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会議に付した事件 

 日程第１           一般質問 

  １．牧 薗 綾 子     （1） Ｈ23年度施設整備及び事業計画について 

                （2） 介護保険について 

                （3） 基山町ホームページについて 

 

  ２．重 松 一 徳     （1） 町長の２期８年間の総括について 

                （2） 次期町長選挙への立候補の決意について 

 

  ３．神 前 輔 行     （1） 人口減少について 

                （2） 観光事業について 

                （3） 子育て支援について 

 

  ４．鳥 飼 勝 美     （1） 町政運営について 

                （2） まちづくり基金事業等について 

 

  ５．久保山 義 明     （1） 鳥栖市との合併について 

                （2） 新図書館建設について 

 

  ６．大 山 勝 代     （1） 子育て支援佐賀県一を目指して 

                （2） 児童館建設について 
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～午前９時 開議～ 

○議長（後藤信八君） 

 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、本日の会議は成立いたしま

した。 

 去る15日より休会中の本会議を開会し、開議します。 

      日程第１ 一般質問 

○議長（後藤信八君） 

 日程第１．一般質問を議題とします。 

 最初に、牧薗綾子議員の一般質問を行います。牧薗綾子議員。 

○３番（牧薗綾子君）（登壇） 

 おはようございます。休日開催トップバッターを務めます３番議員牧薗でございます。よ

ろしくお願いいたします。 

 それでは、第１回目の質問を始めさせていただきます。 

 質問第１、平成23年度施設整備及び事業計画について。 

 (1)学校教育の項目で示された事業の内容を具体的に示していただきたい。 

 ①基山小学校の魅力ある学校づくり推進事業、②基山小学校、基山中学校、地域スポーツ

人材活用実践事業、③若基小学校、外国語活動実践研究事業。 

 (2)ＩＣＴ指導のための教員研修はどのくらい進んでいますでしょうか。 

 (3)2013年度までの全教員の具体的な研修予定はできていますでしょうか。 

 大きな項目の２、介護保険について。 

 (1)23年度予算に計上された老人福祉費の中の二次予防事業対策把握事業委託料の事業の

内容を示していただきたい。 

 (2)介護予防訪問介護での食事の世話、衣類の洗濯や補修、買い物とはどこまでのことを

指していますでしょうか。 

 次は大きな３、基山町ホームページについて。 

 (1)サイトのリニューアルはどういうタイミングでするのでしょうか。 

 (2)メルマガの発行は考えていらっしゃいますでしょうか。 

 以上をお尋ねします。よろしくお願いいたします。 

○議長（後藤信八君） 
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 小森町長。 

○町長（小森純一君）（登壇） 

 皆さんおはようございます。早速でございますけれども、牧薗綾子議員の御質問に答えさ

せていただきます。 

 まず１項目めは、これは教育学習課の関連でございますので、教育長よりお願いをいたし

ます。 

 私は、２項目、３項目についてお答えいたします。 

 ２項目めの介護保険について、(1)老人福祉費の二次予防事業対策把握事業委託料の事業

の内容ということでございますが、内容につきましては、介護予防の推進を図るため、65歳

以上の高齢者へ基本チェックリストを送付、回収、督促、集計、分析し、二次予防事業対象

者を把握いたします。配付対象者数は3,013人、回収の数は2,480人、これは平成23年12月５

日現在でございます。回収率としまして82.3％でございました。 

 (2)の介護予防訪問介護での食事の世話、衣類の洗濯や補修、買い物とはどこまでのこと

を指しておるかというお尋ねでございます。 

 介護保険サービスは、本人の日常生活の自立支援を目的としております。訪問介護は身体

介護と生活援助がございます。食事の世話、いわゆる介助は身体介護でございまして、内容

は声かけ、配ぜん、摂食介助、下ぜん、食器洗い等でございます。衣類の洗濯や補修、買い

物は生活援助でございます。具体的には、洗濯、物干し、取り入れ等と収納等でございます。

買い物は日常品等の買い物でございます。日常生活に必要な支援であれば可能でございます。

しかし、どこまでが日常生活に必要かという具体的な規定はありません。 

 ３項目め、基山町ホームページについて、(1)サイトのリニューアルはどういうタイミン

グでするのかというお尋ねです。 

 リニューアルの条件は特に決めてはおりません。今回については、ホームページのサーバ

ーは平成16年に導入し、老朽化が見られ、故障等も出てきました。このため、機器更新をす

ることが必要になりました。これと同時に、ソフトについても古いシステムであるため、利

用者の方から見て検索機能等に問題が多いことや、内容変更等を伴う場合、改修費用が多額

になる等の理由で同時更新がよいとの判断で行いました。今後も状況によっては対応してい

きたいと思います。 

 (2)のメルマガの発行は考えておるかということでございます。 
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 現時点ではまだ考えていません。現在、ツイッターを試験的に行っていますので、その結

果等を踏まえた中で総合的に研究していきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（後藤信八君） 

 大串教育長。 

○教育長（大串和人君）（登壇） 

 １項目めの平成23年度施設整備及び事業計画についてのお尋ね、(1)学校教育の項目で示

された事業の内容を具体的に示してほしい、①の基山小学校、魅力ある学校づくり推進事業

についてについてお答えいたします。 

 この事業につきましては、キャリア教育の開発をもとに、家庭、地域と連携した学力向上

の取り組みを行うことで、将来の夢や目標を持った児童の育成を目指しています。具体的な

内容としては、キャリア教育研修会、これは講師を招聘しての校内研修でございます。それ

から、保護者対象のキャリア教育講演会、児童、５年生、６年生でございますが、対象に講

師を招いてキャリア教育のお話、小学生のハローワークというものを実施しております。 

 ②の基山小学校、基山中学校、地域スポーツ人材活用実践事業のことについて御説明いた

します。 

 部活動における生徒の技能や精神の向上が目標でございます。内容としては、柔道部、サ

ッカー部、男子ソフトテニス部で人材活用を行っております。 

 ③の若基小学校の外国語活動実践研究事業についてでございます。 

 この事業は、平成21年度に外国語活動における教材の効果的な活用及び評価の在り方等に

関する実践研究事業を行いました。事業内容は、英語ノート、附属の音声教材、これはＣＤ

による教材でございますが、それから英語ノート教師用指導資料を用いた効果的な指導と評

価のあり方について実践研究、これは外国語活動における教材の効果的な活用及び評価の在

り方等に関する実践研究事業の中の一環としてやったわけでございますが、これを進めてま

いりました。平成22年度は佐賀県教育委員会より小学校外国語活動推進校の指定を受けて、

研究を継続して実践発表を行いました。平成23年度はこのことを継続して取り組んで、校内

研究の柱として外国語活動に取り組んでおります。 

 (2)のＩＣＴ指導のための教員研修はどのぐらい進んでいるかというお尋ねでございます。 

 小学校におきましては、情報教育、情報モラル及び電子黒板の利用についての研修や教育
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の情報化推進リーダー教員による研修報告会を行っております。また、小学校においては、

電子黒板と英語ノートデジタル版を使った外国語活動の校内研修、中学校においては、各職

員が校内の機器を利用し、授業内で実践しながら研修を重ねております。さらに、校外に

おける研修では、校長、教頭、情報担当教諭、視聴覚担当教諭が県の指定研修を受講し、

ＩＣＴ利活用教育について学校の中心となって推進できる体制づくりを行っているところで

ございます。しかしながら、現在のところ、教師のＩＣＴ教育に関する活用の能力には教師

個人によって差があります。特に電子黒板を活用した授業に限っては、その技術はまだ不十

分であると認識をしております。県内全体で見た場合、授業で電子黒板を利用している割合

は23.5％、本町では12.5％と低く、したがって、その活用技術も低いものと認識をしており

ます。 

 (3)の2013年度までの全教員の具体的な研修予定はできているかというお尋ねでございま

すが、佐賀県では教師のＩＣＴ教育の活用能力向上のため、今後２年間にすべての教員を対

象にした研修会の計画をいたしております。本教育委員会といたしましても、各学校単位で

ＩＣＴを利活用した校内での研修会を積極的に計画し、学校単位、また本町内の各学校が相

互に研修をできるよう指導していきたいと思っております。あわせて、県の教育センターに

おいて行われる個々の教員のＩＣＴ活用能力に応じた講座の受講を進めていきたいと思いま

す。 

 以上、お答えといたします。 

○議長（後藤信八君） 

 牧薗議員。 

○３番（牧薗綾子君） 

 それでは、１項目めからお尋ねをしていきます。 

 学校教育の項目で示された事業の内容を具体的に示してほしいということで、基山小学校、

中学校、そして若基小学校のそれぞれの事業についてお尋ねをいたしました。その中で、学

校開放ウィークに伺った際、その様子を少し見ることができたのですが、まず基山小での５、

６年生対象の小学生のハローワークを実施して、報告の範囲内で結構ですが、生徒の反応は

いかがでしたでしょうか。 

○議長（後藤信八君） 

 大串教育長。 
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○教育長（大串和人君） 

 子供たちにそういう職業観を身につけるということがこの事業の目的でありますので、子

供たちが将来の目標を据えて、何になりたいかということで職業体験を、自分がなりたいと

いう職業じゃなくても職業体験を幾らかでもできたということは子供たちにとって非常に実

のあるものであったと思いますし、これからもそういう体験は続けていかなければならない

と思います。その後、中学校の職場体験とか、そういうことにつながっていくものではない

かなと思っております。 

○議長（後藤信八君） 

 牧薗議員。 

○３番（牧薗綾子君） 

 それでは、若基小の外国語活動実践研究事業は、対象、何年生において、あるいは全学年

ということでしょうか。 

○議長（後藤信八君） 

 大串教育長。 

○教育長（大串和人君） 

 全学年に取り組んでおるところでございます。 

○議長（後藤信八君） 

 牧薗議員。 

○３番（牧薗綾子君） 

 平成23年度基山町教育の基本方針の施策展開の中で、情報通信技術、ＩＣＴを活用し、効

果的で質の高い教育活動を展開できるような場や仕組みを整備するとともに、子供たちが情

報通信技術を適切に利用するために必要な資質やモラルをはぐくむ、そういう文言がありま

す。基山小と若基小、それぞれパソコンが40台あることは確認いたしましたけど、これを授

業の中でどのように活用されていますでしょうか。 

○議長（後藤信八君） 

 大串教育長。 

○教育長（大串和人君） 

 授業の中でパソコン、まずそういう情報の機器を、そればかりで授業するのではなくて、

授業の中心のものを補完していく機器として使っております。特に社会科でありましたら、
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外国の情報、あるいはそういう地形でビジュアル画像で見せたり、理科でありますと、コン

ピューターの中で取り組まれておりますそういうものを、視覚的に実験をしなくても実験の

状態を見せるということが、もちろん実験はとても大切ですが、補完する形でこういうこと

もできるということ。国語でありますと、教科書自体がデジタルでとったものを、その教科

書に赤で書き加えていくとか、普通の黒板でできないような、そういう授業もやっておりま

す。それと数学は、立体的なものを立体的に画像で見せるというか、普通は展開図とかは立

体的なものを教師がつくっていたのを開いて平面にするんですが、画像の中で開いたり、上

から見たり下から見たりとか、立体をそういういろんな操作するということにも使われてお

ります。ほとんどの教科がＩＣＴを利用している授業はできますが、ただ、全教科で同じよ

うに活用しているかというと、教師のＩＣＴに対する個々の力量によって、やっぱりその活

用の頻度というのは若干変わっているというところがございます。 

○議長（後藤信八君） 

 牧薗議員。 

○３番（牧薗綾子君） 

 基山小で授業参観した折に、専用ペンというものを使われていなかったので、スマートボ

ードかなというふうに思ったんですけど、大体１台が150千円から200千円する電子黒板です

けど、今何台導入してありますでしょうか。 

○議長（後藤信八君） 

 大串教育長。 

○教育長（大串和人君） 

 今、基山小では２台でございます。ただ、150千円から200千円というふうに価格をおっし

ゃいましたが、基山小の電子黒板はまさにそのようなものですが、現在導入されている、各

学校で取り入れられている電子黒板は、1,000千円程度の電子黒板をほとんどのところが導

入をしてやっておりますので、私たちのところはパフォーマンスが余りよくない電子黒板で

あるということは認識しておりますので、そのことは後々考えていきたいと思っているとこ

ろでございます。 

○議長（後藤信八君） 

 牧薗議員。 

○３番（牧薗綾子君） 
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 公益財団法人学習ソフトウェア主催の「協働学習とデジタル教材」ということをテーマに

東京で開かれた情報教育セミナーの内容を読んだのですが、柏市立教育研究所の指導主事の

発言の中で、「電子黒板は使い方次第。配慮すべきは、何をどう映して何を考えさせ、気付

かせるかという授業の目的の据え方。」であると。「教科書の○ページを開かせるなどの指

示を徹底させるなど、ＩＣＴ機器を使うメリットは多い。」と、そのようなレポートが掲載

されておりました。ですけど、本年10月13日付の新聞の中で、文部科学省の調査で佐賀県内

の教員の約４割が不安を感じているという結果が公表されております。活用に向け研修を受

けた教員が２割にとどまり、全県的な取り組みを進めているが、養成がおくれているという

内容で、認識されているとおりですが、どのようにこれをカバーしていかれますでしょうか。 

○議長（後藤信八君） 

 大串教育長。 

○教育長（大串和人君） 

 まず、本町内の電子黒板の数といいますか、今、電子黒板が基山町には４台しかございま

せん。今おっしゃられた基山小学校に２台、若基小に１台、基山中に１台という数でござい

ますが、まずこれを職員が頻繁に利用できるように、そういう環境を整えていくために、少

し電子黒板の数を充実していかなければならないだろうというふうに思っております。ただ、

今の電子黒板はかなりの重さがあります。もう100キロぐらいあるんでしょうか。ですから、

階段を上がっておりたりというのも難しいので、私たちの今の考えの中では、各フロアに１

台あって、キャスターがついておりますので、横に移動しながら利用しやすい環境をまずつ

くっていきたいというふうに思っております。 

 それから、電子黒板の授業といいますのは、先ほども言いましたが、授業を補完する形で

使いますので、これだけで流していくということではありません。ですから、先ほど情報教

育セミナーで出た使い方次第というのは、まさに私もそのとおりだと思います。ですから、

今の黒板には必ずノートというものがセットで、黒板ノート指導というのは付随する形でや

っていきますが、電子黒板というのはノート指導ということになると少し、これと重ね合わ

せるとまた難しいものがありますので、そのことも研究しながら、教師が授業のスタイルを

どのように築いていくかということをまた考えていきたいと思います。 

 それから、研修については、これからの２年間で悉皆で教員が研修を行うという県の方針

でやってくれますので、そのことをきちんと持ってきた技術を学校で発揮できるように、こ
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ちらも町内での相互の学校同士の研修、それから校内の研修ということを少し充実させてい

かなければと考えております。 

○議長（後藤信八君） 

 牧薗議員。 

○３番（牧薗綾子君） 

 済みません、今の質問の前に２番のどのくらい進んでいるかということをお尋ねするのを

忘れておりました、失礼しました。 

 その中で、今おっしゃったように、基山中、基山小、若基小と、それぞれ１台、２台、１

台ということですから、４台というのはそんなに多い数ではないと思います。基山中の学校

開放ウィークに伺ったときにお尋ねをしましたら、携帯できるコンパクトタイプの電子黒板

をこれから理科の授業に使うように検討をしているというところで、まだ実際には使ってい

ないということでした。その中で継続してのお尋ねですが、授業中にＩＣＴを使って指導で

きると答えた教員の割合が、小学校、中学校、いずれも全国平均を下回り、九州では最下位、

全国でも40位台という数字が出ております。その一方で、同じ佐賀県内の西与賀小のように、

文部科学省の学びのイノベーション事業実証校で、電子黒板、学習用タブレットパソコンと、

ＩＣＴを活用する取り組みも実施されております。先ほどからおっしゃっているように、環

境整備を整えていくということが急がれると思いますが、町としてさらに具体的に何かを購

入するとか、人的派遣をするとか、何かそういうお考えというのはありますでしょうか。 

○議長（後藤信八君） 

 大串教育長。 

○教育長（大串和人君） 

 今後の電子黒板のそういう充実に向けては、先ほど御説明いたしました各フロアにできれ

ば１台と、今の数よりふやしていくということ。ただ、西与賀小とか、今、致遠館中学の国

の事業が入ってやっているところでは、クラスに１台、もう1,000千円超えているものが充

当されております。おまけに子供たち一人一人にタブレット型のパソコンを、このくらいの

パソコンを一人一人に配付して授業に活用しています。そのタブレット型パソコンといいま

すのは、もう１回で次の人が使わないので、きちんと授業でやったものが記録されているん

ですね。ノートのかわりにもなるような、ただ、それがすべてではないと思っておりますが、

そういうことをやっておりますが、そこまではちょっと私たちも、タブレット型のパソコン
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が１台100千円、それから電子黒板が1,000千円とすると、一朝一夕にそういう環境に持って

