていますが、特に今回は空き家問題

でその予備軍にどう個別に問題を認識し、空き家として放置することなく利用できるように

するか、早急な対策、また仕組みづくりが必要と考え質問をいたします。 

 質問項目２、空き家問題での予備軍に対しての対策は。 

 (1)平成29年４月に制定された基山町空家等対策計画で、定義にある空家等とは、居住そ

の他の使用がなされていないことが常態であると示されているが、管理面の問題の中で、ど
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の段階で判断するのか。 

 (2)空き家等が発生しやすいケースを所有・相続の問題、経済的な問題、利活用の問題と、

それぞれ内容を記載しているが、現在それに対してどう対応している状況なのか。 

 (3)空き家対策に、行政と民間協働による取り組みを行っている市や町の状況に対し、調

査または検討しているものはあるのか。 

 これで１回目の質問を終わります。御答弁よろしくお願いいたします。 

○議長（品川義則君） 

 松田町長。 

○町長（松田一也君）（登壇） 

 牧薗綾子議員の一般質問に答弁させていただきます。 

 子育て支援ワンストップ化に向けてということで、(1)町ホームページにも掲載されてい

る「きやま子育てガイドブック」だが、内容変更に対する改訂はいつするのかということで

ございますが、「きやま子育てガイドブック」については、新しい町立保育所の開所する平

成32年度に最新の情報を反映させた改訂版を発行することを検討しております。 

 改訂版ができるまでの間は、きやま子育てガイドブックの補足版として、概要を記載した

リーフレットを作成し、きやま子育てガイドブックとあわせて広報することとしているとこ

ろでございます。間もなく完成する予定でございます。 

 (2)ワンストップ化に向け、庁舎と道を挟んだところに、基山っ子未来館（仮称）を併設

し町立保育園の新園舎が建つことで、その利用面での利便性は上がると思われるが、利用す

る保護者等を含め、その移動経路に関して安全対策は考えているのかということでございま

すが、基山っ子未来館（仮称）では、保護者等が車を利用することを想定し、路上駐車がな

いように、駐車場を整備することとしています。 

 また、基山っ子未来館（仮称）に進入するため、現在の町道車路線を拡幅して歩道を設け、

歩車分離し、利用する保護者等への配慮を行う予定としておるところでございます。 

 (3)平成30年10月１日に保健センターに設置された子育て世代包括支援センターの町民の

方の利用状況はということでございますが、相談件数については、１月末現在87件で、主な

内容としては、保育所入所について、母の心身について、そして子どもの発達面などに関す

る問題が多くなっているところでございます。 

 ２、空き家問題での予備軍に対しての対策はということでございますが、(1)平成29年４
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月に制定された基山町空家等対策計画で、定義にある空家等とは、居住その他の使用がされ

ていないことが常態であると示されているが、管理面の問題の中で、どの段階で判断するの

かということでございますが、毎年町が実施している空家等実態調査においては、過去おお

むね１年程度の期間において、外観から判断して手入れを行った形跡のない家屋や、管理は

されているが居住の実態がない家屋について、近隣住民への聞き取りにより空き家であると

判断しているところでございます。 

 (2)空き家等が発生しやすいケースを所有・相続の問題、経済的な問題、利活用の問題と、

それぞれ内容を記載しているが、現在それに対してどのような対応状況なのかということで

ございますが、空き家等を確認した場合、まずは所有者の意向を文書等により調査し、連絡

がとれる場合は個別具体的な対応を行っているところでございます。 

 例えば、所有・相続の問題に対しては、空家等対策協議会の委員である司法書士や法務局

職員等と連携し、助言等を行っております。経済的な問題に対しては、不良住宅除去費補助

金により空き家の解体の支援を行っているほか、来年度からは空き家にある家財道具の処分

費等に対する補助制度も本議会に提案させていただいているところでございます。利活用の

問題に対しては、空き家バンク「すまいるナビ」や移住・住みかえ支援機構のマイホーム借

上げ制度、空き家等の譲渡に係る税制優遇措置の紹介、空き家の放置による問題の啓発など

を行っているところでございます。 

 (3)空き家対策に、行政と民間協働による取り組みを行っている市や町の状況に対し、調

査または検討しているものはあるのかどうかということでございますが、県内各市町の空き

家対策の課題や解決策を検討する県の空き家対策連絡会議に参加し、本町の空き家対策に取

り入れるべき施策の調査、検討を行っております。他市町でのＮＰＯとの協働事例も承知し

ておりますが、各自治体の空き家の状況や担い手になり得る民間団体の有無などを踏まえて

取り組む必要があると考えておりますので、民間事業者との連携の可能性を含め、引き続き

研究してまいる所存でございます。 

 一度目の回答は以上でございます。 

○議長（品川義則君） 

 牧薗議員。 

○６番（牧薗綾子君） 

 では、２回目以降の質問をいたします。 
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 自分が若返ることはできませんが、自分が子育て世代とその保護者と仮定して読んでみま

すと、この以前いただいたガイドブック、その前の2017年、2016年もあるんですが、これが

非常にわかりやすくてとってもよくできていると改めて感心しております。子育てしていて、

疑問とか、それか質問があったときのこれ手引き書だなと、私はそのように捉えて、今回こ

のガイドブックに沿っていろんな問題をわかりやすく、質問するほうも答えるほうもわかり

やすいのではないかということで、このガイドブックに沿ってということで進めさせていた

だきます。 

 そこで変更となる中身ですね、幾つかの箇所をそのままの記載で使うのかということで、

この(1)をお尋ねしました。これは多分、つくられたときの部数も含めて在庫があるであろ

うということで使い切らないともったいないということでちょっとお尋ねをしましたけど、

まず最初にお聞きします。 

 基山町行政改革実施計画で、平成34年度までこのガイドブックの作成の実施というものが

記載されております。この間、今回もそうですけど、内容変更があると思います。どの段階

で、何を基準に、例えば、部数だとかこの形態、３年間で多少大きさも変わっておりますが、

このようなものを決めていくのでしょうか。 

○議長（品川義則君） 

 平川こども課長。 

○こども課長（平川伸子君） 

 まず、このきやま子育てガイドブック、ありがとうございます。こちらの作成に当たりま

しては、子育て世代の保護者の方に入っていただいて、今、議員おっしゃられたようなガイ

ドブック的なものということで、内容を持ち運べるように、子育て世代に手にとっていただ

くということを重点的に策定いたしました。こちらのほうは平成29年度に1,000部発行した

んですけれども、好評を得まして、平成30年度に1,000部また増刷させていただいたところ

でございます。こちらのガイドブックというのは、基本的にはその施策が変わったたびに見

直して追加していくというのが一番いい形だと思うんですけれども、こちらのガイドブック

のものをもう一回印刷にかけると、簡単と言っても結構カラーを使った冊子でございますの

で、費用もかかりますので、こちらにつきましては平成32年度のほうに新しく町立保育所も

できますので、そういうものも盛り込んだ形で、このガイドブックの本格的な改訂という意

味では、町長の答弁にもございましたように、平成32年度版のほうで発行することを考えて
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おります。 

 それまでの間、つくってから去年無料職業紹介所ができたりとか、バディ保育園とかでき

ましたので、それの補足版として簡単なリーフレット、一枚紙を折ったような形のものを作

成いたしまして、補足版としてあわせてＰＲということで考えております。 

○議長（品川義則君） 

 牧薗議員。 

○６番（牧薗綾子君） 

 非常に丁寧な説明で、次に何を聞こうかなと一瞬考えたんですが、今回のように、内容変

更があるときに、これだけ結構お値段かけたな、このブックという、そういう感じのいいガ

イドブックなんですが、当然見てみますと、ホームページでも同じものが掲載されておりま

すね、全部ページの。ホームページであれば更新という形ですぐに変更できるんですが、一

応リーフレットをつくるという段階でありますけれども、このガイドブックと同じ内容のも

のがホームページで更新されるのは同時期のほうがいいと思うんですよね、同じものだから。

だけど、結局リーフレットをつくっていくということになったら、じゃ、ホームページもと

りあえずこれのまま、内容が変わらないまま掲載をしていくということなのか、その辺はど

うなんでしょうか。 

○議長（品川義則君） 

 平川こども課長。 

○こども課長（平川伸子君） 

 それぞれの施策の詳細な内容につきましては、ホームページのほうで今案内しております

ので、今こちらのガイドブックのほうにもＱＲコード一覧ということで、ホームページにそ

れぞれの施策のコーナーに飛ぶようになっております。ホームページのリバイスに関しまし

ては、こちらの施策コーナーのほうは随時このガイドブックによらずに更新できますので、

飛び先のホームページの施策のコーナーのほうは更新のほうを施策が出たときに更新してい

きたいというふうに考えております。このガイドブックとして載せるときは、議員おっしゃ

られたように新しくなったものをそのときに更新するということで考えております。 

○議長（品川義則君） 

 牧薗議員。 

○６番（牧薗綾子君） 
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 ということは、そのＱＲコードに飛ばないと内容変更のないままのがということは、どこ

かの文言で現状はこうですけどＱＲコードに飛んで新しい情報をお調べくださいみたいなこ

とは当然あるんでしょうが、それでいくと、例えば、バディ認定こども園ができましたけど、

このような新しい保育園ができましたというのは簡単な地図であるとか住所とかというのは

修正としては可能と思いますが、例えば、ここのページで皆さんのお手元になければページ

数を言ってもあれなんですが、きやま町プロジェクトのようこそ井戸端会議へ、それからピ

カピカの一年生プロジェクトというのは、９月議会の答弁のときは地方創生推進交付金事業

が平成30年度で終了するので、継続するかはこれから検討しますという御回答をいただけた

んですが、これに対しては、平成31年度の予算でピカピカの一年生プロジェクトは上がって

おりますが、これに対しての内容はどう変わるのか。やっぱりそこもＱＲコードで飛んで

いったらわかるというような状況になっているんでしょうか。 

○議長（品川義則君） 

 平川こども課長。 

○こども課長（平川伸子君） 

 ピカピカの一年生プロジェクトにつきましては、要望も多かったことから、平成31年度の

ほうも事業として継続のほうで予算要求をさせていただいておりますので、ピカピカの一年

生プロジェクトについては原則こちらの表記のほうで変更ないというふうに考えております。 

○議長（品川義則君） 

 牧薗議員。 

○６番（牧薗綾子君） 

 皆さんが見えないと思うけど、それだと片面だけですよね。（「はい、そうです」と呼ぶ

者あり）この片面は同じように、この基山町のプロジェクトとして、両面でこの２つやりま

すよというお知らせなので、井戸端会議やりませんということになると、当然ここをどうす

るのか、ＱＲコードで飛んでいったけど、えっ、もうこれは、こっちはするけどこっちはな

いのねというような状況で示されているのか、そこのところです。 

○議長（品川義則君） 

 平川こども課長。 

○こども課長（平川伸子君） 

 こちらのほうは、現在自主事業のほうに一度移行することで検討しておりますので、そこ
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のところのホームページの反映といったところはちょっと検討していきたいというふうに考

えます。 

○議長（品川義則君） 

 牧薗議員。 

○６番（牧薗綾子君） 

 そういうことになると、検討ですからもしボツとなったらページも大きく内容を何にする

かと、またこれも大変な編集作業が始まるのかなと思いますが、私、６月にも一般質問でこ

の窓口のワンストップ化について利便性がどう変わりますかという質問をさせていただいた

ときに、回答は、保護者の方が相談をするときにどこに問い合わせていいのかよくわからな

いという、そういう問題をこの子育て世代包括支援センターに問い合わせる。電話でも、直

接行ってもいいんですが、そうすると、この町の子育てに関する情報について、ああ、それ

はですねという形でワンストップで対応していただけるということで、便利になるんですよ

というお答えでした。 

 それで、そうなってくると、リーフレットも作成をされるでしょうが、当然子育て世代包

括支援センターに相談してくださいという文言はどこかで入れないと、ちょっと難しいのか

なと。その一言だけで違うかなと思いますけど、その点はじゃ、この補足版のリーフレット

でそのような対応をまずしていくということでしょうか。 

○議長（品川義則君） 

 平川こども課長。 

○こども課長（平川伸子君） 

 こちらの本体のほうにも子育て世代包括支援センター、10月に予定ということで決まって

おりましたので、名前のほうはこちらのガイドブックのほうにも掲載させていただいており

ます。今回補足版つくりますので、新しくつくる補足版のほうには写真入りのほうで紹介さ

せていただきたいというふうに考えております。 

○議長（品川義則君） 

 牧薗議員。 

○６番（牧薗綾子君） 

 とりあえず、保護者のほうとしては、どこからスタートして読んだら、あっ、ここに行っ

たらわかるのねという、そういう読み方で読んでいって、なるほど、その設置予定というと
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ころで現時点ではなっていますけど、今後は、この役割がここの包括支援センターがとりあ