いけるかというと、そこも難しいところでございますが、少しずつやっていきたいと思って

いるところでございます。 

○議長（後藤信八君） 

 牧薗議員。 

○３番（牧薗綾子君） 

 そしたら、３番の2013年度までの全教員の具体的な研修予定はできていますかということ

で、先ほどからお答えいただいている中にその答えがあったので、ちょっとダブってしまう

のですが、佐賀県の教育情報化推進室の室長の発言でも、「機器や研修機会、ソフトの提供

が教育行政の役割。」であり、「核となる教員を育成しながら着実に進めたい」ということ

でした。この機器は使いなれることが一番と思いますが、こういうしっかりした研修をする

時間を教員にどうつくっていくかという点で、育成強化に向けての具体的な指示とかいうの

はあったのでしょうか。 

○議長（後藤信八君） 

 大串教育長。 

○教育長（大串和人君） 

 県から具体的な指示ということは、すべての教員がＩＣＴ利活用のスキル、技術を身につ

けられるようになるということが県の目標でございます。ですから、2015年までには全国に

佐賀県がモデルとなれるように発信したいという県の大きな目標があります。そのことに向

けて、私たちも具体的な取り組みとしては、まず機器を充実させて、職員が研修した技術を

発揮できるというか、そういう環境を少しずつつくっていかなければならないというふうに

思っております。ただ、何回も言いますが、ＩＣＴ教育というか、これが授業のすべてじゃ

ございませんので、あくまでも補完する形、子供たちが興味、関心を持てるように、それか

ら一人一人に適応した教育ができるようにというか、個に応じた教育ができるようにと、こ

れをＩＣＴを利活用してやっていくという考えでございますので、余りＩＣＴが前面に出て

いくと、今までの黒板ノートの指導というのが非常におろそかになることも考えられますの

で、充実させるためには両方をお互いに研究していかなければならないというふうに思って

おります。 

○議長（後藤信八君） 
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 牧薗議員。 

○３番（牧薗綾子君） 

 確かに先生の力量といいますか、経験が授業というのは物を言うところはありますけど、

自分たちの昔を思い出しますと、大きな模造紙に先生が何か準備してこられたんだろうなと

いうような内容のことを、電子黒板であればタッチ式でさっと出せるから、時間も省かれる

し、見ているほうもテンポよく授業が進められるという点ではいいのかなという印象を、開

放ウィークのときに見まして、それを自分は思ったので、ちょっとこのことについて新聞

等々で先生が不安を感じているということが結構出ておりましたので、その辺をお尋ねした

かったので、決してこれだけをどうだということでお尋ねをしているわけではないので、そ

れはちょっと誤解のないようにお願いいたします。 

 そして、御存じと思いますけど、みやき町の教育委員会が新聞記事を自由に教材にできる、

記者を学校に派遣するなどを盛り込んで新聞社と協定を締結したという内容のものが出てお

りましたが、玄海町、神埼市、嬉野市に次いで４件目ですから、まだ一般的というわけでは

ないのですが、先ほどから言っております電子黒板を利用した授業にこういう取り組みをす

るということに関してはどうお考えでしょうか。 

○議長（後藤信八君） 

 大串教育長。 

○教育長（大串和人君） 

 将来的にはそういう教育の方向性というのもあると思いますが、各学校の状況を判断しな

がら教育に新聞を取り入れていくということはやっていきたいと思いますが、今すぐにそう

いうことを基山町に取り入れるというところではございません。 

○議長（後藤信八君） 

 牧薗議員。 

○３番（牧薗綾子君） 

 子供は新しいことに大人が思う以上に早く対応していきますし、また興味を持って目を輝

かせて先生を見ますので、新聞に出ておりますような不安を感じている先生が４割もいると

いう状況は少し好ましくないなというふうに思いますので、早く自信に満ちた先生が教壇に

立っていただくように、町としてもそのフォローをお願いしたいと思います。 

 次の質問に移らせていただきます。 
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 介護保険についてお尋ねをいたします。 

 今のところ、自分たちの年代は保険を払うほうで、まだ利用したことがないので、実際、

配っていただいておりますガイドブックですとか、それから情報誌、これを読んで少し勉強

させていただいたのですが、平成22年の予算のほうではゼロで平成23年には1,743千円の予

算が計上されておりました二次予防事業対策把握事業委託料と、これは本年度からの事業と

いうことでしょうか。 

○議長（後藤信八君） 

 眞島健康福祉課長。 

○健康福祉課長（眞島敏明君） 

 先ほどのお尋ねなんですけれども、23年度からの新しい事業ということではございません。

現在、平成23年度につきましては一次予防事業、二次予防事業というふうに分かれておりま

して、これが22年度につきましては一次予防事業が一般高齢者、二次予防事業が特定高齢者

ということで、22年も実施をいたしておりました。 

 以上でございます。 

○議長（後藤信八君） 

 牧薗議員。 

○３番（牧薗綾子君） 

 済みません、ちょっと前後しましたので、もう一回、平成23年度予算に計上された老人福

祉費の中の二次予防事業対策把握事業委託料の事業の内容のほうを、もう一度済みません、

示していただきたいと思います。 

○議長（後藤信八君） 

 眞島健康福祉課長。 

○健康福祉課長（眞島敏明君） 

 事業の中身につきましては、先ほど町長のほうから回答申し上げましたように、介護予防

の推進を図るということと、あと二次予防事業対象者を把握するために基本チェックリスト

を配付いたしました。二次予防事業の対象者を選定するためのチェックリストをお送りしま

したので、それに基づきまして、その点数によって二次予防事業対象者の人数をはじき出す

ということで行っておりますので、あと３款１項２目でお願いしておりました当初予算の

1,743千円につきましては、そのチェックリストの配付、回収、あと分析、その辺をするた
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めの委託料でございました。 

 以上でございます。 

○議長（後藤信八君） 

 牧薗議員。 

○３番（牧薗綾子君） 

 なかなか内容が濃いものですから、何度読んでもちょっと理解が、ざっとした流れしかわ

からないものですから済みません。 

 介護保険ガイドブックの中で、保険制度の仕組みや体制はすごくよくわかります。この一

番後ろにある生活機能をチェックするシートです。これを自分もしてみたんですけど、ピン

クの箇所にチェックが入った場合、下のところにもちょっと書いてあったんですけれども、

地域包括支援センター、保健センター、高齢者福祉センター、主治医のいずれかに１度相談

してみましょうということですけど、このいずれかに相談した後、どのような流れで、どこ

がその方を二次予防対象者というふうな形で判断をするのでしょうか。 

○議長（後藤信八君） 

 眞島健康福祉課長。 

○健康福祉課長（眞島敏明君） 

 ７月に基本チェックリストを配付させていただきましたけど、それを８月に回収いたしま

した。それぞれにチェックをつけていただいておりますので、そのチェックをつけていただ

いているところの点数を計算いたしまして、その点数に基づいて一次予防事業対象者なのか、

二次予防事業対象者なのかを判断いたしまして区別をしていくということで行っております

ので、それができましたらば、基本的にはもう地域包括支援センターで相談を受けながらや

っていきますけど、当然うちの健康福祉課のほうにも相談に来られても結構でございます。 

○議長（後藤信八君） 

 牧薗議員。 

○３番（牧薗綾子君） 

 まだ伺うことがないもので、いざというときのためにどこに相談に行ったらどういうこと

になるんだろうかということがちょっとお聞きしたかったので、済みません。 

 二次予防事業の対象者向けのプログラムがこの中にもあるんですが、この中で、これに参

加して、評価をして、必要なら見直すという文言が載っているんですが、このプログラムは
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どれぐらいの期間を目安に行っているんでしょうか。 

○議長（後藤信八君） 

 眞島健康福祉課長。 

○健康福祉課長（眞島敏明君） 

 プログラム、うちのほうは、役場としましては、二次予防事業対象者、一次予防事業対象

者がどちらかに判別できましたら、二次予防事業対象者については筋力アップ教室を開催い

たしておりまして、そのほかにもいろんな、保健師が戸別訪問したり、そういうことをやっ

ております。一次予防事業対象者につきましては転倒予防教室関係も役場のほうで行ってお

りまして、それぞれの身体状況が違いますので、それぞれの人に合った事業を展開していく

ということでお願いをいたしております。 

 以上でございます。 

○議長（後藤信八君） 

 牧薗議員。 

○３番（牧薗綾子君） 

 ということは、ケース・バイ・ケースでその人にこれぐらいが妥当であろうということを

判断してやっているということですか。わかりました、済みません。 

 そしたら、２番目のほうの質問をさせていただきます。 

 介護予防訪問介護での食事の世話、衣類の洗濯、補修、買い物とはどこまでのことを指し

ているかということで先ほどお尋ねをしまして、意外と漠然と書いてあるけど、どこまでの

ことがしていただけるのかなという疑問でしたからちょっとお尋ねをしたんですが、それを

ちょっと何で聞いたかというと、９月議会のときに林議員のほうから、配食サービスの利用

が減っているということだけど、味に問題があったんじゃないかみたいなことがあったんで

すけれども、私は逆に、食事のお世話というふうな面での利用がふえているからかなと思っ

たんですけど、そちらのほうの利用状況に変化というのはどうでしょう、あるんでしょうか。 

○議長（後藤信八君） 

 眞島健康福祉課長。 

○健康福祉課長（眞島敏明君） 

 ヘルパーさんが訪問をされている件数についてはふえていっている状況だと思っておりま

す。サービスの仕方とかも、ちょっと漠然と書いていらっしゃるということでしたんですけ
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れども、これにつきましても個々の身体状況等がありますので、その辺を本人と、あと本人

の家族の方とケアマネジャーの方がしっかり相談をしていただいて、そしてケアのサービス

を考えていくということにしておりますので、あと家の中でどういうサービスを展開してい

くかというのもケアマネジャーさんと本人さんと家族の方が相談をしてやっていくというこ

とでなっておりますので、なかなか、じゃ、どこまでやれるのかということが非常に難しい

ところでありますけれども、その人、サービスされる方が日常的に本当に必要なサービスな

のかということをまず判断いたしまして、それによってサービスしていくということで、家

の中にはひとりじゃありませんので、当然健常者の方もいらっしゃいますので、基本的には

共有部分についてはサービスの対象にはなっていかないということで、非常に洗濯物とか、

じゃ、サービスを利用している人の洗濯だけできるかという問題もありますので、非常に難

しいところありますけど、とにかく日常的に必要なのかということの原則に基づいてサービ

スを展開していくということにしております。 

 以上でございます。 

○議長（後藤信八君） 

 牧薗議員。 

○３番（牧薗綾子君） 

 すごくよくわかりました。なかなか本当にその立場にならないと、どこまでのことがして

いただけるのか、どこまでのことを要するにお話し合いの中で段取りしていけるかというの

は、本当にこういう十分に書いてある内容のガイドブックであってもちょっと理解できない

ところがあったものですから。 

 それでは、介護保険情報誌の中に、11年10月配布の分なのですが、「みんなの介護保険」

の中で介護、介助が必要となった原因の中で、認知症、骨折、転倒が３年前と比べ約1.5か

ら1.7倍に増加しています。予防医療に重点を置き、元気な高齢者をふやすという取り組み

は、これは理解できます。それで、介護保険制度が見直された18年以降で、やっぱりすごく

これは効果があったと。そういう成果が上がって、これからもぜひ続けていきたいというよ

うな具体的な内容の事業というのはありますでしょうか。 

○議長（後藤信八君） 

 眞島健康福祉課長。 

○健康福祉課長（眞島敏明君） 
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 国の方針におきましても、予防事業を重点的にやっていこうというふうに国のほうではな

っていますけれども、それを受けまして、鳥栖の広域市町村圏組合のほうでも１市３町で取

り組んでおりますけれども、なかなか予防事業が成果が上がっているかというと、そんなに

効果はあったのかなというふうにちょっと私は思っております。何でかといいますと、独居

世帯の方とか、あと高齢者世帯の方がなかなか家から出てこられないということがございま

して、出てこられたら役場の保健センターとか、憩の家、社協を通じてのいろんな取り組み

をやっておりますけれども、家から出てこられたら何らかの指導といいますか、そういうの

ができますけれども、なかなか家から出てこられないという状況がありますので、非常にそ

ういう面で予防的なことがなかなかできていないというふうに私は思っておりますので、保

健師とかを利用しながら戸別訪問、あと地域包括支援センターと連携しながら一緒に訪問し

たり、そういうのをしっかりやっていかないとなかなか家から出てきていただけないのかな

というふうに思っておりますので、その辺を重点的に今後やっていきたいというふうに思っ

ております。 

○議長（後藤信八君） 

 牧薗議員。 

○３番（牧薗綾子君） 

 そうですね。やはり元気な方はとめても家から出ようとされるから、家から出るぐらい元

気にならないと、この予防医療というんですか、これはちょっと難しいという点もあるかも

わかりません。 

 それから、老老介護と言われる65歳以上の方が介護している割合が26.8％と高いことがう

かがえるとありましたけれども、介護される方が男性と女性では、当然何を困難と思うか、

どういうことを必要としてくるかが違ってくると思うんですけど、高齢者要望等実態調査で

多くの方の回答があったということですが、具体的な内容の意見とかいうのはあったんでし

ょうか。 

○議長（後藤信八君） 

 眞島健康福祉課長。 

○健康福祉課長（眞島敏明君） 

 高齢者要望等実態調査につきましては、鳥栖の広域のほうで行っておりますので、あとは

そちらのほうで集計して分析、結果まで出せるようにやっておりますので、まだそれが出て



- 140 - 

おりません。 

○議長（後藤信八君） 

 牧薗議員。 

○３番（牧薗綾子君） 

 内容が本当に幅広いので、うまく答えていただこうと思うんですけど、質問のぐあいがあ

んまり上手じゃなくて済みません。 

 健康でいるための予防医療は、何がベストという答えはないと思います。先ほどからおっ

しゃるように、一人一人違うんだと思いますので、対応できるような内容の要望が出ました

らぜひ御検討いただきたいと思います。 

 では、３番目の質問に移らせていただきます。 

 基山町ホームページについて、(1)でサイトのリニューアルはどういうタイミングでする

のでしょうかということで、もう一度お答えをお願いいたします。 

○議長（後藤信八君） 

 岩坂企画政策課長。 

○企画政策課長（岩坂唯宜君） 

 ホームページにつきましての更新する、特別にいつするとか、どういう理由でするとかと

いう規定は定めておりません。今回につきましては、機器がちょっと古くなったと、16年に

導入しておりますので、７年程度たっておりまして古くなったということと、今までのホー

ムページあたりで、いろいろと検索がしにくいとか、いろんなやりにくい面が住民の皆様か

らの御意見いただいておりましたので、それも含めまして今回更新をさせていただきました。

ですから、特に年数とかそういう理由とかで決めておりませんので、必要に応じて対応して

いきたいというふうに考えております。 

○議長（後藤信八君） 

 牧薗議員。 

○３番（牧薗綾子君） 

 ホームページは割とアクセスをしておりますので、どれほど更新されているかというのは

すぐにわかるんですけど、リニューアルというのはすぐに必要ではないと思うんですけれど

も、そういうふうに個々の方の意見を取り入れていただいて、変更するところは変更してい

ただきたいと思うんですけど、どこの企業でも、市町村のホームページでも、数年のうちに
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全面的でなくてもちょっと印象が変わるようなリニューアルをして、人の目にとまるという