えず連絡くださいと、ここで全部わかるようにしますということなので、重要性がちょっと

これだけでは足らないなと。文言でまずここにワンストップ化でできるようになりました。

ここに相談くださいぐらいな、大きなメッセージ的なはっきりわかるものがあればと思って

ちょっとお聞きをいたしました。 

 それと、そこの中にあります基山町マップですね。基山町マップ、いろんな課が出されて

いるから、大きいものやら──これは結構小さいんですが、ここの中に、ＡＥＤの設置場所

が大きく載っております。基山町で出された先ほどから言っていますマップの中には、この

ような記載というのがないんですよね。なので、過去に例えば、子どもであるとか、それか

ら妊婦さんの方でちょっとこれを使わなければいけないようなケースがあってということで

あえて載せてあるのかなというふうに思ったんですが、その点はいかがでしょうか。 

○議長（品川義則君） 

 平川こども課長。 

○こども課長（平川伸子君） 

 これとか作成の段階のときに、たしか一般質問の中でもこういうＡＥＤのほうはやっぱり

必要じゃないかという御意見もございましたので、それも踏まえまして記載させていただき

ました。 

○議長（品川義則君） 

 牧薗議員。 

○６番（牧薗綾子君） 

 こういうものをなるべく使わないほうがいいんでしょうけど、それで、載せては変という

ふうな意味で聞いたのではないんですが、その後に、例えば、町内のいろんなところの施設

も含めて御利用くださいということで、このマップを載せてあるのであれば、これを利用さ

れる子育て世代の保護者の方、どういう利用を想定してこのようなマップになったのかなと

いうのが疑問なんです。例えば、それでいくならば、保育園の場所だとか、病院の場所だと

か、役場だとか、その公共施設、まず使うであろう、利用するであろう、そういうところ、

それからこういう買い物のときにはこういうところがいいですよというふうな、そういうよ

うな形で少し目が行くような形のマップにしないと、サイズ的には小さいから読みづらいん

ですけど、その辺、どういうような想定をされてのこの地図づくりになったんでしょうか。 
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○議長（品川義則君） 

 平川こども課長。 

○こども課長（平川伸子君） 

 まず、この子育て支援ガイドブックの紹介ですので、基本的にはやっぱり園の紹介ですね、

保育園、幼稚園の紹介、あと学校の紹介、あとはやはり今子育て交流広場の紹介であったり

憩の家であったりというところで、園と学校プラス子育て世代の皆様が使うであろう施設の

ほうを中心に記載しております。 

○議長（品川義則君） 

 牧薗議員。 

○６番（牧薗綾子君） 

 先ほど保護者の方の協力を得てということでしたから、では保護者の方が一応これぐらい

あればいいというような状況の中でつくられたというふうに判断してよろしいですか。 

○議長（品川義則君） 

 平川こども課長。 

○こども課長（平川伸子君） 

 子育て世代の御意見も聞きながらつくっております。 

○議長（品川義則君） 

 牧薗議員。 

○６番（牧薗綾子君） 

 それで、今回のワンストップ化で、これは窓口がワンストップ化するだけなんですが、そ

の相談をされた町民の方に意図した、町民の方が聞きたかったという情報提供がされたなら

ば、子育て世代の方は当然ＳＮＳを利用してのコミュニケーションを活発にとってあるので、

子育てしやすい町ですね、基山町はという、そのプラス評価につながると思うんですが、先

ほどハローワークのほうができたので、ちょっと部数が早く減ったということをおっしゃっ

たかと思いますが、庁舎内にできたこういう無料のハローワークの情報も、ここで言うなら

ば、このインデックスのところに就労支援というページで、一番最初のここのインデックス

のところに、そういう就労支援というところでページをつくって情報発信をしてはどうかな

と思います。子育て世代の就労には、当然出産してすぐ復帰ができるという道筋のできてい

る人は少ないです。なので、これ一冊の中で読みながら、まずどこに相談をする。そうする
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とどういう情報を得られるんだ。そして、その後、どういうサポートがあるというのを、大

体これを読んでいたら一連の流れがわかると、自分が子どもを園に預けて働く時間であると

か、携帯なんかも自分の事情を加味した内容で、例えば、センターのほうにこういうことで

御相談に来ましたということがしやすいという一面があると思います。 

 ただ、この点、こども課と課を離れた内容のことなので、その内容をこういうふうに掲載

するということは、これは難しいんでしょうか、どうなんでしょうか。 

○議長（品川義則君） 

 平川こども課長。 

○こども課長（平川伸子君） 

 今のハローワークのほうも、今発行予定のリーフレットのほうに記載をしております。

（発言する者あり）無料職業紹介所のほうもこちらの新しく今つくっているリーフレットの

ほうに記載しております。 

 今回、また平成32年度に更新する際に、今言われたように項目のインデックスのほうには

載せていきたいというふうに考えております。 

○議長（品川義則君） 

 牧薗議員。 

○６番（牧薗綾子君） 

 では、そのリーフレットのほうは、とりあえず読んだら、あっ、そういう流れでここに相

談したら自分は、では就労に関してはこういう仕事があるんだろうなというふうなわかる範

囲までのことじゃなくて、とりあえずこういうのがあるから相談に来ませんかという文言だ

けで終わるのか、その辺はどうなんでしょうか。 

○議長（品川義則君） 

 平川こども課長。 

○こども課長（平川伸子君） 

 補足版ですので、一枚紙を折った形なので、非常に簡潔に子育て中の就職を応援します。

無料職業紹介所というところで場所等を載せております。場所と写真のほうを掲載予定とし

ております。 

○議長（品川義則君） 

 牧薗議員。 
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○６番（牧薗綾子君） 

 そういう場所もあるんだということは伝わるかと思いますが、今質問しているのは、自分

が子育て世代の保護者と仮定してということなので、自分がその立場だったらそれだけで行

くやろうかと思ったものですから、やっぱりある程度ここに相談したらこういうふうなので、

流れがわかって、あっ、できるんだ就職、ちょっと行ってみようかなと、相談してみようか

なというふうになるので、ここに来れば大丈夫ですという的な、ちょっとタイトルが大きく

てぽんとあっただけでは難しいかなと。その辺は今後の改訂版の中でまた御検討ください。 

 それともう１点、平成32年度の改訂版の中に、検討しているものの中にもう一つ入れてほ

しいものがあって、それは私たち厚生産業常任委員会の所管事務調査の中で、母子保健推進

員の方と昨年10月に意見交換をさせていただきました。これがとても推進員さんの状況を具

体的に知ることができて、あっ、こんな活動をされているんだと改めて感心というか、あり

がたいなと思ったんですが、保健師さんたちとともに活動しているこの内容ですね、ここで

いくなら「出産したら」というタイトルのところに入るのかなと思いますが、町の子育て経

験者であるお母さんたちが、もう本当サポートしますよというものが、こういう内容を出す

ことで強いメッセージとして伝わります。だから、核家族で自分の親御さんと一緒に暮らし

ていない若いお母さんたちが多いので、こんなこと聞くのかなという基本的なところまで不

安になって聞かれているという状況があるので、こういうお母さんたちが、子どもが生まれ

ても保健師さんたちと毎月伺って、こういうことが不安なときは相談してくださいねという

のは本当に強いメッセージになりますので、これもできたら改訂版で検討することがあった

らこれも入れていただきたい。確約は要りませんけど、ぜひそういうものも考えていただき

たいと思います。 

 そういうときに、先ほどのハローワークも課をまたいでいますし、それからこれで出され

るページ数も決まってきますので、情報量が多くなると、あっ、ちょっとこれはということ

も当然あるかと思います。そういうときに検討が必要と思いますが、その点の編集方針とい

うのはどういうふうに進めていかれますか。 

○議長（品川義則君） 

 平川こども課長。 

○こども課長（平川伸子君） 

 やはり子育て世代の方の御意見のほうは引き続き聞いていきたいというふうに考えており



- 123 - 

ますし、これは作成に当たっても関係課のほうにはこういう形で出しますということで、教

育学習課だったり健康福祉課だったり、ブランド化推進室だったりにお聞きしながらつくっ

ておりますので、そこも引き続き関係課とも協力しながらつくっていきたいというふうに考

えております。 

○議長（品川義則君） 

 牧薗議員。 

○６番（牧薗綾子君） 

 私も早口ですが、平川課長も早口なので、男性の方、何を子育て、子育てと言ってあるの

かなとちょっとぽかんとした雰囲気もちょっと伝わってくるので、少しスローダウンしたい

かなと思うんですが、やはり編集方針をするときに、保護者の方と言われても、お父さんが

出てこられるというのは少ないと思いますので、お母さんの立場でやっぱり女性目線が大き

くそこでは出てくるのかなと思いますが、そのときに──まあ仮定して言っていますけど、

もう子育て終わった経験者、ＯＧになるんですが、その若いお母さん世代との、私が質問し

ていて、ちょっと今そういうことは質問というか、問題にならないよねというような内容が

あったらちょっとお聞かせください。いいですか、もう一回言い直します。 

○議長（品川義則君） 

 具体的に。牧薗議員。 

○６番（牧薗綾子君） 

 はい、わかりました。先ほども言いましたハローワークに関しても、どういうふうに読み

ながら…… 

○議長（品川義則君） 

 牧薗議員、ハローワークではないですよ、無料紹介所だと思います。 

○６番（牧薗綾子君） 

 あっ、ごめんなさい、無料紹介所ですね。 

○議長（品川義則君） 

 無料職業紹介所です。ハローワークは鳥栖等に行かなきゃいけませんので。（「はい、わ

かりました」と呼ぶ者あり）牧薗議員。 

○６番（牧薗綾子君） 

 そのように簡単に自分の中でインプットしていましたので失礼しました。そういうふうな
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ところに相談に行くときに、相談に行くときに私の中ではあっ、どういうふうな相談をして、

そしたらこういう情報をもらって、じゃ、自分の場合はこうだから、こういうふうな形でど

うでしょうかという具体的なものを頭の中に描いて相談をするというパターンなんですが、

今の若いお母さんたちはどうなのかなと。とりあえず気になるからとりあえず聞いてみよう

という段階なのか、その辺はちょっとジェネレーションギャップで、あんまりそういう若い

お母さんとのつき合いがもうないので、その相談を受けられている担当課のほうとしては、

その辺、質問はこうしていますけど、今そうじゃないですよというものがあったら教えてく

ださいということです。 

○議長（品川義則君） 

 とりあえず近いものから説明ください。平川こども課長。 

○こども課長（平川伸子君） 

 今、子育て世代包括支援センターに子育てコーディネーターの方を置いているんですけれ

ども、保育所関係、後の質問にもあるんですけれども、保育所関係の質問が多いということ

で、多いのは保育所の案内だったりとか願書をとりに来られたりとかということで聞いてい

ますので、そういう意味でいくと、若いお母さんとかだと、やっぱり子育て世代包括支援セ

ンターができたので、保育所の案内とかを聞いてみようとかというような感じになられるの

かなと思います。やっぱりこのガイドブックを見られたりとかして、こういう保育園とか保

育所ありますかみたいな形で聞いてこられるのかなというふうに思います。４月からバディ

さんのほうが民間でできるんですけれども、それの問い合わせも結構こども課のほうにも多

くて、若いお母さんたちは結構保育園が新しいのができますと言ったら、気軽にと言ったら

いけないんですけれども、どんな保育園ですかみたいな形で問い合わせる方がこども課にも

多いというふうに聞いています。 

○議長（品川義則君） 

 牧薗議員。 

○６番（牧薗綾子君） 

 難しい質問の仕方をしたと思って申しわけないと思いますが、一応皆さんに読んでもらう

というこの冊子という面でどこまでを詳しく載せるか、保護者の方と話をしながら編集にと

いうことをおっしゃったから、どういう声が上がっているのかということで年代的に、私の

考えはそういうプロセスを踏んで今ここにいるので、いろんなことがわかって聞いているけ
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ど、今の若い人は、いや、それはもういいんですと、とりあえず答えを聞きたいということ

で求めているということであれば、それはそれであるなら、検討されるときに検討していた

だいたけど載っていないですよねとかいうことは言わなくて済むということなので、申しわ

けない、一応いろんなことを言わないと御理解いただけないような質問の仕方をしたと思っ

て申しわけないです。 

 そういうことで、一応改訂版が出るのを楽しみにしておりますが、次のところで、２の質

問で、利用者の移動経路についてお尋ねをしました。現在、まだ想定でしか聞ける段階では

ないと思いますが、必要があって、庁舎から仮称である基山っ子未来館に行くときに、当然

ルールを守ってきちんと横断歩道を渡っていかなければいけないんですが、ルールを守らな

いで近いところでぱっと行くというようなことも、そしてそれが事故になるほどはなくても

危ないなというふうなことも当然懸念をしております。 

 そこで、この建設までの１年間で、この移動経路に関しての保護者の方へ配慮を行うとい

う予定はお聞きしましたが、回答はいただきましたが、町民の方へこの安全面での周知徹底

を促すような記事とか、改めてホームページできちんとここの中ではこういうことで危険で

すからというものを出すのか、「広報きやま」の中でそういう関連した記事を出すのか、そ

のような考えはありませんか。 

○議長（品川義則君） 

 髙木こども課保育園長。 

○こども課保育園長（髙木久幸君） 

 施設の利用に関しましての御質問かと思います。ちょうど役場の西側の入り口と、今度新

しくできます基山っ子未来館、入り口が真っすぐではございません。斜め、ちょっと複雑の

ような形、Ｌ字型のような形をとっております。その中で、基山っ子未来館に行かれる場合

については、お子さまが小さい未満児の方が利用されると思っております。それと基山保育

園の園児の御父兄が利用されます。 

 基山保育園の園児の利用につきましては、大半が車での御利用、基山っ子未来館への移動

なんですけれども、未満児さんということで、まだこれも車の利用が多いかと思っておりま

す。（138ページで訂正） 

 一番懸念されますのは、入り口から向平原・城戸線に出て、また基山っ子未来館に渡って

車が行かれるときの交通の部分かと思いますので、今交通安全対策として最近ふえましたの
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が、青色のカラー舗装とか交差点表示をさせていただいている部分がふえております。この