意味では発信力を出していらっしゃるところが多いものですから、そのような意味で、あっ、

ちょっと変わったなという形のリニューアルは何か基準があってされているのかということ

でちょっとお尋ねをしたんですけど、特にサーバーの老朽化による故障とかソフトも古いシ

ステムになったというようなことがなかったら、何もされないということはないでしょうけ

ど、何かないとそういうことはしないんだというような印象をちょっとお答えの中で感じた

んですけど、そういうことではないですよね。 

○議長（後藤信八君） 

 岩坂企画政策課長。 

○企画政策課長（岩坂唯宜君） 

 形的に大幅に変えたりするということはなかなか、やはり見直しということになると思い

ますが、中身につきましては、その都度、いわゆるリアルタイムに近いような情報を皆様方

に流させていただきたいという基本から、その都度、職員によってページの更新を行ってい

くということでございますので、できるだけ皆様方に親しみやすいような形で対応していき

たいというふうには考えております。 

○議長（後藤信八君） 

 牧薗議員。 

○３番（牧薗綾子君） 

 その更新をする際にですけれども、更新をする、アップをする際には各所属長が確認、決

裁をするというお答えを９月議会でいただいたんですけど、更新内容を転送する前に画面上

でも一応チェックはされていますですよね。 

○議長（後藤信八君） 

 岩坂企画政策課長。 

○企画政策課長（岩坂唯宜君） 

 最終的には企画政策課のほうが担当課となりますので、そういう面では最終的なチェック

は当然企画政策課のほうでさせていただいて、そして皆様方にお流しするという形をとらせ

ていただいております。 

○議長（後藤信八君） 

 牧薗議員。 
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○３番（牧薗綾子君） 

 これはちょっとお願いにもなるんですけど、先日、基山町ウォーキングでたくさんの方が

参加されている様子をちょっとうかがって、自分は参加はしていないんですけど、多くの方

をちょっと見かけたのですが、ホームページの中でも基山町ウォーキングルートというのが

出ておりまして、ただ、自分のデスクトップパソコンの画面でもちょっと読めない小さなサ

イズでしたので、フォントは６以下かなと思ったんですけど、それで印刷用のページでプリ

ントアウトしたんですけれども、それでもやっぱり読んでも場所とかコースを、何か地図と

しては内容の字がちょっと本当にわかりにくかったものですから、通常、プリントする場合

はほとんどの方がＡ４サイズと思いますので、考慮した、サイト内の内容更新をしていただ

くときは、印刷用ということで出ている以上、印刷をしたらどういう形で、マップなど、特

に記載されている文字が見えないとちょっと困るので、どういう状況で上がるのかというの

をちょっとチェックしていただいたらと思います。よろしくお願いします。 

 そして、(2)の質問でメルマガの発行は考えていらっしゃいますかということで、再度、

済みません、お答えをお願いします。 

○議長（後藤信八君） 

 岩坂企画政策課長。 

○企画政策課長（岩坂唯宜君） 

 メールマガジンにつきましては、特定の読者に向けてメールを発信するという、定期的に

情報を流すということで、検討はしなければならないと思っております。今のところは、ち

ょっとまだするということで時期を定めておりませんけれども、状況によりましては対応さ

せていただきたいと思っておりますが、直接的にはメールマガジンとは関係ないと思います

が、今回、11月の半ばから12月16日、期間をちょっと区切りましてツイッターの試験的運用

を行っております。その際、特にふ・れ・あ・いフェスタ関係等をそういう情報的に流させ

ていただきまして、ちょっと試験的に行っておりまして、今回の22日の情報化部会でその結

果をいろいろと検討させていただきたいと思っておりますので、そういう中ででも、いろん

な意味で情報化の、どういうふうに皆様にお伝えするかという形の中での一つとしてメール

マガジンも検討すべきではないかというふうには思っておりますが、時期的にはいつという

ことはまだ考えておりません。 

○議長（後藤信八君） 
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 牧薗議員。 

○３番（牧薗綾子君） 

 私は、なれ親しんでいるほうとしては、メルマガのほうがすぐに対応できるなと思って、

あればいいなと思っていたんですけど、先ほど課長がおっしゃったように、ツイッターの試

験運用というのは私も知っておりまして、ちょっと抵抗があったんですけど、自分もツイッ

ターに登録をして今現在しております。ただ、それに対して、こうやってみて、やっぱりい

いなというようなことは、ちょっと自分の中では結論は出せていないんですけど、この導入

の是非を検討するというのは、例えば、フォローするということの数とかがある程度出てい

るとか、そういうことを判断材料にするということなんでしょうか。 

○議長（後藤信八君） 

 岩坂企画政策課長。 

○企画政策課長（岩坂唯宜君） 

 いろんな問題は出てきていると思いますが、やはり当然うちのほうが情報を流さないと話

にならないことでございますので、情報の流し方ですね。当然流し方とか、どんな情報がい

いかというのも含めまして、とにかく初めての経験でございますので、そういうある程度い

ろんな、興味を持っているとか、知識のある職員あたりで情報化部会を設置しておりますの

で、その中でいろんな議論をされると思います。そういう状況をやっぱりうちのほうで整理

をいたしまして、それに基づいてツイッター、メルマガ、ちょっと部類が違うと思いますけ

れども、そういう中で必要性を一応位置づけしまして検討していきたいというふうに思って

おります。 

○議長（後藤信八君） 

 牧薗議員。 

○３番（牧薗綾子君） 

 ずぼらな自分にとっては、一度登録したら情報は待っていたら来るという感覚でメルマガ

は利用しておりますので、そっちのほうが便利かなというふうには思うんですけど、１回の

ツイートに140字以内という制限で告知の情報をきちんと伝えられるかというのがちょっと

疑問なんですが、2010年の通信利用動向調査での個人利用率が携帯電話が73.6％、パソコン

が67.4％ということで、やはり今はちょっと携帯電話のほうの利用者が多いということです

が、特にこの中で年代別では20代から40代が90％以上、50代になると少し下がって85.5％、
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また60代の前半では77.8％ですが、後半になると10％も下がって67.5％、さらに70代は

45.7％ということで、ホームページやブログより手軽で携帯電話でも利用可能という点で検

討されるとしたら、少し対象者が限定されるのかなという印象があるのですが、その点は、

ちょっとお答えがダブりますけど、どうでしょうか。 

○議長（後藤信八君） 

 岩坂企画政策課長。 

○企画政策課長（岩坂唯宜君） 

 確かに今は、携帯電話、いろんな機能がありまして、非常に利用頻度も高いということは

認識しておりますし、ホームページあたりもいろいろとさせていただいておりますが、実際

それを本当に利用していただいている方がどれだけいらっしゃるかというのは、やっぱり

我々もその状況の把握に努めていかなければならないと思っております。ただ、私たちが最

初のころから考えておりましたような普及度といいますか、そういうのはやっぱりけた違い

で伸びておりますので、大分その、いわゆるパソコンあたりも普及していると思いますので、

こういう情報というのは今後本当に必要になると思いますので、やはり携帯電話は携帯電話

用での対応と、パソコンはパソコン用の対応ができるような形での、極端に言えば分けた形

での検討もやっぱり必要になるかとは思っております。 

○議長（後藤信八君） 

 牧薗議員。 

○３番（牧薗綾子君） 

 これは、先ほどから告知等の情報の提供ということでしたが、佐賀市では防犯システムの

改善目的にエリア別でメールの配信を開始していらっしゃいます。その実施状況とか反応に

関しての情報などは入ってきていますでしょうか。 

○議長（後藤信八君） 

 岩坂企画政策課長。 

○企画政策課長（岩坂唯宜君） 

 申しわけございません。私のほうには、まだちょっとそういう認識は、情報的にはちょっ

と認識しておりません。申しわけございません。 

○議長（後藤信八君） 

 牧薗議員。 
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○３番（牧薗綾子君） 

 やはり防犯システムとかいうことになって、何か調べようと思ったら、自分なんかはやっ

ぱりメールで来たら、ああ、そうなんだとすぐにわかるからですね。告知を主な目的とする

なら、先ほどから言いますように、この情報が欲しいということで登録するだけのメルマガ

のほうが、パソコンですとか携帯電話の使い方に精通していない方でも入りやすいかなと思

いますので、住民の一人としての検討する選択肢の中に入れていただきたいという強いお願

いを出させていただいて、質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（後藤信八君） 

 以上で牧薗綾子議員の一般質問を終わります。 

 ここで10時10分まで休憩いたします。 

～午前９時58分 休憩～ 

～午前10時10分 再開～ 

○議長（後藤信八君） 

 休憩中の会議を再開し、次に、重松一徳議員の一般質問を行います。重松一徳議員。 

○６番（重松一徳君）（登壇） 

 皆さんおはようございます。６番議員の重松です。まず冒頭、休日議会を開催するに当た

り、町長を初め町執行部、そして職員、そして区長さんを初めとする多くの関係者の方に御

尽力をいただきました。感謝を申し上げます。 

 また、本日は、基山町内外から多くの皆さん、傍聴者来ていただきました。お礼を申し上

げます。 

 現在、基山町議会は二元代表制をもとに、町民に開かれた議会となるべく議会改革を進め

ております。きょうとあしたの休日議会は、佐賀県下20市町の中で基山町議会が初めての試

みでもあります。ぜひ議会で何が議論されているのか、基山町の町政をどのように進め、そ

してどのような未来を目指しているのかを皆さん感じ取ってほしいというふうに思っており

ます。 

 また、私は、議会でよく発言行動には責任を持たなければならないということも言います。

しかし、勉強不足や討論不足、当然経験不足もありますが、政治状況、経済状況により発言、

方針、行動の修正はありますし、当然私もあります。問題は、何が原因で、何をどのように

見直したのかも含めて説明責任でもあると思っております。お互いが発言や行動に責任を持
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つというのを基本に、今から一般質問をさせていただきます。 

 今回は、すべて小森町長に質問いたします。 

 ９月議会で、来年２月に施行されます町長選挙に３期目の立候補の意思表示をされました。

そこで、質問事項１として、小森町長の２期８年間の総括について質問いたします。 

 平成20年第１回定例議会で、つまり小森町長が２期目の当選をされました最初の議会で、

１期４年間の具体的な成果と２期目の選挙公約マニフェストについて、そして、今後４年間

の具体的なまちづくりについて一般質問を行いました。 

 今回は最初に、１期目と２期目の行政運営で大きな違いは何があったのかについて質問い

たします。 

 そして２点目は、１期目は町長と語る会を実施され、多くの町民の声をじかにお聞きにな

り、それを町政に反映されましたが、２期目は実施されなかったのではないかと思いますけ

れども、なぜ実施されなかったのでしょうか、理由も聞きたいと思っております。 

 ３点目は、基山町の懸案事項でもあります人口減少、少子・高齢化対策について、具体的

に２期８年間で実施されました主な施策は何がありますか、説明をお願いします。基山町の

行政すべてが含まれる項目でもありますが、町長が政策として行った主なものについて挙げ

ていただきたいと思います。 

 ４点目は、平成21年４月から、副町長を置かない特例条例を施行することにより副町長を

廃止しましたが、来年２月19日で特例条例も失効します。つまり、平成24年２月20日からは

副町長を置けることにもなります。９月議会で鳥飼議員も質問され、今議会では副町長定数

条例の制定が議案として上程されて審議もしているわけですが、改めて質問いたします。副

町長を廃止してのメリット、デメリットをどのように総括されていますか。 

 ５点目は、けやき台団地の中央を走る町道白坂・久保田２号線の新設道路問題で、議会で

設計委託料4,640千円を議決した後、計画の先送りと設計委託料を全額削除修正した経緯で

何が問題だと認識されていますか。経緯を詳しく述べると時間がありませんので、傍聴者の

方には大変わかりづらいかと思いますけれども、御容赦いただきたいと思います。 

 ６点目は合併問題についてです。 

 過去、一般質問で何度か町長の考えも伺いました。改めて伺います。合併問題についてみ

ずからの考えを表明されないのはなぜですか。 

 ７点目は、合併問題について、２期目の４年間に町民の声をどのように聞かれ集約をされ
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ていますか。 

 質問事項１の最後の質問にもなります。 

 ２期８年間を総括する中で、町政の一番の課題はどのように認識をされていますか。 

 次に、小森町長は、９月議会で林議員の一般質問で、来年２月に施行されます基山町長選

挙に立候補する旨の意思表示をされました。立候補への決意も含めて３点質問いたします。 

 まず、町民に一番訴えたい政策は何でしょうか。 

 ２点目は、先ほど８年間の総括する中での質問として合併問題についても伺いましたけれ

ども、合併問題をどのように町民の方に訴えるお考えでしょうか。 

 最後に、基山町の将来をどのように創造されて立候補の決意をされたのかお伺いしまして、

１回目の質問を終わりますが、２回目以降すべて町長に質問しますので、一問一答方式につ

いてはすべて町長のほうから回答していただくようお願いいたします。 

○議長（後藤信八君） 

 小森町長。 

○町長（小森純一君）（登壇） 

 重松一徳議員の御質問に答えさせていただきます。 

 ２問目以降はということでございますけれども、１問目もこれ私考えておりますので、ま

ずそれをちょっと言わせていただきます。町長の２期８年の総括についてということで(1)

１期目と２期目の行政運営で大きな違いは何があったかということでございますが、基本的

には考え方としましては、１期目、２期目一貫した思いでございますので、その施策の違い

ということはございません。ただ、最初のころはやはり皆さんと対話をしながら、協働しな

がら総合計画策定や、それから長期の行財政改革の筋道、つまりは役場内組織のスリム化と

か、職員の定員管理とか、各補助金とか、敬老祝金、国保税の見直しなど、その辺を特に急

ぐということでやってまいりました。いわゆる、まずは健全な財政をということが一番の課

題だったということです。その後にその見通しがついたというほどのことでもないんですけ

れども、やはりやるべきこともやらなきゃいかんというようなことで、基山小学校の建設な

り、あるいは道路の整備と、それから子育て支援等にも取り組んできたという、それが１期、

２期の流れだというふうに私は思っております。 

 それから、(2)の２期目に町長と語る会を実施しなかったのはなぜかということでござい

ますが、語る会につきましては平成15年、16年にかけて、それは私個人で行って各地区を回
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ったということです。 

 それから、町長となった18年、これは１期目でございますけれども、ここでも今度は行政

として各地区で行っております。 

 それから、20、21年は、いわゆるまちづくり条例の説明会ということで、これは主にその

条例の説明なり御質問ということでしたけれども、それに限らず私も全地域行ってお話も聞

いたというようなことです。ほかにも「出前講座」と称して行っておりますそういうことに

も出かけまして、今年度ぐらいにはやっぱりやりたいなという気もしておったんですけれど

も、選挙も控えておるというようなことでちょっとやらなかったということでございます。 

 それから(3)です。人口減少、少子・高齢化対策で２期８年間で実施した主な施策は何か

ということでございます。主な施策と言っていいのかどうかですけれども、乳幼児医療の助

成とか、保育料の減免とか、子育て交流広場、あるいは学童保育の整備など、これら十分で

はないと思いますけれども、私はやはりこれら育児支援といいますか──に力を入れてやっ

てきたということでございます。 

 それからまた、社協のほうでも高齢者の各地区でのサロンとか、あるいはひとり暮らしの

お年寄りの見回りなど、そういうこともいたしてきたということです。 

 (4)の副町長を廃止してのメリット、デメリットをどのように総括しているかということ

です。 

 メリットとしましては、当初私が目的といたしましたのは、庁舎内協働、そして決定プロ

セスの機能化、つまり、課長初め全職員の政策提案・協議でのそれをもとにしたスピーディ

ーな決定だということでございます。いわゆるスリム化された行政というようなことを目指

したということでございます。それとともに、私自身がやはり副町長をそれまでは余り頼り

過ぎておったんじゃないかといういわゆる副町長を通してのいろいろな問題点と、フィルタ

ーリングされたところを決定したそれではいけないというようなそういう私自身の反省もあ

りました。これらを目的としたということでございます。これらに関しては私、あるいは職

員の主に意識の上ではある程度成果が上がったということではないかというふうに思ってお

ります。 

 一方、デメリット、反省としましては、やはり職員、あるいは課長の負担がやっぱり重く

なると。逆にそれによって動きがとれにくくなっているんじゃないかということ。それから

また、私自身も余りにも目の前のことにとらわれて、もう少し幅広い発想、発展的な考えを
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しなきゃいけなかったのかなと、そういう反省というような、これがデメリットというか、