ような形で交差点であるという表示と、あとは歩行者、自転車で移動される場合もございま

すので、そのような形の方で利用される場合ということで、施設ができる前に周知徹底の広

報はしていきたいと思っております。 

○議長（品川義則君） 

 牧薗議員。 

○６番（牧薗綾子君） 

 ということは、改めてホームページだとか「広報きやま」で何か文章として出すというこ

とはないということでよろしいですね。 

 これは、今の段階である程度聞ける段階ではないかなと思ったけれども、一応あんな近く

にできたら、そういうことが起きるんじゃないかということでお尋ねをしたので、もうお考

えがあるようですので、それ以上の質問はいたしません。 

 次に、(3)で子育て世代包括支援センターの利用状況をお尋ねいたしました。 

 これは２月１日の「広報きやま」でも１ページの子育て世代包括支援センターのことが紹

介をされておりました。 

 この支援センターは３名体制、２名が保健師、１名が事務職ということでの説明でしたが、

この町民の方の相談を受けるときのスタイルというか、形としては、１人の人にかかる相談

の時間とかある程度決めて、時間内でフランクに相談を受ける。こういうパターンでされる

のか、あるいは内容が、ああ、これは聞いたけど母子保健業務ですね、ああ、これは子育て

支援業務ですねということで、内容を聞いて判断して、その後例えば、こども課であればこ

ども課のほうに直接関連したものは対応してもらうというふうに、それでこの相談に来られ

た方への相談は終わりということで終わるのか、この辺の流れがもう一つわかりませんので

教えてください。 

○議長（品川義則君） 

 中牟田健康福祉課長。 

○健康福祉課長（中牟田文明君） 

 子育て世代包括支援センターの流れと申しますか、一般的に相談に来られたら、職員が１

人対応していきますけど、時間的制限というのは設けておりません。その内容によっておの

おの違ってくるだろうと考えておるところでございます。 
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 それで、ある程度お話の内容等を聞きまして意見等を述べられて、もう少し深いところが

知りたいというところであれば、担当課なりを紹介するような形で今行っているところでご

ざいます。 

○議長（品川義則君） 

 牧薗議員。 

○６番（牧薗綾子君） 

 では、この相談業務はワンストップ化ということで、相談に来られた日で大体完結する内

容のものがほとんどというか、多いと思いますが、この再度、ああ、もう一回ちょっと来な

きゃいけないね、書類等で不備ということはないでしょうけど、またそのときはこの窓口か

らスタートということでよろしいですか。 

○議長（品川義則君） 

 中牟田健康福祉課長。 

○健康福祉課長（中牟田文明君） 

 例を挙げて申しますと、保育所関係の受付等は子育て世代包括支援センターのほうで行っ

ています。申請書の受付はですね。その分を担当課のこども課のほうに渡して、そこで

チェックが入るみたいな感じにはなりますので、その場合は、こども課のほうで御連絡をさ

せてもらう、そういうふうな形をとらせてもらっているところでございます。 

○議長（品川義則君） 

 牧薗議員。 

○６番（牧薗綾子君） 

 ワンストップ化ですから、来たらそこできっちりその後のフォローもしていただけるとい

うふうに来るほうとしては思うので、何度も来て、またここからスタートということはない

ですよねという、それは確かめたので、ないとは思いますが、もう一度お尋ねをしました。 

 私たちも厚生産業常任委員会のほうで、所管調査でこの子育て世代包括支援センターのほ

うに調査に伺って、先ほどから聞いていますような質問もしたり説明も受けて、町民の方に

は気軽に相談しに来られているなという、そういう印象を受けております。ですので、町の

ほうがこの窓口ワンストップ化ということで利便性を上げるとおっしゃっています。そのま

ま利便性も含めてスムーズに相談からサポートまで町民の方が、本当に前と違って便利に

なったという、そういうふうに機能するように期待しております。 



- 128 - 

 次の質問があるので、ちょっと２つ、３つ質問は飛ばします。 

 次の質問です。 

 いただいた回答で自分が考えている、向いている方向は同じだと確信できました。 

 今回、空き家問題で質問するに当たり、予備軍という、こういう表現をして対象をある程

度限定してお尋ねをしております。 

 まず、(1)の質問で、簡単に空き家という表現で皆さんイメージしていますが、どこから

がそう判断をされるのかということで質問をいたしました。今回、また久保山議員の名前が

出てすごく人気なんですが、12月議会にも、この空き家の調査体制について質問をされてお

ります。各行政区長でなく委託も考えるべきではという質問をされておりまして、それに対

して実態調査等の一部では委託を考えたほうがよい部分もあり検討すると、こういうふうな

回答でした。この考えたほうがよい部分というのがちょっとわかりませんので、具体的に少

し説明をお願いします。 

○議長（品川義則君） 

 長野定住促進課長。 

○定住促進課長（長野一也君） 

 そうですね、12月議会の際に、そのように答弁をさせていただいておりますが、考えたほ

うがよい部分ですね。例えば、ほかの自治体の事例ですと、基山町に比べて相当数空き家の

数が多いといったところで、じゃ、一件一件マッチングとか実態調査とか含めて手が回るか

どうかというところがある中で、例えば、そういう調査の部分とかをデータベース化とか、

あと役場との情報共有とか、そういったところを含めて活用されている事例が把握をしてお

ります。もしできるんだったらそういったところなのかなと思ってそういった回答をしたよ

うに記憶しております。 

○議長（品川義則君） 

 牧薗議員。 

○６番（牧薗綾子君） 

 多分そうであろうと思いましたが、12月議会での質問がこのような回答でしたから、同じ

ような質問をする際に、ここのところをもう一回確認をさせていただきました。 

 当然、情報収集と言いましても、個人情報の問題もありますので、難しい点は当然わかっ

ております。現在お住まいの、つまり所有者の方の、例えば、私こういうふうにこの家をこ
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うしたいんだという意思、それから、こういうことができるならこんなふうに変えてもらっ

てもいいんだというふうな希望、漠然としたものでいいんですが、こういうものが空き家と

なる前の段階で反映できたら、(2)の質問で考えられる問題、これを発生しにくくすると考

えます。この(2)の問題というのは、基山町空家等対策計画が出されています。平成29年４

月に出されている分ですが、これの空き家及びその空き地の活用の促進、この中で示されて

いるケースですね。現在は空き家等を確認した場合、所有者の意向を調査して対応している

という回答ですが、先ほど言いましたように向いている方向は一緒だと。ただ、空き家と判

断をされてから聞いているのか、空き家になる前にこれが反映できたらいいのかと、今回だ

からここの予備軍という言葉を使って私が質問しているのは、この差です。ですから、対応

に関しても向いている方向も同じだと思っています。 

 そこで、どこまでの、例えば、所有者の方の意思とか希望を反映させるということになる

と、対応も当然変わってきます。対応の内容も変わると思いますが、先ほどから言っていま

すように、この空き家等を確認した場合、意向を調査して対応しているという、ここの部分

で単純これってどうされますか、この空き家と聞いているだけなんでしょうか。その後の

もっと深いところの内容まで調査をされているのか、ここをちょっと教えてください。 

○議長（品川義則君） 

 長野定住促進課長。 

○定住促進課長（長野一也君） 

 空き家等を確認した場合の対応というところでお答えいたしますが、そうですね、文書等

で調査を、所有者様の意向を調査して、それに対しての対応なんですけれども、大きく分け

て、空き家についても活用ができるものとできないものがあると思います。老朽度とかそう

いったものでですね。活用ができるものにつきましては、まずは基山町空き家バンクがござ

いますので、こちらの活用を促したりですとか、あるいはそれ以外の問題ですね、そういっ

た例えば、相続とか、そういったものがあれば可能な範囲でお話を聞いて、しかるべきとこ

ろを御案内するとか、そういったことをやっております。あとは、もう老朽でどうしようも

ない物件につきましては、例えば、除却ですね、そういった補助の制度もございますので、

そういった対応を御案内するとか、そういった意味での個別個別の対応というところです。 

○議長（品川義則君） 

 牧薗議員。 
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○６番（牧薗綾子君） 

 これを聞くに当たって、この質問をするときに、町民の方とお話をした中に、自分たちは

基山町に住んでいるけれども、その子どもが別のところにいてですねということのお話をさ

れる方が多くて、それで、いろいろ聞いていると、この(2)の質問で聞いたこういう問題点

がやっぱり心配なんだということを口にされます。当然一緒に住んでいませんから、大事な

書類だとか通帳、印鑑等々どこにあるのかもわからないという、そういう状況で別々に暮ら

しているので、いざ何かあったときのこういう心配を特に口にされるんだと思いますが、例

えば、ケース・バイ・ケースですが、事前にこの所有者の方、こういうふうに空き家となる

前に、どうしたいか、これ自分たちがこうあったときにこんなふうにしたらいいのにという

意思とか希望がわかって、あっ、これはうまく活用できたなというふうな事例は御存じです

か。 

○議長（品川義則君） 

 長野定住促進課長。 

○定住促進課長（長野一也君） 

 議員がおっしゃる未然防止の部分、まさに空き家になる前に今後この家をどうしたらいい

んだろうかというところの御相談というところなんですけれども、正直今のところ、例えば、

先ほどの空き家バンクの活用ですとか、そういったところは広報等では周知はしているんで

すが、どちらかというと、そういった御相談があればお受けしている状況では正直ございま

す。 

 今後、今までは空き家になった部分の調査といいますか、対応をしているんですけれども、

今後町内の全ての居住用の不動産ですね、具体的な固定資産税の課税通知書を送る際に、こ

ういった制度の紹介とか啓発ですね、放っておくとこうなりますよとか、そういった文書を

同封させていただくことで、その未然防止、まだ空き家ではないんだけれども、町内にある

そういった住宅の所有者さんに対しては、そういった啓発、お知らせができるのかなと。そ

こからどういった御相談が出てくるのかなというところを見てみたいというふうに今思って

おります。 

○議長（品川義則君） 

 牧薗議員。 

○６番（牧薗綾子君） 
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 先ほどおっしゃっているように、すまいるナビも空き家等の有効活用の一つですが、さら

に現在、私が耳にしているそういう空き家問題の解決には、おっしゃるように民間もうまく

活用できて、そして行政だけじゃなくて、もっと進む方向で力を発揮できるのではないかな

と思っています。 

 そういう意味で、ここの(3)の質問は、空き家対策の取り組みとして、官民連携を模索で

きないかということで質問いたしました。 

 私たち厚生産業常任委員会として、福井県の美浜町のほうに昨年の視察で伺いました。そ

のときの視察報告、また12月議会の議会だよりにもこの視察の報告内容を載せておりますが、

こういう記事ってお読みになりますか。 

○議長（品川義則君） 

 長野定住促進課長。 

○定住促進課長（長野一也君） 

 視察の報告については拝見をさせていただいております。 

○議長（品川義則君） 

 牧薗議員。 

○６番（牧薗綾子君） 

 よかったです。読んでいませんと言われたらどうしようかと思いました。 

 ここで、この美浜町のＮＰＯ法人の団体というのが、空き家対策で連携する協定を結んで、

町と連携を結んで、業者の扱う空き家に関しての情報を共有し、そして定期的に調査を実施

しているという、こういう状況になっているんですが、そのときお聞きしたのは空き家の期

間、空き家として空いている期間が３年を超えると利活用はもう難しいですねと。これは業

者の方がＮＰＯをされているので、そういう専門的な目でそうおっしゃったので、こういう、

ならば管理を必要とする前の段階でおっしゃるように、まだ空き家となっていない状況で

もっとできることはないのかということで考えたんですが、提案というか案ですが、まず最

初の段階として専門的な知識をお持ちの方に出前講座のような形で、まだ利活用できる状態

で家を手放す際の必要な知識、これを、こういうときにはこうですよという具体的なものを

ベースにして町も一緒になって考えますと。だから、問題に対してとり得る対処方法という

のを知っておきませんか、一緒に勉強しましょうという、こういうような啓発活動を公民館

を中心としてスタートさせてはどうかなと、そういうふうに思っていますが、もう既に町の
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ほうも連絡の取れる状態では個別に対応されていますが、こういう──まあ面倒くさいこと