反省というか、そういうことを今思っているようなところでございます。 

 それから、(5)の町道白坂・久保田２号線の新設道路問題で、何が問題だと認識している

かということですけれども、やはりこの説明といいますか、事業をするときの説明の時期、

そしてその方法、これらがやっぱり問題だなと。そして、それをもとに地元の意見集約をし

ていくその仕方が、過程がやはり問題だなというふうに私は今感じております。 

 それから、(6)の合併問題について、町長はみずからの考えを表明しないのはなぜかとい

うようなことですけれども、これは私もよく言われます。おまえの考えをはっきり言わんか

というようなこと、リーダーシップがないんじゃないかというようなそういうことまで言わ

れることもあるわけでございますけれども、今のところ私はやっぱり世論というのは幅広く、

できるだけ自由な皆さん方の議論に任せるべきで、むしろ私が、あるいは行政が、一部の者

が洗脳というのはおかしいですけれども、やはり意見誘導みたいなことを言っていくのはい

かがかなと、私はそういうふうにかねがね思っておりますもんですから、そういうことでは

っきりはしてないということが言えると思います。 

 それから、(7)の合併問題について、２期４年間の在職中に町民の声をどのように聞き集

約したかということでございますが、出前講座でも合併の話をしたこともございます。この

前の経済クラブ、あそこでもちょっとそれこそ１時間弱、合併についての話もさせてもらい

ました。そういうことで、いろんな場所で合併の話題も持ち出して話も聞いたというような

ことでございます。集約というわけではございませんけれども、それらによると、それはや

っぱり合併どうこうじゃなくても、勉強、議論をしてもいいんじゃないかという声もござい

ました。しかし、全般的にやはりちょっと大々的な議論どうのこうのというのは時期尚早か

なというような、私はそういう意見のほうが多かったというような感じを持っております。 

 それから、(8)の２期８年を総括する中で町政の一番の課題をどのように認識しておるか

ということです。１番、２番と言われると、なかなかちょっとこれというようなことでもな

いんですけれども、やはり役場職員のまちづくりに対するこれまでよりもまだ一層のやる気

と、それから住民の皆さんの協働意識を高めるということ、いわゆる役場も町民の皆さんも

一体化して町の将来を考え、そして人口減少に歯どめをかけて存続可能な町にする。いわゆ

る活力をやっぱり持っていたずらな閉塞感じゃない、そういう思考をしていくということ、

これがやっぱりこれから先の課題だろうというふうに思っております。 
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 それから、２の次期町長選挙への立候補の決意についてということで、(1)町民に一番訴

えたい政策は何かということですが、さっき申しましたように一体化とか、あるいは閉塞感

の打破ということでもございますけれども、やはり具体的には持続可能で、自然と活力、そ

して当然財政力、これらのバランスのとれたまちづくりをみんなで力を合わせて考えてやっ

ていくというということだと思います。 

 それから、２、合併問題をどのように訴えるのかということでございますが、これは繰り

返しになるかもわかりませんけれども、余り急がずに、ひざを突き合わせて皆さん方とじっ

くりと対話をし、情報の交換もやっていきたいというふうに思っております。 

 (3)の基山町の将来をどのように創造され、立候補の決意をしたかということでございま

すが、やはり将来を考える上では当然今言いますように持続可能な町でなからにゃいかんと、

そのためにはやっぱり住み続けたいと皆さんがお考えになられるようなそういう将来像を描

いて、漠然としておりますけれども、そういう方向づけをしていかなきゃいかんと、そうい

う方向づけをしたいというようなことで考えております。 

 以上です。 

○議長（後藤信八君） 

 重松議員。 

○６番（重松一徳君） 

 持ち時間60分ですので、複合した質問を相当しておりますので、問題点を絞りながら質問

したいと思います。ただ、できたら町長と議論をしたいというふうに思っております。どう

ぞ逆質問なり反論されるところは十分していただいても結構ですので、そういうことでよろ

しくお願いいたします。 

 まず最初ですけれども、町長は平成16年２月の選挙に当選されまして、３月議会に初めて

登庁されたわけですけれども、私も平成16年３月議会の議事録を読み返してみました。町長

は、自分が今後４年間何をする、何をしたいという結局政策といいましょうか、それは全く

述べられずに、いきなり町政報告から入られたと。２期目の平成20年３月議会、それは私も

議員でしたので知っておりますけれども、それまでは若干考えを述べられて、あとはマニフ

ェストにも書いておると、一般質問等でも皆さんから質問があるからということで所信表明

をされなかったんですね。私は、選挙を受けてまず特に１期目、２期目の最初の議会の中で

自分が４年間何をするんだというこの政策、施政方針含めてすべきではなかったのかなと思
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いますけれども、これなぜされなかったんですか。 

○議長（後藤信八君） 

 小森町長。 

○町長（小森純一君） 

 当選させてもらったときの１期目、あるいは２期目の議会のときに所信表明を政策を全然

打ち出さなかったというような御指摘ですけれども、私もちょっとその辺の議事録、あいさ

つはもちろんしましたし、しただろうとは思います。それから、やはりそのときのリーフレ

ットも、過去のリーフレット持っておりますけれども、そこにはやっぱり町民の皆さんが主

役のまちづくりを一緒にやっていきましょうというような訴え方もしておりますし、そのた

めには自然と文化の町を築き上げていきましょうと、そういうこと、福祉の充実とか、生活

環境の充実とか、そういうこともここにうたっておりますので、それなりのことは申し上げ

なかったかなと、今ちょっと私も言われて、覚えないというようなことでございます。 

○議長（後藤信八君） 

 重松議員。 

○６番（重松一徳君） 

 小さいことを聞いているわけじゃありません。確かに今言われるように１期目、２期目、

それぞれパンフレットなりマニフェスト出されて、その中で述べられているんですね。しか

し、やっぱり私は議会の場で今から審議する中で、町長が今後４年間何を一体基山町のこの

町政に対して自分はどういう働きをするんだというのをやっぱり最初に述べてもらうべきと。

その中で議会、同じ二元代表制、町民から選ばれた町長と私ども議員が討論をするというの

が基本だろうと思うんですね。まずそこを御理解していただきたいというふうに思っており

ます。 

 時間がありませんので、あとは飛ばしながら質問をさせていただきます。 

 それで、人口減少、少子・高齢化対策について、先ほど乳幼児医療の助成含めて言われま

した。これらはすべてやっぱりソフト事業なんですね。どうしても特に少子・高齢化、人口

減少対策に歯どめをかけるためには、やっぱりハード事業も必要なんですね。８年間町長が

されましたハード事業、大きなものは基山小学校建設、あと道路なんかもありますけれども、

道路といっても、これは例えば、日渡・長野線、塚原・長谷川線、そういう都市計画道路に

基づいた延長とかじゃないんですね。だから、まずハード事業をやっぱりこの２期８年間何
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らかの形で計画をしなければならなかったのではないのかと。 

 例えば、団地開発にしても、こういう基幹道路の延伸問題にしても、二、三年でできる話

じゃないんですね。場合によっては10年以上かかると。３号線の拡幅なんか見てもらえれば

わかりますけれども、30年ぐらいかかるんですね。そうすると、今、基山町がこういうまち

づくり、基山町がこういうふうな人口減少対策をするというのを出しながら、それを一歩一

歩忠実に実行するという舞台でなからんと、なかなかやっぱり進まないんですね。そこがま

ずされていないというふうに思いますけれども、このハード事業、これ進められないという

のは何でしょうか。というのは、第４次総合計画にもうたわれている、今回、第３次国土利

用計画も策定しましたけれども、それにもうたわれているハード事業が進んでいないという

ふうに思いますけれども、これどういうふうに町長思われますか。 

○議長（後藤信八君） 

 小森町長。 

○町長（小森純一君） 

 よく町の活力とかというときにはハード事業が一番訴える力が強いといいますか、それで、

あれをした、これをしたということで発展するとか活力が出るとかというような、それは一

般的にそういう言い方もされますけれども、私はちょっとここで申し上げると皆さん方に何

だとおしかりを受けるのかもわかりません。しかし、これは私はずっと今まで言い続けてき

たことでございます。やはりこれからの基山町のまちづくりというのは自然を大事にしまし

ょうやと、これはしっかり守っていかなきゃいかんと。それから活力、その活力も何かとい

うと、道をつくったから活力でしょうかと、むしろ私はそう問いたい。それは、活力という

のは、やっぱり住んでいる人が本当に住みやすい生き生きとした町、これを活力のある町と

いうんじゃなかろうかというふうに思っております。 

 それから財政力、これはちょっと置きましても、そういうことで私は今の時代、ハード、

ハード、何かをつくるという時代じゃないというふうな認識を持っております。それよりも

もっとほんとにソフトといいますか、子育てとかそういうことをやっていかなきゃいかん、

福祉もそうでございます。そういうところからして本当に住みやすい環境だという、まずそ

れが前提にあって、そして財政も考えながら事業も考えていくというような、そういうのが

これからの私はまちづくりじゃなかろうかというふうに思っております。 

 いずれ人口問題出るのか──今出ましたかね。人口問題もそりゃ減っております。しかし、
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この近辺でも本当にふえているのは１市だけです。それもどうなんでしょうか。よそのこと

をいろいろ言っちゃなんですけれども、きのうもある人と話しておったら、まあふえていま

すよねと、うらやましいですねと言ったら、まあいずれは減るでしょうねと、これは言っち

ゃいけないことかもわかりませんけれども、そういうやっぱり見方といいますか、歴史的な

ものもあります。団塊の世代、団塊ジュニアの世代、そして、そのときにはふえました。そ

れからずっと日本全体が減ってきておるというような流れもあります。基山町も25年前、30

年前はふえました。だけれども、今やそれが減ったと。減っていいという議論じゃございま

せん。そりゃ減らしちゃいけないんですけれども、それをあんまりそういう夢といいますか、

それだけを追い求めて、あれもこれもというのはちょっとやっぱりまちづくりとしてはどう

かなと。その辺も人口減少も全国的な人口減少も視野に入れながらの施策というのも必要か

なというふうに思っております。 

○議長（後藤信八君） 

 重松議員。 

○６番（重松一徳君） 

 町長が言われることはよくわかります。ただ、第４次総合計画は町長がなられて作成され

たんですよ。町長が責任を持って。その中にもうたわれているんですね、このハード事業の

面。だから、私は先ほど言いました見直しをするときには、なぜ見直しをしたのかと。確か

に今、町長が言われる理由も見直しの原因ですよね。しかし、このハード事業というのは先

ほど言いましたように、10年、20年、30年先を見越した中で計画される部分も大きいのがあ

るんですね。だから、今それをつくれとか私は言っているんじゃないんですよ。そういう計

画をやっぱり長期的なビジョンを町長が町民に発信する部分を大変重要と。ここにちょっと

時間をかけていたらすぐありませんので、これはぜひともお願いしておきたいと。 

 それで、あと大きい項目２点に絞って私今から質問をさせていただきます。副町長廃止の

関係と、あと合併問題についてです。 

 副町長を廃止してデメリット、メリット伺いました。これ平成21年３月議会で提案された

わけですけれども、その中では確かにいろんな意見出たんですね。全員協議会でも出ました。

私も言わさせていただきました。その中で私はこういうことを言ったんです。町長の決意は

尊重しますと。敬意を表します。しかし、余りにも不安定材料、問題が多過ぎるのではない

のかというのを１つ言いました。そしてもう１つは、平成20年に２期目の町長選挙があった
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と。副町長を廃止するというこういう大きな問題をどうして町長選挙にこれマニフェストと

して、私は副町長を廃止しますよというのを町民に説明しなかったのかというのも、この２

点を申し上げて、私は実は副町長を置かない定数条例には反対をしたわけですね。 

 そこで、これ定数条例でも一定議論しておりますので、この中身についてはこの場では伺

いません。町長はもう３期目の立候補をするという意思表示をされました。先ほど言いまし

たように副町長を廃止するというこういう大きな問題について、やっぱり町民の方に選挙公

約として訴えるべきではないのかというふうに思います。３期目の立候補の意思表示をされ

ておりますので、ここで伺いますけれども、町長が３期目当選されたら、この副町長の問題

どのような取り扱いをされますか。 

○議長（後藤信八君） 

 小森町長。 

○町長（小森純一君） 

 施政というか、政策の大きな問題はやっぱり公約としてうたわなきゃいかんという、それ

はわかりますけれども、副町長を置く、置かないというのはやっぱりその辺のむしろ逆にそ

れを使ってどうこうというような意思があれば、むしろそれをアピールさせるということも

ありましょうけれども、私は別にそういうこともございませんでしたし、いわゆる公約とし

て、マニフェストとしてそれを上げるということはあえていたしておりません。その辺のと

ころはひとつそういうことでお答えしておきたいというふうに思います。 

 それから、もしかしてというような過程の話でございますけれども、もしかして３期目と

いうようなことになれば、先ほど言いましたようなデメリットというような面も私もやっぱ

り感じておりますし、それから、今までこれは言わなかったんですけれども、やはり今度役

場の職員にも大幅な退職者も出るという予定がされるということでございますし、そうした

ときに本当にやっぱりいない体制でやっていけるのかどうか、やはりスムーズにいくために

は副町長を置いてというようなそういうこともありまして、それこそもしもの話ですけれど

も、３期目となりましたときには、私はやっぱり置かせてもらおうというふうには考えてお

ります。 

○議長（後藤信八君） 

 重松議員。 

○６番（重松一徳君） 
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 今言われました中身、大変大事な中身でもあります。白坂・久保田２号線の問題もちょっ

と言いましたけれども、これもやっぱり私は副町長を廃止したのも原因にあるのかなと。町

民説明は町長行かれたりしましたよね。直接町民の意見を聞くのは大変大事なんです。しか

し、賛否両論分かれている中に町長が飛び込んできては、どうしても反対の意見、大きい声

の意見が全体の会場の雰囲気をつくる場合もあるんですね。だから、町長が町民の意見を聞

く、この聞き方にも今から先は大変慎重にならなければならないと。そして、この副町長、

当然町長の補佐役の仕事をされます。いろんな場合に相談もされると思います。それが主と

思うんですね。今は総務課長初め課長参事されていますけれども、やっぱり自分のブレーン

をきちっとつくっていくというのが私、大変大事かなというふうに思います。 

 白坂・久保田２号線の問題については１点だけ聞きます。これ議会が言いますように、町

長が提案された設計委託料を可決したんですね。それを町長は先ほど言われました理由をも

とに設計委託料を減額修正する今度は議案を出されたんですね。私どもはこの設計委託料を

町長が出された提案を慎重審議して可決したんですね。それを一方的に減額修正されたと。

それについてもけんけんがくがくありましたけれども、最終的にはこれも可決しましたけれ

ども、この辺の二元代表制について町長はどのように思われますか。 

○議長（後藤信八君） 

 小森町長。 

○町長（小森純一君） 

 まず、これはよく言っていただくというのか、なんですけれども、おまえが直接出ていく

と、おまえが直接会うと、即決、即断しなきゃいかんというようなことでございますけれど

も、別に私はそれはちょっとどうかなと。いろいろ見方があるんじゃなかろうかなと。あの

ときも説明会にも、もし副町長がいれば副町長を行かせて私は行かなかったかどうかと、こ

の辺も非常にちょっと私も判断しにくいところでございます。もしかしたら私も行って、や

はり私としては直接お話聞きたいというようなつもりで行ったかもわからない。むしろその

可能性が強かったかなというふうに思います。 

 それともう１つは、二元代表制ということが出てきました。私はやっぱりそれが最大限尊

重しなきゃいかんという気持ちを持っておりますけれども、これに関しまして本当に議会の

皆さんには申しわけないと、議員の皆さん方には申しわけないということでおわびを申し上

げさせていただきました。しかし、私どものいわゆる住民の皆さん方の総意といいますか、
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その辺の把握の仕方がちょっとやっぱり十分じゃなかったというようなことで、これも先送

りをお願いしたいということでほかの道から今かからせていただいておりますけれども、あ

くまでも先送りというようなことで御理解をいただきたいということでございます。 

○議長（後藤信八君） 

 重松議員。 

○６番（重松一徳君） 

 先送り当然なんですね。というのは、この設計委託料だけじゃないんですね。町道の認定

廃止、これ議決しているんです。だから、今の白坂・久保田２号線は幻の道が基山町の道路

の設計ではもうできているんですね。廃止認定しているんですから。あの桜が咲いている山

から向こうの宝満環境に行く道、あれにつながる道が今、基山町は認定しているんですね。

ただ、この認定した道路ができてないと。当然これ先送りされておりますけれども、どこか

の時点ではこれもう１回議論しなければならない問題でもあるというふうに思いますので、

こういう御理解でお願いいたします。 

 あと時間の関係で、合併問題について伺います。 

 町長は先ほど、自分が洗脳誘導するべきではないという言い方をされましたね。町のトッ

プリーダーが基山町の本当にどのようにこの町をつくっていこうかと、一番のこの合併問題

について私は言うべきと思うんですね。言わないのが無責任と。というのは、前天本町長、

平成13年から合併協議会、そして任意合併協議会、法定合併協議会、この一連の動きの中で

議会にもいろんな説明され、町民説明会もされ話も進んできたんですね。最終的に基山町は

法定合併協議会には参加しないということで町民説明会もされました。そのときに最終的に

天本町長はやっぱり自分は平成17年３月までには合併をしないと、基山町は。法定合併協議

会には参加しないんだと。１つは時間的余裕がない。もう１つは、鳥栖市との懸案事項が余

りにも多過ぎる、これを整理するのが難しい。３点目は、町民の理解も得られないというこ

とを言われたんですね。しかし、将来的にはこの合併問題については進んでいかなければな

らないというふうなことをされたんですね。それをもとに今度小森町長が合併問題について

はやぶさかではないと、将来的にはこれは必要なんだというのも言われて、町民の声も聞き

たいんだと。町長が合併問題は、これは議論は進めなければならないというふうな言い方を

されれば、自分はこの合併については賛成なんだ、反対なんだ、自分の選挙期間中は、例え

ば合併については進むんだ、例えば、自分はそれよりも基山町独自のまちづくりを進めてい
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くんだというやっぱり自分の考えを述べなければ町民はなかなかわかりませんね。ぜひ私は

まず自分の考えを述べていただきたいと思いますけれども、どうでしょうか。 

○議長（後藤信八君） 

 小森町長。 

○町長（小森純一君） 

 前の天本町長の話も出されましたけれども、やはりあれは１つには16年までには結論を出

さなきゃいかんというようなこと、そういうタイムスケジュールというのがございましたか

ら、それはやっぱりどこかで本当に決定をしなきゃいかん。そのためには住民の皆さんの意

向も十分に聞かなきゃいかんし、それから自分の考えもというようなことで、そしてどっち

の方向に進むかというようなことで、ある時点で表明されたんだろうというふうに私は理解

しております。そして、それが将来的にはというような含みもあったようでございますし、

私も将来的にはというようなこともずっと言い続けてまいりました。だから、それはやっぱ

り考えていくべきだと。絶対ずっとあり得ないと、私の任期中という限定ということかもし

れませんけれども、それもあえて私は表明してないということでございます。 

 ただ、本当に皆さんの声を聞いて、そしてそれを掌握して最終的にはそれは私のあれをか

けて決定をするということになろうかというふうに思いますので、それまでに先ほど申しま

したのは、いや、情報というのはある程度やっぱり情報操作というのはおかしいかもしれま

せんけれども、流し方によっていろいろ一方的な情報、こうですよ、ああですよというよう

な流し方もないじゃないということになろうと思いますし、そういうところは先ほど言いま

すように本当に皆さん方とひざ突き合わせて出前講座なり何なりで、そこには自然と私の何

かも出るかもわかりませんけれども、それを皆さん方、こうでしょうがというような言い方

じゃなくて、こういう考え方両方ありましょうがというようなそれはやっぱり訴えていくべ

きだと。余り最初から、いや、私は賛成派だ、反対派だというようなことは私自身むしろ言

うべきじゃないというような考え方を持っております。 

○議長（後藤信八君） 

 重松議員。 

○６番（重松一徳君） 

 御存じだと思います。ことしの２月に鳥栖は市長選挙がありましたね。２期目当選されま

した橋本市長、選挙公約で自分は基山町との合併を今から進めていくんだと、はっきりやっ
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ぱり自分の考えを言われているんですね。それはもう橋本市長は橋本市長なり、なぜ基山町

と合併したいのかというのはあると思うんですね。そうすると、私は合併というのは、自治

体同士の結婚だと思っているんですね。基山町が今、鳥栖の市長の例を出しましたけれども、

鳥栖の市長が基山と合併をしたいんだと言っても、いや、基山町はしませんよと言えば、こ

の話はなくなるんですね。逆に基山町が鳥栖市と合併したいんだという話を、例えば、５年

後、10年後出したとしても、そのときに鳥栖市は、いや、もう基山町とは合併しませんよ。

三養基郡の西部のほうと合併しますよというふうになれば、合併の話は進まないんですね。

時期もありますし、お互いの自治体の事情等も含めて今がどういう時期なのかと。 

 橋本市長は、１期目のときにも基山町との合併を選挙公約としてうたわれました。そして、

２期目もうたわれて当選されたわけですね。今、基山町にこれだけ合併をしたいんだという

ラブコールを送っている自治体は鳥栖市以外にはないんですね。しかし、平成15年当時、任

意合併協議会が開催されているころ、合併を考える会がアンケートをとりましたね。そのと

きには福岡の筑紫野市や小郡市と合併したいという意見が多くあったんですね。アンケート

の結果は。先ほど言ったように筑紫野市や小郡市は基山町と合併する話なんかは、議会も含

めて市長も含めて全く出てないんですね。そうすると、なかなか県を越えて難しいという問

題もありますけれども、基山町の選択は、合併を考えるとすれば鳥栖市以外にはないんです

ね。だから、鳥栖のほうが基山町にラブコールを送っている今、基山町が何らかのそれに対

して結論を出さなければならない部分も来るだろうと思うんです。その結論を出す時期が今、

橋本市長、２期目、ことしの２月に当選されましたので、あと３年間はあるんですね。市長

がかわればまた方針も変わるかもしれません。だから私が言っているのは、今すぐに合併を

賛成、反対を決めろと言っているんじゃなくて、やっぱり私たちが勉強会もして合併問題の

メリット、デメリット、そして財政状況、この佐賀県東部の地域のまちづくりをどのように

しようかというのを勉強しなければならないと思うんですね。その勉強する機会を町長は町

民に与えていますか。というのは、私は、これは１期目の第１回のときから質問しているん

ですけれども、町長は町民の声を聞くというふうにずっと言われてきたんですね。どういう

聞き方をされましたか。だから、私は町民の声をどのように集約されているんですかという

質問をしましたけれども、これどのような聞き方を今日までされていますか。 

○議長（後藤信八君） 

 小森町長。 



- 159 - 

○町長（小森純一君） 

 まず、結婚に例えておっしゃいましたけれども、まさに結婚だろうと、一緒になろうとい

うことですから、だろうと私も思いますけれども、ちょっとやっぱり自治体同士の合併問題

というと、そう簡単にそれじゃ結婚しましょうと、いや、嫌ですよというそういう単純な問

題じゃないということ、これは私はあろうかというふうに思いますし、鳥栖市からもそうい

う話を私も聞かないじゃございません。どうだというような話も、これは市長さん直接とい

うことじゃなくてもほかからも、それから私も民間の方いろいろ知っておりますから、その

方たちともいろんな話をいたしますけれども、そこでもやっぱりどうかいな、もう一緒にな

ったらというようなそういう話も聞きます。そこで私が鳥栖市に申し上げているのは、これ

はまた本当におまえ何かずるいと言われればそうかもしれませんけれども、合併は否定しま

せんよということで、しかし、それはやっぱりお互い勉強しながら、機を見ながら進めてい

きましょうやというような、それと県外とかそのほかとは考えられませんからねという話は

しております。しかし、だけれども、余り急がないほうがいいかもしれませんねと。16年に

結局議決もあってだめだと、あのときにはしないというようなことになったわけですから、

今度もしそれを本当にいろいろ勉強しながら、勉強といえば勉強でしょうけれども、やはり

その当時の書類を見てみますと、ある程度お互い言い合いみたいなそういう部分もあったよ

うに私は何か聞いております。そういうことで余り今ここでその話を本当表立ってやって、

そして、あれもこうじゃなかったか、ああじゃなかったというようなこと、そういうような

ことじゃやっぱり、そして結果的にはできなかったというようなことになれば、これはもう

ちょっと余計なことかもわかりませんけれども、ずっとまた合併という話は遠のいていくん

じゃないですかと、そういう意味もあって、ちょっと余り急ぎ過ぎないほうがいいんじゃな

いですかと。それと、さっきおっしゃいますように私も町民の皆さんの意見も聞きながらと

いうことにしておりますので、その辺も大事にしていきたいと。そのためには重松議員どう

いう勉強会を考えてあるのか知りませんけれども、やはり私としては今度各区回るときにで

もその話もちょっと持ち出して皆さんの考えも聞いていきたいなと、そういう話し合いの場

を持って、それである程度感触がつかめれば、また次のステップがあるのかなというふうに

私は思っております。 

 それと、何であのときには税制の優遇制度というのがかなりございました。合併特例債も

ありましたし、税制的な優遇というのが、もう御存じだと思いますけれども、ありました。
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だから、そして期限が限られておったから、そこまでに何とか結論ということでちょっと急

いだという経緯はあろうかと思います。そういうこと。 

 それから、今やいろんなところでやっぱり検証が行われているということは実際にそうで

ございます。私もいろんな方から話を聞きます。きのうもある方と話しておりましたら、や

っぱり合併というのは難しいもんだ。合併したところは財政がよくなると思ってされたらし

いと。だけれども、必ずしもそうばっかりもいっていませんと。むしろ合併したところの融

和といいますか、その辺が非常に苦慮されておるというようなそういう話も聞いております。 

 それから──よろしいですかね。この前、陸前高田に行ってまいりまして、戸羽市長さん

ですかね──とも、お見舞いはちょっと申し上げて、ここのまちは随分以前に合併されてい

ますねという話を持ちかけましたら、うん、だけれども、今度の平成の合併には乗らなかっ

たと。それがどうとは言われなかったけれども、やはり合併というのは慎重にしたほうがい

いですよと。いや、陸前高田はもう随分前ですから、うまくいっているようでございました

けれども、隣の市あたりと合併したところはいまだにやっぱりぎくしゃくしていると。特に

大きいところと小さいところの合併というのはこれやっぱりというような、向こうからそう

いう話もなさいました。そういうのを聞くとやはり慎重にやってしかるべきかなというよう

なそういう気持ちを私は持っております。 

○議長（後藤信八君） 

 重松議員。 

○６番（重松一徳君） 

 今の町長の考え、私が合併については賛成反対両論あるのも知っています。そして、平成

17年、合併特例債という期限もあって急いだというのも知っています。しかし、先ほど少し

言いましたけれども、平成15年のきやま広報の１月号に町長の市町村合併に対する説明会内

容というのを出されているんですね。これきやま広報に出ています。その中にやっぱり町民

の声として、参加者の声として、まずやっぱり情報の提供がなかったんだと。そして、問題

の議論の整理もされてなかったと。なぜ合併の話についてもう少し前広に町民の意見を聞か

ないのかと。最終判断は、これは町民の総意に基づいてしなければならないと。あのときに

は天本町長が決断されて、それを議会に諮られたと。町民の声は聞いてないんですね。だか

ら、私が今言っているのは、町民の声を聞くためには先ほど言いましたようにいろんな町が

持っている情報、そして賛成反対両論、先ほど東日本大震災の話をされました。私は釜石市
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に行ったら逆なんです。よかった私たちのところはと。合併していたからこういう大震災に

対応できるんだと。合併してない小さな市町村は大変難しい問題を抱えているんですよと。

逆なんですね、今、町長が言われたのと。だから、同じ合併しているところにおいてもいろ

んな意見が今あります。そういうのも出し合いながらぜひ私は勉強会をして、そして最終的

には住民投票をしなければならないと。そうするとこれは住民投票条例、議会も当然かけて

いかなければなりませんけれども、こういうふうな行程、ロードマップといいましょうか、

この合併についての行程を出そうというお考えはないですか。どうですか。 

○議長（後藤信八君） 

 小森町長。 

○町長（小森純一君） 

 合併につきましては私も本当に頭を離れない、それと人口減少対策といいますか、人口減

少に対する心配というか、この辺は頭を離れないというところでございます。それだけにや

はり合併に対する資料といいますか、言えるかどうかですけれども、私なりのいろんな切り

抜きなり、あるいは雑誌なりを集めております。そういうことの情報であれば、それは当然

出すべきだと思いますし、私が何かの場に行って、出前講座かなんかに行ってお話しすると

きにはそれらをもとにお話をさせていただくということなんですけれども、そういうことで

先ほど申しますように、さあ、重松議員が勉強会というような、情報というようなことをお

っしゃいますけれども、逆にどういう形でそれをお考えになってあるのか。私は、まずはタ

イムスケジュールといえば各地区を回ってでも話をすると、議論を深めていくというような

それがやっぱり今のやり方かなというふうには思っております。 

○議長（後藤信八君） 

 重松議員。 

○６番（重松一徳君） 

 過去に何度か鳥栖市のほう、基山町、市長と町長がこの合併論議について町民会館でも話

をしたことがありますね。これを主催したのが鳥栖のＪＣだったろうと思うんですね。今、

鳥栖のほうでももう１回、鳥栖と基山の合併話をしようじゃないかというふうないろんな団

体の動きもあるんですね。そうすると、先ほど言ったように、鳥栖は鳥栖でばらばら、基山

は基山でばらばらでするよりも、場合によってはみやき町も含めたところで当然それぞれの

首長さん意見交換もしながらになると思いますけれども、その中での合併の話もしていった
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がといいと。というのは、それぞれの自治体の思惑だけじゃなくて佐賀県東部という州まで

とは私は言いませんけれども、この全体的な発展をどのようにしていくのかというところで

のやっぱり意見交換、それがひいては合併議論にもつながっていくという部分での議論もぜ

ひお願いしたいというふうに思っております。 

 それで、時間もありませんので、一番訴えたい政策はというふうに聞きました。持続可能

な自然活力や財政力のバランス等と言われましたけれども、前回の選挙のときには、実は今

回の選挙はまだ簡単なリーフレットですか、これ出されていますね。前回４年前の選挙のと

きには同じようなリーフレットと、もう１つは基本政策ですね。今はマニフェストという言

葉が余り人気がないので、公約でもいいんですけれども、これ出されるお考えありますか。

これ町長が今から選挙を戦うに当たってどのような戦術を組むのかというのは、これ町長の

あれですけれども、できたら、やっぱり町長の選挙公約を出していただきたいと思いますけ

れども、どうですか。 

○議長（後藤信八君） 

 小森町長。 

○町長（小森純一君） 

 私もちょうど２期目に入るときですかね、非常にマニフェストというものに関心を持ちま

して、前の三重県知事の北川正恭さんですか──の本も大分読んで、こうあるべきだ、こう

いうことを言っておくべきだというようなことを考えて、それでこの前のそれを出した経緯

もあったと思います。今度はちょっと私も今おっしゃいますようにマニフェストというもの

にちょっと疑問といいますか、そりゃもちろんつくり方いろいろによると思うんですけれど

も、マニフェストそのものが本当にどんな形で出すのかどうかというようなそれをちょっと

疑問視しておるもんですから、現在のところちょっとそこをまとめるとかなんとか、リーフ

レットをもう少し膨らませてということになるかもわかりませんけれども、それすらもちょ

っと今のところ考えてないということです。 

○議長（後藤信八君） 

 重松議員。 

○６番（重松一徳君） 

 もう時間がありませんので、最後ですけれども、冒頭、お互いやっぱり発言、行動には責

任を持っていこうと、そうしないと無責任な発言、それが基山町の町政にとってはマイナス
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要因にもなるんだというのを私は常に言っております。 

 今こうして町長と60分間話をさせていただきました。いろんな意見、相違もあります。で

も、気持ちは一緒だろうと思うんですね。やっぱり基山町をよくしたいと、そういう気持ち

でぜひとも今後とも頑張っていただきたいというのを最後に申しまして、私の一般質問を終

わります。 

 ありがとうございました。 

○議長（後藤信八君） 

 以上で重松一徳議員の一般質問を終わります。 

 ここで11時20分まで休憩します。 

～午前11時10分 休憩～ 

～午前11時20分 再開～ 

○議長（後藤信八君） 

 休憩中の会議を再開し、次に、神前輔行議員の一般質問を行います。神前輔行議員。 

○１番（神前輔行君）（登壇） 

 こんにちは。１番議員の神前輔行です。本日は、休日にもかかわらず、また、お忙しい中、

傍聴に来ていただき、ありがとうございます。 

 本日は、通告に従いまして３項目質問させていただきます。 

 １、人口減少について。 

 (1)基山町は現在、人口が減少傾向にあります。このまま減少傾向が続くと、地域社会の

活力の減退が懸念されます。人口増をどのように取り組んでいくとお考えですか。 

 (2)より多くの方々に基山町のよさを知っていただくために、現在、どのようなアピール

をされていますか。 

 (3)各世代の人口増を考えないと、将来的な安定が望めないと思います。世代別にアプロ

ーチの仕方を変えていますか。また、されていれば、どのようにされていますか。 

 ２、観光事業についてお尋ねします。 

 (1)基山町に来ていただくためにも、もっとメディアを使う必要があると思います。今後、

メディアをどのように活用したいと思いますか。 

 (2)基山のアピールをしていただいておりますが、各団体と協働で取り組んでいることは

ありますか。 



- 164 - 

 (3)現在、基山町で行われているイベント、お祭りがマンネリ化しているという声をよく

聞きます。今後、改善することはお考えですか。 

 ３、子育て支援についてお尋ねいたします。 

 (1)子育てを支援していくことに対し、新しく考えていることはありますか。 

 (2)現在、子育て支援は十分充実しているとお考えですか。 

 (3)働く方々の形態が変わってきています。シフト制やフレックスタイム制などあります

が、幅広く支援していただきたいと思いますが、お考えをお聞かせください。 

 以上で１回目の質問を終わります。よろしくお願いします。 

○議長（後藤信八君） 

 小森町長。 

○町長（小森純一君）（登壇） 

 それでは、神前輔行議員の御質問にお答えいたします。 

 まず、１項目め、人口減少についてでございます。 

 (1)基山町は現在人口が減少傾向にあるということ、このまま減少傾向が続くと、地域社

会の活力の減退が懸念される、人口増加をどのように取り組んでいくと考えておるかという

ことでございます。 

 これも、前にも、それから、すぐ前の重松議員の質問とダブるようなことになるかもわか

りませんけれども、やはり旧庁舎と既存の町有地の活用検討、これも必要だというふうに思

いますし、あるいは、けやき台のマンション建設の要請を行う、これも今までずっとやって

きておったわけでございますけれども、今回、議長さんにも行っていただいて交渉していた

だいたというような、そういう経緯もございますし、こういうことも進めていくということ。 

 それから、ほかにも定住人口、あるいは定住される方の誘導、こういう施策というか、こ

れもやっていく必要があろうかというふうに思います。 

 それとともに、どちらが先ということではございませんけれども、やはり保育料徴収の階

層区分を今度、細分化もいたしますし、そして、保護者の負担軽減を図るとか、子どもの医

療費助成事業を小学校前の現物給付化や、助成対象を中学生の通院まで拡大するなど、そう

いう子育ての支援、あるいは福祉の施策を充実させていくというふうに考えております。 

 (2)の、より多くの方々に基山町のよさを知っていただくために、現在、どのようなアピ

ールをしているかということでございますが、基山町の魅力ガイドのパンフレットの作成や、
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ホームページで基山町紹介動画の掲載、イベントどきの報道機関への情報提供、ゆるキャラ