をまた一つやりませんかと言っているんですが、それについてはどう思われますか。 

○議長（品川義則君） 

 長野定住促進課長。 

○定住促進課長（長野一也君） 

 そうですね、貴重な御提案をありがとうございます。 

 まさに空き家対策って唯一の正解がないというか、まさに日々試行錯誤なんですけれども、

そういった能動的なというか、役場のほうから積極的に仕掛けていくような取り組みも必要

かなと思っております。ちょっとそのあたりは検討して、何ができるかというのを考えたい

と思います。 

○議長（品川義則君） 

 牧薗議員。 

○６番（牧薗綾子君） 

 そこで、いい答えをもらったと、検討するということでいい答えをもらったということで

次のあれなんですが、各区の公民館でそのときに、各お住まいの家に関して、ああ、自分は

やっぱりこういう問題意識を持っているんだという方のお話を聞いて、本人意向カードとい

うものをつくりたいと思うんです。これは所有者の方の考えを整理しておくということが一

番の目的なんですが、項目は４つとか５つぐらいのざっくりしたものでいいんですが、今後

もこの内容に関しては見直しも含めて、健康診断を毎年受けますよね。そういう感覚でこと

しこれでいいですかということの問題意識だけを継続するような形で、こういう本人意向

カードというものがつくれたらなと思います。当然ですが、このカードにそういう拘束力の

ようなものはありません。ただ、所有者の方と、町が意向カードというものでああ、そうな

んですねとわかり合える共通認識の部分で、情報としてはどこまでが共有できますねという、

そういう範囲とかがもう一つ自分の中ではわかりませんが、どう思われますか。 

○議長（品川義則君） 

 長野定住促進課長。 

○定住促進課長（長野一也君） 

 そうですね、おっしゃるとおり難しい、情報共有の部分ですね。どこまでお話いただける

かとかは、本当に個別個別の所有者さんによって違うと思っています。ですので、ちょっと



- 133 - 

何ができるかというのはあれなんですけれども、一律にこれとこれとこれをという形は難し

いのかなと思いながら、ほかの事例とかを含めて何ができるかというのは考えたいなという

ふうには思っています。 

○議長（品川義則君） 

 牧薗議員。 

○６番（牧薗綾子君） 

 ただ、残していくもので気がかり、ちゃんとしておかなきゃという年代なんですね、親の

年代は。私なんかも終活ノートをつくっておりますが、あっ、そしたらここにあるよとかこ

うしてねとかいうのを今ノートに書き上げてみると、意外と家というのは大きな買い物した

割には、その後どうなったかなと思うこともできませんし、それで、いい形で残してやれれ

ば、またそれは昔のように財産という面もありますけど、今は逆に、うわー、こんなのをも

らってもというような部分もありますので、そういう意味で、本人意向カードというものが

拘束力のない分、その４つ、５つというのが、こういうふうにこの家をしてくれたらいいな

とか、こういうふうに考えてとかいう、あえて子どもと対で、面と向かって話はできない部

分を、その専門知識を持っている町の方が出前講座で行くときに、あっ、ほかではこういう

ところが問題だから、こういうことを意思として、希望として書かれていたらどうですかと

いう、要するにいろんな問題が発生しにくくなるベースになればいいなということでのあれ

だから、これで何か解決しましたということまでは考えていませんけど、でもそれを書くこ

とによって気持ちを残していかれる親御さんは、あっ、そしたらちょっと安心するわという

声もいただいているので、このような提案というか、こういうものをつくったらどうでしょ

うかということをお話ししているので、単純に自分だけで考えましたという話ではないので、

ちょっとそれは心にとめておいてください。 

 それで…… 

○議長（品川義則君） 

 答弁はよろしいですか。 

○６番（牧薗綾子君） 

 いいです。それを言っておいて次の質問をしますので。 

 そういう意味で、今されています各区の問題をサポートする意味での生活支援コーディ

ネーターというのが公民館活動でフォローをされていますが、話の内容がそういうことなの
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でどうなのかなと思いますけど、このような形で公民館活動を行うことに問題はないんで

しょうか。 

 ちょっとこれが、最初の生活支援コーディネーターの取り組みを、お話を聞いたときにこ

ういうものは想定していなかったので聞いていたんですが、公民館活動を行うときには、こ

ういう方のサポートも当然あったほうがいいなということでお尋ねをしていますが、その辺

はお答えしづらいですか、お答えできませんか、どうでしょうか。 

○議長（品川義則君） 

 中牟田健康福祉課長。 

○健康福祉課長（中牟田文明君） 

 生活支援コーディネーターですけど、高齢者の地域での問題、そういうところを解決して

いこうというところでございますので、その高齢者の財産、そういうところもこれからのこ

と、後のこと心配というところがあるのであれば、その問題の解決に向けた協議と申します

か、そういう事業もやっていけるんじゃないかなというところで考えております。 

○議長（品川義則君） 

 牧薗議員。 

○６番（牧薗綾子君） 

 意外と高齢者ということになると、あれもですよね、これもですよねと問題が割とつな

がっているので、どこかで線引きしてしまうとすごく難しいんですが、公民館活動というこ

とで取り組んでいくというところでちょっと話がまとまればいいかなと思ってこのようなこ

とをお尋ねしております。 

 ですが、一応先ほどから言いますように、高齢者の方は自分の足腰が悪くなって自分で出

掛けていって何かをするということが難しくなるので、こういう問題は残していきたくない

ということでの相談を私は受けているものだから、ちょっとこういう質問の仕方をしており

ます。 

 何より空き家として、じゃ、どう活用する。どう管理するという段階にいってからだと、

ですから与えられた時間が短いんですね。一緒に考え、打てる手は一緒に打ちましょうと、

こういう考えに、町として、先ほどのお答えからいくと一緒に考えていただけそうな感じは

するんですが、個人と問題の部分、個人情報の問題もありますから、やっぱりそれは個人で

取り組んでくださいと思われるか、そうですよねと、高齢の方はいろんな問題があるから、
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じゃ、町として取り組むべきですよねと考えられるのか、その点についてはいかがでしょう