のきやまんの活用等を行っておるということです。 

 (3)各世代の人口増を考えないと、将来的に安定が望めないと。世代別にアプローチの仕

方を変えておるかということ、また、しておるならば、どのようなことをしておるかという

ことでございますが、子育て世代の定住を促進するために、放課後児童教室の建設や改修、

保育所在園者の３人目以上の保育料の無料化、基山保育園給食室、あるいはトイレの改修、

乳幼児等医療費助成事業の対象者拡大等の子育て世代への支援を積極的に行っておるという

ことでございます。 

 ２の観光事業についてでございます。 

 (1)基山町に来ていただくためには、もっとメディアを使う必要があるだろうと。今後、

メディアをどのように活用したいと思っているかということでございます。 

 イベントどきの報道機関への情報提供や、情報誌への掲載を今までも行っております。ま

た、ソーシャルネットワークサービスの一種であるツイッターを試験的に今行っております。

それと、やはりメディアにアピールするような、そういう多彩なといいますか、しっかりし

た行事を多く行っていくこと、その辺がこれからの課題だというふうに思っております。 

 (2)のきやまんのアピールをしておるが、各団体と協働で取り組んでいることはあるかと

いうことでございます。 

 商工会と連携して、地場産品にきやまんのシールを貼付して販売したり、きやまんをモチ

ーフにした新たな商品開発を行ってアピールに努めております。また、きやまんの着ぐるみ

を作成しましたので、イベント等での活用や、基山町のＰＲや地域振興につながる事業に貸

し出し等も考えております。 

 (3)の現在、基山町で行っているイベント、祭りがマンネリ化しているとの声を聞くが、

今後どう改善するか、その考えはということです。 

 特に観光事業のイベントとは位置づけておりませんが、基山町で行われているイベントに

ついては、ふ・れ・あ・いフェスタやきのくに祭り等ではないかと思うわけです。 

 ふ・れ・あ・いフェスタにつきましては、農業まつりと健康フェスタを一体とした中で始

めました。年々来場者数もふえ、盛況のうちに進んでいると思います。実行委員会は開催ご

とに内容を変えたりして、マンネリにならないようには努めております。 

 そのほかの、きのくに祭り、ＪＲウォーキングについては、それぞれの団体の努力で行わ
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れていますので、もしそういう声があるのでしたら、それぞれの団体で検討されていると思

います。その中で、町として御協力できるものについては行っていきたいと考えております。 

 ３の子育て支援についてでございます。 

 (1)子育てを支援していくことに対し、新しく考えていることはあるかということですが、

先ほどとダブることもあると思いますが、今後の子育て支援対策として、保護者負担の軽減

を図るため、保育料徴収の階層区分の細分化や、子供の医療費助成事業の、小学校就学前の

現物給付化や助成対象を中学生の通院まで拡大することを、平成24年度から実施していきた

いと考えております。 

 (2)の現在、子育て支援は十分充実していると思うかということですが、子育て支援対策

については、基山町次世代育成支援対策後期行動計画に基づいて、地域における子育て支援、

子供や母親の健康の確保及び増進、子供の心身の健やかな成長のための、教育環境の整備等

を基本目標にして、各種の施策を今後も実施していきたいと考えております。 

 (3)の働く方々の形態が変わってきておると。シフト制、フレックスタイム制などがある

が、幅広く支援していただきたいと思いますが、その考えを聞かせてくれということでござ

います。 

 国においては、平成19年12月に仕事と生活の調和、ワークライフバランス及び仕事と生活

の調和推進のための行動指針が取りまとめられ、国民全体が取り組むことや、国や地方公共

団体が支援することなどにより、社会全体で取り組むことと定められました。 

 本町の子育て支援対策事業では、仕事と子育ての両立を支援する体制として、放課後児童

クラブの対象年齢の拡大と保育時間の延長を実施するとともに、保育料徴収の階層区分の見

直しによる、保育サービスの充実を図っていくこととしております。 

 以上です。 

○議長（後藤信八君） 

 神前議員。 

○１番（神前輔行君） 

 はい、ありがとうございます。 

 それでは、１番目の人口減少について質問させていただきます。 

 基山町は利便性がよく、自然豊かな町で、住む環境としては申し分ないところだと思いま

す。しかし、基山町の現在の人口が１万7,804人です。男性8,514人、女性9,290人、世帯数
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で6,320世帯。この数字をどのように受けとめておりますか。 

○議長（後藤信八君） 

 企画政策課長。 

○企画政策課長（岩坂唯宜君） 

 どのようにということで御質問ですけれども、とにかく国勢調査等も今回ありまして、県

内ではやっぱり減少の多い町になっているかなということは思っておりますし、逆に世帯数

はふえております。といいますのは、やはり１世帯の構成割合が少なくなってきていると。

いわゆる何といいますか、ひとり世帯とか、老・老世帯とか、そういうふうな高齢化にもつ

ながっているかなということを思っております。 

 ただ、今申し上げられましたとおり、ある程度、位置的には恵まれたところにありますの

で、今、小さな民間の事業者でやっていただいております十何戸程度の開発をしていただい

ておりますが、そういうのは結構、販売結果がよろしいようでございますので、そういう提

供をすれば、ある程度購入していただく場所ではあるのかなというふうには感じておるとこ

ろでございます。 

○議長（後藤信八君） 

 神前議員。 

○１番（神前輔行君） 

 核家族化が進んでいる現在ですが、何か明るい材料ですね、これから人口をこういうふう

な形で伸ばしていきたい、今までいろんな方が人口減少についてお話をされていますが、今

後こういった形で人口増が見込める、明るい材料をもしよかったら提供してください。 

○議長（後藤信八君） 

 岩坂企画政策課長。 

○企画政策課長（岩坂唯宜君） 

 明るい材料と申されますと、非常に、どういうのが、いろいろそれは価値観の違いだと思

いますけれども、いわゆる人口を増加させる一番の、本当の王道といいますか、政策的には

やはり器をつくる、いわゆる住宅政策が一番ではないかというふうに、単純ではありますけ

れども、それが一番手っ取り早い方法といいますか、ふえる可能性があるんじゃないかと思

っております。幸いに、先ほども申し上げましたとおり、基山町につきましてはそういう住

宅をつくられると、結構販売促進につながるということで、場所によってはつくっても売れ



- 168 - 

ないというところがあると思いますけど、基山町はそういう面では恵まれているところなの

かなと思っております。 

 それと、先ほど町長も申されましたけれども、やはりソフト的な整備、地味ではございま

すけれども、そういう例えば子育て世帯を中心に定住化を図るということで、子供が中心の

政策を今中心に行ってありますので、そういうのを積極的に進めて、そういう若い方に住ん

でいただくのが一番いいのではないかというふうに考えております。 

○議長（後藤信八君） 

 神前議員。 

○１番（神前輔行君） 

 今までいろいろな施策を行っていただいておりますが、移り住む人たちに対してのニーズ

にこたえ切れていないので、なかなか人口がふえないのではないでしょうか。 

 また、基山町に住みたいと考えたときに、住みたい場所、駅付近に住みたい、また、人里

から少し離れた場所に住みたいと考えたときに、なかなか住みたい場所に住みたい家がなか

ったり、また、住みたい場所に住みたい家があっても、家賃が高かったりなど、選択肢が少

ないように感じられます。この点いかがでしょうか。 

○議長（後藤信八君） 

 岩坂企画政策課長。 

○企画政策課長（岩坂唯宜君） 

 いろんな選択といいますか、いろんな要望、確かにあると思います。基山町は御承知のと

おり、都市計画区域ということで、市街化調整区域というのを設定いたしておりますので、

そういう制限は当然ございます。ですから、人里離れたところに住みたいということになれ

ば、既存の空き家といいますか、そういうところに住んでいただくということになると思い

ますので、そういうふうな、以前から出ております空き家対策という方法も、一つの方法だ

というふうに思っております。 

 それと、いろいろな問題で、駅前に住みたくても住めないということもございますけれど

も、今のところ、残念ながら、旧庁舎とか公民館の跡地とか、もう少し広げますと、高尾病

院の、基山にありました場所が今ちょっと空き地になっていると。そういうふうに、ちょっ

と散らばっているというところもありまして、非常に見た感じ、やっぱり余りよくないんじ

ゃないかと思いますので、こういう飛び石的な残地があるという、町有地を含めまして有効
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利用をどのようにしていったらいいかということが、やっぱり一番問題だと思っております。 

 その中で、先日もちょっと東京のほうにお伺いいたしましたが、やはりそういうノウハウ

を持った業者さんのお知恵もかりて、そういう中心的な駅前周辺をどのようにしていくかも

今後の課題だというふうに思っておりますので、これはやはり一朝一夕にできる問題ではご

ざいませんけれども、一つの課題として取り組んでいかなければならないものではないかと

いうふうに思っております。 

○議長（後藤信八君） 

 神前議員。 

○１番（神前輔行君） 

 このように、人口が減っている中で、もちろん町内に住んでいらっしゃる方に定住してい

ただくのもそうですが、町外、県外の方に移り住んでいただく必要があると思います。その

ときに、町長が町外、県外に行かれたときに、どのような宣伝をされていますか。ＰＲのた

めに何か持っていかれているものとかもありましたら、お教えください。 

○議長（後藤信八君） 

 小森町長。 

○町長（小森純一君） 

 申しわけございませんけれども、具体的に何かパンフレットを持っていくとかなんとかと

いうようなことは、特にはいたしておりません。基山町はいいところですよというようなこ

とは、口では言うんですけれども、なかなか物というか、文書というか、そういうのは持っ

ていっていないということでございます。 

○議長（後藤信八君） 

 神前議員。 

○１番（神前輔行君） 

 今後、町外、県外に行かれるとき、もしよろしかったら何か資料を持っていって、少しで

も基山町のアピールをしていただきたいと思います。 

 次に、２番目の、より多くの方々に基山町のよさを知っていただくために、現在どのよう

なアピールをされていますかとお尋ねしたところ、ホームページで基山町の紹介を動画でさ

れているというお答えをいただきました。ホームページに掲載されている動画についてお尋

ねします。 
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 動画の中に、「ふらり基山」があります。どの動画も大体１分間は同じものが流れていき

ます。その後、「ふらり基山」の中で、基山生活というのが流れてくる中で、「日常生活に

必要なスーパーや商店街が充実しているところで」というフレーズがあります。ここのフレ

ーズのときに動画で使われている絵が、基山町外のスーパーの画像を使われています。日常

生活に必要なスーパーや商店街が充実しているところで、なぜ商店街やスーパー、基山町に

ある画像を使われないのですか。アピールのための動画ではないのでしょうか。 

○議長（後藤信八君） 

 岩坂企画政策課長。 

○企画政策課長（岩坂唯宜君） 

 済みません、そういうふうに基山町内を中心にさせていただいているつもりでございます

が、今度つくりました基山町のパンフレット、魅力ガイド、これにつきましても、ちょっと

周辺まで広げて、基山町はこういうところにありますよと、確かに基山町内に足りないもの

だけ見れば、不足しているもの、そういうものも確かにあると思います。しかし、やっぱり

今後は基山町内だけじゃなくて周辺を、やはりもう少し視野を広げて、こういうのもありま

すよ、こういうところもちょっと足を運べばありますよということの視点を持って作成をし

てということがありますので、そこら辺、そういう御指摘をいただきますと、非常に申しわ

けないと思いますが、今回につきましては、特に周りも含めた基山町の位置といいますか、

そういうふうなのを主体につくらせていただきましたので、「ふらり基山」というところだ

けではなくて、そういうふうにちょっと違和感を感じていただく部分もあるかもしれません

けれども、基本的にはやはり基山町内を中心にさせていただかなければならないとは思って

おります。 

○議長（後藤信八君） 

 神前議員。 

○１番（神前輔行君） 

 先ほどの質問ですけど、自分が見て少し違和感を感じたので、数名に意見を聞いたところ、

基山町にそういったものがあるというふうに勘違いされたので、ちょっとお尋ねさせていた

だきました。 

 ３番の、これだけ積極的に支援を行っているにもかかわらず、子育て世代の定住が著しく

伸びないのは、どうしてでしょうか。 
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○議長（後藤信八君） 

 岩坂企画政策課長。 

○企画政策課長（岩坂唯宜君） 

 これは先ほども申し上げましたけれども、いろいろな価値観の相違もあると思います。そ

れと、やはり何といいますか、周辺がやはりふえてきているということもありまして、どう

しても鳥栖市、特に弥生が丘あたりとか、そういうのが先に目立って、基山はその次の次ぐ

らいになるのかなという、位置的というか、状況的な問題もあると思いますので、これをや

っているから必ずふえるということではございませんけれども、やはり他の市町と同じよう

なことではなくて、やはり別な、基山町はここが違うんだよということをもう少し積極的に

アピールするといいますか、政策的にもそうでございますけれども、アピールの仕方もやは

り考えていかなければならないかなと、今、私、担当としては、そういうふうにちょっと感

じているところでございます。 

○議長（後藤信八君） 

 神前議員。 

○１番（神前輔行君） 

 今お答えいただいた中で、基山町の特色をアピールしていくという、特色をちょっと教え

てもらっていいですか。 

○議長（後藤信八君） 

 岩坂企画政策課長。 

○企画政策課長（岩坂唯宜君） 

 特色といって、それじゃ何かというふうなことが難しいですが、常々町長が言っておりま

すとおり、自然がやっぱりあると、こういう交通の便がいい場所にしては、自然が残った、

ある面では住みやすい場所にあるのではないかと、これがやはり基山町の一番の売りではな

いかというふうに感じております。 

○議長（後藤信八君） 

 神前議員。 

○１番（神前輔行君） 

 もう１つ済みません、庁舎内の職員について１つ質問をさせてください。 

 現在、基山町職員で町外に住んでいる方って、いらっしゃいますか。 
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○議長（後藤信八君） 

 小野総務課長。 

○総務課長（小野龍雄君） 

 急に言われまして、人数は把握しておりませんけど、かなりおります。 

○議長（後藤信八君） 

 神前議員。 

○１番（神前輔行君） 

 はい、ありがとうございます。この質問を聞いた理由として、町内のことを一番よく御存

じである職員の方が、なかなか基山町内に移り住んでいただけないということが、一番人口

増につながっていかない原因を知られているのではないでしょうか。町長の一番身近にいら

っしゃる職員が、一番人口増につながるヒントだというふうに考えておりますので、ぜひ何

か意見を聞かれて、参考にされてみてはいかがでしょうか。 

○議長（後藤信八君） 

 小森町長。 

○町長（小森純一君） 

 かなりいるという話は聞いておりますし、何人かということも、それから、何でかという

ことも、確たるものは私も把握はしておりません。職員どうこうじゃなくても、何といいま

すかね、家賃が高いとか、税金が高いとか、税金が高いはずはないんですけれども、それは

水道料金が高いというような部分は、それは各自治体いろいろありますから、比較するとこ

ろによって違うと思いますけれども、そういうふうな話もございます。それから、住民サー

ビスとかなんとかというような、そういうことも加わってくるというふうには思っておりま

す。 

 ところが、このごろ私も、だから基山がやっぱり何かあるから、はっきり言って鳥栖市さ

んか、あるいは小郡市さんに流れておるという話も、職員もそうだというようなことも聞い

ておりましたけれども、あるところで、ある集まりで私聞きましたら、いや、もう今はむし

ろ小郡市さんよりも──これまた出していいのかわかりませんけれども──のほうが、むし

ろ家賃が高かったり、いろいろあって、今度は鳥栖市さんの弥生が丘とか、あるいはまた基

山にも幾らか帰ってきているよというような話も聞きました。これまた真偽どこまで本当か

どうかわかりませんけれども、この辺のところも含めまして、ちょっと調査をしてみたいと
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いうふうには思っております。職員に、どうしてと余り突っ込んで聞くのもいかがかなとは

思いますけれども、それとなく調査はしたいというふうに思います。 

○議長（後藤信八君） 

 神前議員。 

○１番（神前輔行君） 

 ありがとうございます。 

 それでは、２番目の環境事業についてお尋ねいたします。 

 メディアに取り上げていただくためには、興味、関心がないと、話題性がないと、なかな

か取り上げていただけないと思います。近隣に鳥栖市という大きな市があります。やはり小

さな町が同じように掲載していただけるためには、話題性というのが必要だと思います。町

長のお答えの中で、報道機関への情報提供や情報誌への掲載、現在行ったことがある報道機

関への情報提供や情報誌とは、どんなものがありますか。 

○議長（後藤信八君） 

 岩坂企画政策課長。 

○企画政策課長（岩坂唯宜君） 

 報道機関等につきましては、いわゆるイベント関係を、記者クラブですかね、鳥栖市のほ

うにありますので、そちらのほうを利用させていただいて、流す場合については、そういう

形でさせていただいております。 

 それと、情報誌につきましては、今、無料の情報誌というのが、結局広告をずっととられ

て、無料で結構配布されてある雑誌が幾つかありますけれども、そこには、相手さんからも

いろいろ御相談があったりしますし、うちのほうからも積極的に掲載をお願いしていると、

具体的にはそういう例でさせていただいております。 

○議長（後藤信八君） 

 神前議員。 

○１番（神前輔行君） 

 それでは、その次に、ソーシャルネットワークサービス、ツイッターと書いてありますが、

ツイッターとは何ですか、どんな意味ですか。 

○議長（後藤信八君） 

 岩坂企画政策課長。 
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○企画政策課長（岩坂唯宜君） 

 改めて聞かれますと、私も相当詳しいほうではございませんけれども、一応つぶやきとい

う形で、何かこう、思いのたけをそれぞれ述べるといいますか、うちのほうが情報を流しま

して、それに対していろいろ意見を言われるというようなことだと思いますし、先ほどもち

ょっと牧薗議員の質問にも答えましたが、１カ月間試験的に行いました。それによって、ど

ういう御意見とか、どういうふぐあいとか、いっぱいいろんな問題がどうも出てきているよ

うでございますので、これを今回また検討いたしまして、さらにそれをまたひとつ生かして、

次のステップに行きたいと思っておりますので、今後ちょっと研究させていただきたいとい

うふうに思っております。 

○議長（後藤信八君） 

 神前議員。 

○１番（神前輔行君） 

 フェイスブック、アメーバ、ラインなど、たくさんのツールがある中で、なぜツイッター

を使用されたのですか。町の大事な行事を、町内、また町外の方にアピールする上で、つぶ

やくツイッターでよろしいのですか。それとも、ほかに何か、たくさんツールがある中で、

ツイッターを選ばれた理由を教えてください。 

○議長（後藤信八君） 

 岩坂企画政策課長。 

○企画政策課長（岩坂唯宜君） 

 今、それこそ情報伝達方法といいますか、そういうのはたくさんございます。とにかく、

まず何かをやってみて、そして、いろんな形で検討したいということで、その面では、以前

にも議員のほうからも御質問がありました、災害時とか、そういうのに対応するために、ツ

イッターとかも大いに利用されているということもいろいろ勉強させていただきましたので、

まず、とにかく何かをやらせていただいて、それから、いろんな面で、いい分についてはし

ていかなければならないと。やはり今後は情報化の時代でございますので、そういうものに

つきましては、やっぱり進めていかねばならないという立場ではおりますので、そこら辺は

ひとつ御理解いただきたいと思います。 

○議長（後藤信八君） 

 神前議員。 
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○１番（神前輔行君） 

 ありがとうございます。「きやまんのツイッター」を見させていただいたんですけど、冒

頭の文章で、返信はしないというふうに書かれていますが、これは書く必要があったのでし

ょうか。また、ツイッターは１つのことに対してつぶやいた後に、相手からの返信が来た後

に、それについて話をしていくのがツイッターだと私は認識しているのですが、返信をしな

い理由というのが何かありますか。 

 また、この後取り上げますが、熊本県のくまモンのツイッターがあります。これは毎日１

時間おきだったり、数分おきだったり、こまめに更新をされています。きやまんのツイッタ

ーは、12月11日以降更新されていないのですが、なぜですか。 

○議長（後藤信八君） 

 岩坂企画政策課長。 

○企画政策課長（岩坂唯宜君） 

 再三申し上げておりますけれども、一応試験的に行っております。11月の半ばから12月16

日までということでさせていただいておりますので、当然本来は、おっしゃいましたとおり、

それに対していろいろと対応する、答えるということも必要だと思いますけれども、まずは

その状況といいますか、皆様方のいろんな御意見等をお聞きするという段階で、今進めてお

ります。 

 それと、やはり、くまモンとか、そういうふうに常々発信をして、また、いろいろ対応し

ているということでございますけれども、そういう体制づくりもまだできておりませんので、

要するに、こういう試験的なことを踏まえた中で、そういう体制づくりも含めた検討を進め

て、対応できるものについては対応したいと。特に人員的にふやさなければならないという

ことになると、すぐできる問題ではごさいませんので、今の体制でできる範囲を、まず行わ

せていただいて、今後に生かしていきたいというふうに思っております。 

○議長（後藤信八君） 

 神前議員。 

○１番（神前輔行君） 

 ２番目の、きやまんのアピールをしていただいておりますか、各団体と協働で取り組んで

いることはありますかという質問に対して、商工会と連携して新たな商品開発を行って、ア

ピールに努めていますというお答えをいただきました。 
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 ことし、ゆるキャラで日本一をとった熊本県のくまモンがありますが、熊本県のほうに、

くまモンをモチーフとした、くまモンバーだったり、この時期であれば、くまモンのイルミ

ネーションがあったりと、あちらこちらで目にとまります。だが、現在、基山町できやまん

を見かけるところといったら、数少ないような気がします。商工会と連携して商品開発をさ

れているのであれば、もっと幅広く提供できる場所が必要ではないでしょうか。 

○議長（後藤信八君） 

 岩坂企画政策課長。 

○企画政策課長（岩坂唯宜君） 

 確かにおっしゃるとおりでございます。いわゆるくまモンを比較していただきますと、ち

ょっと私たちも少し不利かなと思いますけれども、やっぱりあそこら辺は観光県熊本ですの

で、その面では数段上だと思っておりますので、足元にも及ばないということで申しわけな

いんですけれども、そういう中で、商工会あたりにも御協力いただいて、やっぱり積極的に、

それじゃ自分でできるものはさせていただきたいということで、お菓子屋さんあたりとか、

品物を特につくっていただいたり、それから、シールをつくりましたので、そのシールを積

極的に張っていただいて、既存の商品にシールを張っていただいている部分、あるいは新し

くきやまんという名前を用いて、お茶とかもつくっていただいたこともありますので、これ

はもう、それこそ今から徐々に広がっていくものだと思いますし、基山町のほうは積極的に

お願いをしますけれども、やはり受けられる立場の方も、どういうふうに商品を生かしてい

かれるかということもありますので、そこら辺は今後やっぱり詰めて、できるだけ広くそう

いう効果が出ればと思っております。 

 それと、そういうのをつくったら、当然売る場所といいますか、そういう宣伝するところ

が必要だということでございますので、それも当然でございまして、今後はいろいろな場所

でそういうものを置かせていただくような対応といいますか、例えばパーキングエリアあた

りに御相談をするとか、今はよく柔道とかが基山町の武道館等でいろいろやってあります。

それとか基山の総合体育館を使って、ある程度よそから見えるような場合もありますので、

そういう場合には、ある程度商工会の会員の皆様方に、こういうのがありますから、この場

を使われて商品販売をされたらどうでしょうかということで勧めておりまして、何件かの方

が御協力いただいて、それなりの販売といいますか、ちょっと少ないときもございますけれ

ども、それなりの努力はしていただいているものと思っておりますので、もう少しこれを広
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げていくべきかなというふうに考えております。 

○議長（後藤信八君） 

 神前議員。 

○１番（神前輔行君） 

 先日、ふ・れ・あ・いフェスタに参加させていただいて、そのとき地産品のところに長蛇

の列ができているのを見て、その地産品と一緒にきやまんのほうも売って、販売、宣伝して

いけるのではないかというふうに感じたんですけど、例えば大分前にお話があっていた道の

駅ですね、こういったものを再度検討していただいて、また、幅広く宣伝できるのではない

かと思うんですが、いかがでしょうか。 

○議長（後藤信八君） 

 岩坂企画政策課長。 

○企画政策課長（岩坂唯宜君） 

 そういう、ある程度物産を販売できるような場所があれば、当然いいと思います。ただ、

今のところは、道の駅については町長のほうがいろいろとお考えだと思いますけど、私がこ

こで、いろいろよくわからない面を申し上げると、また誤解がありますので、そういう場所

がありましたら、当然そういうところに積極的にアピールするための商品あたりは出させて

いただきたいと。ただ、今のところはそういうことがございませんので、今のある範囲で、

例えばいろんな、新幹線の祭りとかがあるときには、積極的に出ていって、出していただい

たり、福岡あたりで何かあるときには県と一緒になって、そういうふうにさせていただいた

りするような、ちょっと受け身的ではございますけれども、そういうことでもやっておりま

すので、できれば最終的にはそういうコーナーといいますか、基山町で持てればいいかなと

いうことは、私は希望として持っておるところでございます。 

○議長（後藤信八君） 

 神前議員。 

○１番（神前輔行君） 

 もしよろしかったら、町長の意見もお聞かせいただけますか。 

○議長（後藤信八君） 

 小森町長。 

○町長（小森純一君） 
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 道の駅とかということじゃ（「きやまんの」と呼ぶ者あり）きやまんの、そうですね、地

道にやっていくということじゃなかろうかと思います。今、一挙にばっとどこでもシールを

張るというようなことでもないし、商品開発するということでもなかろうと思いますので、

その辺のところはやって、もちろんお互いの利益になることですので、進めていきたいとい

うふうに思っております。 

 この前、かいろう基山さんでも、本当にちょっとしたところで、何ですか、竹でつくった、

昔あれは缶でやっておりましたけれども、そういうのを出して、それにきやまんのシールを

張ってありまして、そっちのほうがやっぱり売れておったかと思います。私も２つ買ってき

ましたけれども、それが値段はちょっと違うというような話もあったんですけれども、そう

いうこと、いろんな方法、やり方というのはあると思いますので、これは販売する方の利益

にもなりましょうし、我々のＰＲにもなるということですので、当然進めていきたいという

ふうに思います。 

○議長（後藤信八君） 

 神前議員。 

○１番（神前輔行君） 

 次に、(3)の基山町で行われているイベント、祭りがマンネリ化しているという声をよく

聞きます。お答えの中で、それぞれの団体で検討されると思いますとお答えいただきました

が、基山町内で行われているイベントやお祭りが、基山町のイメージに直接つながってくる

と思います。それに関して、もっと積極的にかかわってはいけないのでしょうか。いかがで

しょうか。 

○議長（後藤信八君） 

 岩坂企画政策課長。 

○企画政策課長（岩坂唯宜君） 

 かかわると申しますと、基山町が主体になって、こういうイベントを行っていくというこ

とでございますでしょうか。（「お祭りがあることに対して、もっと委員会の中に入ってい

ったりとかですね」と呼ぶ者あり）ちょっとイベントということでございますが、これは私

といいますか、いろいろ協議した中で、今、一番基山町で大きいのは、ふ・れ・あ・いフェ

スタときのくに祭りかなと、ＪＲのウォーキングも秋と春ですね、していただいております

けれども、一応ふ・れ・あ・いフェスタにつきましては、農業関係、米まつり等も含めて、
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そちらのほうでＪＡ主体にやっていただいておりますが、そういうのをやっぱり別々にする

よりも一体となってしたほうがいいということで、以前は別々にやっておりましたけど、そ

れを一体化して行っておりますが、実行委員会といたしましては、それはちょっと別といた

しまして、そのほかにつきましては、基山町職員が主体にさせていただいております。 

 これは、ある面では基山町の職員といいますか、基山町からも発信する場所があっていい

のではないかということも含めて、極端に言えば、基山町の職員といいますか、基山町でさ

せていただいているということがあります。それで、農業祭りも一緒になっていただいて、

いわゆる農業祭りといいますか、米まつりがあるから、あれだけの集客力があるのだと思っ

ておりますけれども、いろんな形で遠くの方からもお問い合わせがあったり、来ていただい

たり、今回も駐車場的にも不足したところもありまして、御迷惑をおかけしましたけれども、

結構来ていただいているかなというふうに思っておりますし、その都度、マンネリ化しない

ように、やっぱり職員、あるいはいろんな皆様の御意見を聞きながら、少し変えていったり

はしております。 

 それと、きのくに祭りにつきましては実行委員会ということがありまして、これはいろん

な団体とか、いろんな方に入っていただいております。当然そこには基山町も、課といたし

ましては企画政策課、あるいは教育委員会の教育学習課等が入らせていただいて、その実行

委員会の中で協力をさせていただいておりますので、これを基山町ふ・れ・あ・いフェスタ

みたいに、それじゃ、基山町だけでの主体にするかとなりますと、やはりこれは地域といい

ますか、住民の皆様方の祭りという意識が、やっぱり位置づけがありますので、そういう面

では、やはり側面からの御協力という形が、やはり基山町としてはするべきであって、主体

はそういう団体でしていただくものがベターではないかというふうに考えております。 

○議長（後藤信八君） 

 神前議員。 

○１番（神前輔行君） 

 今回のふ・れ・あ・いフェスタを開催するに当たって、メディアの利用方法ですね、どの

ようなメディアを利用されてアピールをされたのですか。 

○議長（後藤信八君） 

 岩坂企画政策課長。 

○企画政策課長（岩坂唯宜君） 
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 それは、試験的にちょうどツイッターをしたのも、このふ・れ・あ・いフェスタをある程

度アピールしたいということもありまして、まずはそれを今回新たに試験的にさせていただ

いたのと、あとはそういう報道機関に、こういうのがありますのでということで御連絡はし

ておりますが、結構今は定着をさせていただいておりますので、逆に言えば、報道機関のほ

うから問い合わせが事前にあるということもあって、ある面、こちらから流すのでなく、向

こうのほうから来ていただいている部分があって、それなりの効果があって、ちょっと手前

みそで申しわけないんですけれども、そこは少し効果が上がってきているのかなというふう

に思っているところでございます。 

○議長（後藤信八君） 

 神前議員。 

○１番（神前輔行君） 

 そしたら、報道機関というのは新聞ということになってくるんですかね。 

○議長（後藤信八君） 

 岩坂企画政策課長。 

○企画政策課長（岩坂唯宜君） 

 一応、手段といたしましては、鳥栖の記者クラブを主体にさせていただいておりますので、

テレビも含まれると思っております。 

○議長（後藤信八君） 

 神前議員。 

○１番（神前輔行君） 

 ありがとうございます。それでは、３番目の子育て支援についてお尋ねいたします。 

 全体を通してまとめて質問をさせていただきます。 

 まず、子育て支援をしていくについてですが、保育料が無料になる条件とかがありました

ら、教えてください。 

○議長（後藤信八君） 

 毛利こども課長。 

○こども課長（毛利俊治君） 

 保育料の算定につきましては、個々の世帯の所得税に基づいての保育料を算定いたします

けど、保育料の賦課については、所得税及び住民税が非課税の場合については、保育料はゼ
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ロになります。もちろん生活保護世帯とか、そういう部分についてもゼロになりますけど、