か。 

○議長（品川義則君） 

 松田町長。 

○町長（松田一也君） 

 今、空き家の話からこの話に持っていったらちょっと話が難しくなっているわけで、牧薗

議員が言われているのは、まさにこれから基山町でやるべき福祉対策、ひとり暮らしの高齢

者、もしくは高齢者だけの世帯の対応としてどうあるべきかという話の議論であるべき話な

ので、それはこれからきちんとうちもやっていこうと思っています。その中で空き家の話が

出てきたらちゃんと対応できるような仕組みをつくらなければいけないというふうな話だと

思います。 

 それから、もっと言えば、３年ぐらい前に調査した町内移住みたいな形で、そういう話な

んかも結果として空き家になるわけですね、移住した後には。だから、そういったことも含

めて空き家という考え方からこれを話していくとなかなか難しくなるし、やっぱりプライ

ベートな話がかなり出てきますので、特に一緒には住んでいない、戻ってこないと言っても、

いわゆる相続権があるお子さんとの関係というのは非常にデリケートになると思いますので、

そういう意味では、公民館で最初の基本講座をやるのはいいにしても、公民館で全てが解決

するような問題ではないと思いますので、そこはきちんとした形でむしろ民生委員さんとか

社協であったり老人クラブであったり、そっちとのパイプをうまく使っていきながらやって

いくというふうな感じになるかなというふうに思います。 

 そういうことをやっていきながら空き家対策にもつながっていったらいいなという、そう

いう感じかなというふうに今やりとりを聞いて思いましたので、ぜひそういう方向でやって

いきたいと思います。 

○議長（品川義則君） 

 牧薗議員。 

○６番（牧薗綾子君） 

 今期というか、最後の質問と思うので、これに対して、これも聞きたい、あれも聞きたい

ということで、ちょっとその辺お答えが難しいような質問になってしまったのは御了解くだ

さい。一応そういうふうな心配を持っていらっしゃる方が割とこんなふうでよくしゃべるも
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のですからお聞きするんですね。じゃ、どういう形がいいだろうか。じゃ、生きている間に

何かこういうふうにしたい、ああいうふうにしたいということを残して、それで遠くにいる

子どもさんにも、ああ、そういうことを考えていたんだというものが少し反映されて、そし

て放っておかれる期間が３年を超えないように何かいい形はないかということで、予備軍と

いうタイトルにして言いたかったことは伝わったかなと思いますけど、ちょっと大きなくく

りにしちゃったものですから、質問するほうも、私も途中で困ったなと思っていましたので、

それは申しわけありません。 

 それで、次に利活用ということの問題として、当然ほかの市町で取り組んでいる内容は、

将来的に利用する可能性もあるけど、今はちょっと申しわけない、親が亡くなって遺品整理

をしていてすぐには片づけられませんということで、なかなか整理が進まないで空き家の状

況になっているというケースも幾つかあるそうです。 

 それで、そこのほかの市町での取り組みの中では、じゃ、捨てるに捨てられないものがあ

るのであれば、外国の方が好むような日本を感じる部屋として、例えば、帯だとか着物だと

か、それから日本の置物、人形とか、そういうものを使って民泊できるようにリノベしてあ

るところもあります。当然民間のサポートも要りますが、こういう部屋というのは見られた

ことございますか。 

○議長（品川義則君） 

 長野定住促進課長。 

○定住促進課長（長野一也君） 

 申しわけありません。先ほど議員がおっしゃったような形の分はちょっと済みません、拝

見したことがございません。 

○議長（品川義則君） 

 牧薗議員。 

○６番（牧薗綾子君） 

 なかなか興味がないと、こういうリノベしても、古いおたくを和室ですね、そういうのに

例えば、タペストリーのような形で帯を使うとか着物を使うとかという形で、思い出がある

だけ捨てられないという部分のその方の思いも、それから民泊として部屋も貸すことができ

るよという、一石二鳥というような形の取り組みだったので、私がちょっと記憶をしていた

んですが、来年度から家財道具の処分等に対する補助制度実施予定であるというふうに、こ
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の回答の中でいただきました。これはじゃ、内容としては一括処分、あるいは全部出すと何

棟みたいな形になるんですが、どういう内容でこの処分をされるんでしょうか。 

○議長（品川義則君） 

 長野定住促進課長。 

○定住促進課長（長野一也君） 

 今想定しておりますのは、一括で処分をいただいても結構ですし、例えば、どこかに移設

をするような場合とかも可能というふうにしております。一応上限額を決めさせていただい

て、その範囲内でというのを考えております。 

○議長（品川義則君） 

 牧薗議員。 

○６番（牧薗綾子君） 

 このときの、補助制度のときの申請書みたいなのは、意外とすまいるナビをちょっと見た

ら十何枚ぐらい申請書を書かなきゃいけない、大変だなとちょっと思ったんですが、これに

関しての申請書というのは割と簡単にいくものでしょう、予定されているのはやっぱり何枚

も書かれたりするような申請書なんでしょうか。 

 やっぱり高齢になればなるほど何枚も何枚も書くというのはちょっときついんですけど、

どういうものを想定されていますか。 

○議長（品川義則君） 

 長野定住促進課長。 

○定住促進課長（長野一也君） 

 家財処分の補助金につきましては、交付申請書という形で１枚紙ですね。こういったもの

をお書きいただく形です。必要な添付書類とかをいただくような形です。 

○議長（品川義則君） 

 牧薗議員。 

○６番（牧薗綾子君） 

 これはホームページでもダウンロードできるような形で載せられますか。 

○議長（品川義則君） 

 長野定住促進課長。 

○定住促進課長（長野一也君） 
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 もちろんその予定で考えております。 

○議長（品川義則君） 

 牧薗議員。 

○６番（牧薗綾子君） 

目一杯急いだので、自分でも途中から飛ばした内容の質問もあったんですが、町長が

おっしゃるように、ちょっといろんな問題を全部ごちゃ混ぜで、空き家関連というふうな形

で質問してしまったので、お答えいただくほうもちょっと御迷惑をおかけしましたが、自分

のこういう考えをもう少し具体的に、現実味をもっと出せるような形で詰めたように勉強し

たいとは思っておりますが、きょうが一応最後というか、この２期としての議員としての質

問は最後なので、次回も、ああ、一生懸命勉強したなと思っていただけるような内容で質問

ができる。そういう機会があることを願って、早口でばたばたしましたが一般質問を終わり

ます。ありがとうございました。 

○議長（品川義則君） 

 髙木こども課保育園長から発言の訂正の要請がありますので許可いたします。髙木こども

課保育園長。 

○こども課保育園長（髙木久幸君） 

 先ほどの答弁の中で、基山っ子未来館への利用を車のみという形で御説明いたしましたが、

当然歩行者の方、自転車の方はいらっしゃいます。この場合につきましては、安全に横断歩

道を通って移動していただくということで考えておりますのでよろしくお願いします。答弁

の修正をさせていただきます。 

○議長（品川義則君） 

 以上で牧薗綾子議員の一般質問を終わります。 

 本日は以上をもちまして散会とします。 

～午後３時25分 散会～ 

 