それと、保育園に３人以上の子供さんを預けてある場合は、３人目以降の子供さんについて

は保育料はゼロになります。 

 以上です。 

○議長（後藤信八君） 

 神前議員。 

○１番（神前輔行君） 

 最後にお答えいただいた３人目の世帯ですね。これは３人が同時期に通われているのが条

件でしょうか。 

○議長（後藤信八君） 

 毛利こども課長。 

○こども課長（毛利俊治君） 

 そのとおりでございます。 

○議長（後藤信八君） 

 神前議員。 

○１番（神前輔行君） 

 現在、ひとりっ子だったり２人兄弟だったりする家庭がほとんどの中で、３人目、しかも

同時期にということであれば、どれぐらいの人数がいらっしゃいますか。 

○議長（後藤信八君） 

 毛利こども課長。 

○こども課長（毛利俊治君） 

 本年度につきましては、たんぽぽ保育園で４名、基山保育園で２名いらっしゃいます。 

○議長（後藤信八君） 

 神前議員。 

○１番（神前輔行君） 

 済みません、よかったら、世帯、４名と２名という１つの家庭ということですかね。 

○議長（後藤信八君） 

 はっきり聞いてください、はっきり。 

○１番（神前輔行君） 



- 182 - 

 済みません、４名、２名ということですが、世帯数、４世帯、２世帯ということですか。 

○議長（後藤信八君） 

 毛利こども課長。 

○こども課長（毛利俊治君） 

 ４世帯の４名、２世帯の２名でございます。 

○議長（後藤信八君） 

 神前議員。 

○１番（神前輔行君） 

 はい、ありがとうございます。 

 ２番目の、行動計画に基づき、基本目標にし、実施していきたいと考えておりますという

お答えをいただきました。現在、計画に基づき進められているところだと思いますが、進捗

状況を教えてください。 

○議長（後藤信八君） 

 毛利こども課長。 

○こども課長（毛利俊治君） 

 後期行動計画につきましては、平成22年の３月に策定して、22年度からその計画を基本と

して実施をしております。その総括といいますか、検証につきましては、毎年度、行動計画

の委員会がありますので、それに基づいて検証し、その分で年度年度の報告をさせていただ

いておるところです。どこまでがパーセンテージの達成率というのは、ちょっと出しており

ませんけど、各項目ごとの、重点目標の項目ごとで検証をしているような次第でございます。 

○議長（後藤信八君） 

 神前議員。 

○１番（神前輔行君） 

 この計画の中で、今、４世帯の４名、２世帯の２名、３名同時に預けられているところが

無料になっているというところですが、これの範囲の拡大等は入っていないのでしょうか。

また、こういったことは検討できないのでしょうか。 

○議長（後藤信八君） 

 毛利こども課長。 

○こども課長（毛利俊治君） 
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 行動計画の基本目標であります範囲の拡大とかいう部分につきましては、地域における子

育ての支援という中で、子育ての支援を行っていくということでやっておりますので、そこ

の中での課題として、今回、子育て支援を充実させるということで実施しているところです。 

○議長（後藤信八君） 

 神前議員。 

○１番（神前輔行君） 

 最後、(3)ですね、働く方々の形態が変わってきています。シフト制、フレックスタイム

制などがありますが、幅広く支援していただきたいと思います。これについて、もう一度お

答えいただけますでしょうか。 

○議長（後藤信八君） 

 毛利こども課長。 

○こども課長（毛利俊治君） 

 町長もお答えしましたけど、国等の指針等も出ておりますので、それに基づいて、本町も

行動計画の中で、職業生活と家庭生活との両立と推進という項目の基本がありますので、そ

この中で、こういう放課後児童クラブの対象年齢の拡大とか、保育時間の延長──保育時間

の延長につきましては、保護者の方からの御意見等も多数ありまして、保育時間を１時間延

長したと、16時から17時まで延長したということの経緯がございます。 

 その中でも、ニーズ調査の中でも経済的支援の部分が、やはり問題点としては多かったの

で、そういう面からも、保育料徴収階層区分の見直しを行ったということが１点あると思い

ます。 

 以上です。 

○議長（後藤信八君） 

 神前議員。 

○１番（神前輔行君） 

 今、保護者のほうからの声を随時取り上げて、いろいろ細分化なり、放課後児童クラブの

年齢の拡大、時間延長などをしていただいておりますが、今ほかに何か声が上がっています

か。声が上がっている分で、今後どのように対処していきたいとお考えでしょうか。 

○議長（後藤信八君） 

 毛利こども課長。 
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○こども課長（毛利俊治君） 

 直接ニーズ調査をこのごろやったということはありませんけど、やはり保育園にしても、

放課後児童クラブにしても、指導員なり、そこの職員が保護者の方と直接お会いする機会も

ありますので、そこの中での意見等は、もちろん集約はしていかなければならないとは思っ

ております。 

 以上です。 

○議長（後藤信八君） 

 神前議員。 

○１番（神前輔行君） 

 １番目の人口減少についてですが、これだけ利便性がよく、自然が豊かで住みやすい場所

にあります。また、移り住む人たちが考えるときに、やはり環境というのが一番最初に上が

ってくると思います。その中で、住みやすい基山町を積極的にアピールし、また、観光事業

でもお話をさせていただいたメディアの利用方法、もう少しこちらから積極的に情報を発信

し、より基山のことを知っていただき、幅広くいろんな方に知っていただいて、移り住んで

いただきたいと思います。 

 最後の子育て支援ですが、これは現在、基山町内に住んでいる方々が定住、子育て世代が

より安心して基山町に住んでいただけるように、質問をさせていただきました。 

 以上で質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（後藤信八君） 

 以上で神前輔行議員の一般質問を終わります。 

 ここで午後１時20分まで休憩をします。 

～午後０時17分 休憩～ 

～午後１時20分 再開～ 

○議長（後藤信八君） 

 休憩中の会議を再開し、次に、鳥飼勝美議員の一般質問を行います。鳥飼勝美議員。 

○７番（鳥飼勝美君）（登壇） 

 皆さんこんにちは。７番議員の鳥飼勝美でございます。私の今回の一般質問は町政運営に

ついて、特に小森町長町政８年間と３期目を目指された今後の抱負なりをお伺いいたします。

それと、もう１つ、まちづくり基金事業等についての２点について、町長に対して質問させ
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ていただきます。 

 まず、第１項目めは、小森町長８年間の町政運営について質問いたします。 

 小森町長は平成16年２月８日に初当選され、現在まで２期８年間の町政運営に当たってこ

られました。特に任期後半の３年間は副町長も置かずに町政運営の最高責任者として１人で

町政を担ってこられたところです。私は小森町政８年間における主にハード面の事業といた

しましては、前天本町長時代からの継続事業であります基山町公共下水道事業、宝満環境セ

ンター事業、基肄城跡保存公有化事業、史跡調査事業、町史編さん事業、基山小学校改築事

業等々の事業がほぼ完成いたしておるところでございます。また、この８年間の小森町長自

身による主な新規事業といたしましては、本年度から行われております城戸１号線改良事業、

基山小学校に設置した放課後児童教室設置事業、循環バス運行事業、町民会館等の指定管理

者制の導入などの成果が上げられるものであります。 

 ところで、小森町長はことし９月の定例一般質問で、来年２月の町長選挙に３度目の立候

補をして、あと４年間でさらなる成果を上げると表明されております。 

 そこで、町長の今後の３期目の取り組み、課題として、ハード面の最重要課題をどのよう

に考えているのか。特に午前中も審議ありました白坂久保田線、総合計画の実施計画に計上

しておりながら完成できていない町道改良事業と、また、新図書館建設事業、旧内山建設社

屋の活用、旧役場庁舎、旧公民館の跡地の活用等が今後の最重要課題と考えるところです。

このことを踏まえて、小森町長の町政運営について次の項目について質問いたします。 

 (1)町政運営８年間の主要政策、主要事業の成果とその評価について。 

 (2)小森町長３期目への取り組みと課題とは何か。 

 次に、まちづくり基金事業等について質問いたします。 

 小森町長の長年の懸案事項であります協働のまちづくりの主体をなす基山町まちづくり基

本条例がことしの４月から施行されて今日に至っておるところですが、基山町には現在のと

ころ、まちづくりと称する事業として３つの事業があります。 

 １つ目は、平成20年６月施行の基山町まちづくり基金条例に基づく、基山町まちづくり基

金事業。もう１つは、平成21年４月施行の基山町まちづくり基金コミュニティー活性化事業、

それと、ことし４月に施行の基山町まちづくり基本条例に基づく、まちづくり計画事業の３

つの事業が協働のまちづくり事業として町の支援を受け、各地域が各種事業を行うことに対

して支援するという事業でございます。しかしながら、私はこの３つの事業が複雑に絡み合
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っており、町民の一人としてその事業の内容、事業対象が非常にわかりにくく、困惑をいた

しておるところでございます。 

 そこで、この３つの事業の実情、問題点について、次の項目に従い、質問いたします。 

 (1)まちづくり基金事業について。 

 ア、この基金の設立目的は何か。イ、これまでの基金運用事業は何か。ウ、まちづくり基

金への積み立て財源は何か。エ、「広報きやま」等の広告料はこの基金の財源に充てるべき

ではないのか。 

 (2)町民提案制度とまちづくり計画について。これは基山町まちづくり基本条例関係です。 

 ア、町民提案制度の実情と問題点は何か。イ、まちづくり計画の実情と問題点は何か。ウ、

町が行うまちづくり計画の策定の支援とまちづくり活動に対する支援とは具体的に何を支援

するものなのか。 

 (3)まちづくり基本条例のまちづくり計画策定支援団体とまちづくり基金事業支援団体と

の相違点は何か。また、支援目的に違いがあるのか。 

 (4)まちづくり基金コミュニティー活性化事業について。 

 ア、コミュニティー活性化事業とは何か。イ、これまでのコミュニティー活性化事業とし

て実施した事業は何か。ウ、このまちづくり基金コミュニティー活性化事業は各行政区の飲

料水の自動販売機の売り上げの一部を町の収入とするものであり、法的に問題があるのでは

ないか。廃止すべきではないか。 

 以上で１回目の質問を終わらせていただきます。よろしく御答弁をお願いします。 

○議長（後藤信八君） 

 小森町長。 

○町長（小森純一君）（登壇） 

 それでは、鳥飼勝美議員の御質問に答えさせていただきます。 

 まず、１項目の町政運営についてとして、(1)町政運営８年間の主要政策、主要事業の成

果とその評価についてということでございますが、これはむしろ鳥飼議員のほうが何かいろ

いろ具体的に上げていただきましたけれども、ちょっと私もそういうふうなことでお答えす

るような思いよりも、むしろもっとトータル的なといいますか、そういうふうなことでお答

えしようというつもりでございました。そこのところでひとつまずは答えさせていただきま

す。 
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 ４つといいますか、いわゆる方針といいますか、そういうことでこの８年間、私やってき

たということでございます。 

 １つは、コンパクトといいますか、コンパクトで身近な、そして、スリムな行政組織をつ

くりたいということで、これを一貫してやってまいりました。 

 それから、２番目に、協働意識の醸成、浸透というようなこと。これも８年間、私も思い

続け、言い続け、思い続けてきたわけでございます。 

 それから、３つ目に、これらをやる上においてもちろんのこと、健全財政ということ、こ

れをしっかりとやっぱり見詰めていかなきゃいかんということ。 

 そして、その上によって、４つ目に、教育、福祉の充実による温かいといいますか、住み

やすいまちづくり、これをやることだと、これを目指して各事業をやろうということで来た

わけでございます。 

 いずれもこれで十分と、終わりという問題じゃございませんし、今後もこれらをし続ける

ことによって成果、評価を得ていきたいということでございます。 

 それから、２番目の３期目への取り組みと課題は何かということでございます。これは重

松議員のお答えにもちょっと似たようなことかなというふうに思いますけれども、今、(1)

で言いましたように、やはりこれらのことをすることによって魅力あるまちづくり、つまり、

自然と活力、財政力のバランスのとれた魅力あるまちづくりを推進するということです。そ

れによって、今、人口減少というのが非常に私ども気になって、皆さんにも御心配かけてお

るということでございますけれども、この辺に歯どめをかけていきたいということです。 

 具体的に事業としていうことになるかもわかりませんけれども、これまた、おっしゃって

いただいたように、いわゆる図書館、これが１つ大きな課題でございます。それから、旧内

山建設のその跡地のこれ、この２つは今、庁舎内で委員会をつくって一応検討をして、それ

からまた、これから先の展開をやっていこうということにしております。 

 それから、道等につきましても、現在、城戸１号線とか、神の浦等を今取りかかっており

ますけれども、そうしたことがある程度めどをつけて、やはり白坂久保田線、これはやっぱ

りやるべきだと、それから、長谷川線も考えていくべきだなというふうには思っております。 

 それから、２番目のまちづくり基金事業等についてということで(1)のまちづくり基金条

例、アのこの基金の設立目的は何かということでございます。これは基山町と町民の皆さん

が協働で行うまちづくりに資する活動を行うために設置したというものです。 
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 それから、イのこれまでの基金運用事業は何かということです。平成20年度は安全・安心

のまちづくりの区長会、それから、基山町まちづくり素材発見、公開授業の自然文化財研究

会、基山マイスター登録制度のＣＳＯ楽園基山の計３件でございます。平成21年度は、桜遊

歩道の環境美化活動推進等の長野の環境と自然を守る会、いやしの里づくりのＮＰＯ法人か

いろう基山の計２件でございます。それから、平成22年度は、基山保育園花壇の花植えかえ

等の基山町老人クラブ連合会、それから、駅前イルミネーション事業の基山町商工会青年部、

それと、伝統芸能保存活動の御神幸祭の獅子組、それから、長崎街道を活用したイベント事

業の基山逸品会の合計４件でございます。平成23年度は、イベントを通じて地域社会に貢献

できる活動のＭサウンド、それから、文化向上と安心の確保運動の住みよかたい！の計２件

となっておるところです。 

 ウのまちづくり基金への積み立て財源は何かということです。支援自動販売機の売上高の

20％に当たる寄附金が財源になります。 

 それから、エの「広報きやま」等の広告料はこの基金の財源に充てるべきではないかとい

う御提案ですけれども、企業による地域支援事業の提案によって始めたものであるため、今

のところ、他の財源をこの基金に充当することは考えていません。 

 (2)の町民提案制度とまちづくり計画についてと、基山町まちづくり基本条例ということ

でございます。 

 アの町民提案制度の実情と問題点は何かと。これは11月末で提案４件、要望20件の合計24

件が出されていますが、要望等の意見がほとんどで、もう少し提案がふえることを期待いた

しております。 

 イのまちづくり計画の実情と問題点は何かということです。11月末で２団体の認定申請が

出ています。今後、計画の内容が提出されると思いますので、その状況を見たいと思ってお

ります。 

 ウのまちづくり計画の策定の支援とまちづくり活動に対する支援とは、具体的に何を支援

するのかということでございます。まちづくり計画の策定は人的支援や関係法令の内容を含

めた情報提供等で、まちづくり活動に対する支援は計画策定支援と同じく、人的支援、情報

提供等と重複する部分もありますが、町や国、県等を含めた補助金支援が出てくるものもあ

ると思います。内容によって支援の方法が違ってきますので、どのような支援ができるのか

はその都度検討することになります。 
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 (3)基本条例のまちづくり計画策定支援団体とまちづくり基金事業支援団体との相違点は

何かと、また、支援目的に違いがあるのかということですけれども、まちづくり計画策定団

体は認定を受ける必要があります。目的については協働のまちづくりの推進であるため、特

に違いはありません。 

 (4)まちづくり基金とコミュニティー活性化事業について。 

 アのコミュニティー活性化事業とは何かということですが、コミュニティー組織が行う活

動を支援し、地域コミュニティーの活性化を図ることを目的としておるということでござい

ます。 

 イのこれまでのコミュニティー活性化事業として実施した事業は何かということですが、

実施した事業は特にございません。 

 それから、ウのこの事業は各行政区の自販機の売り上げの一部を町の収入とするものであ

り、法的に問題があるのでは、廃止すべきではないのかということでございますが、寄附さ

れている企業の意向もあって策定した経緯がありますが、実施した事業がなく、今は廃止の

方向で検討したいと考えております。 

 以上です。 

○議長（後藤信八君） 

 鳥飼議員。 

○７番（鳥飼勝美君） 

 御答弁ありがとうございました。 

 １番目の町政運営についての１、２については、先ほど午前中、重松議員から詳細につい

て御質疑、御回答があっております。ちょっと関連、重複することもありますけど、ちょっ

と私の観点から質問させていただきます。 

 ２期８年間の、それと、今後のまた、もし当選されましたら、４年間を町民の皆さんが負

託を小森町長に与えることでございます。先ほどから成果と評価ということでお尋ねいたし

ましたけど、町長自身、自分の成果をなかなか、成果が上がったとか、上がっていないとか

というのは、一概には言われないと思いますけど、基山町の町民の福祉の向上にとって、町

長のほうからそういう事業をされてこられたことについて何か印象に残るとか、成果、評価、

町長自身の評価を町民の皆さんに向かって一言お願いします。 

○議長（後藤信八君） 
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 小森町長。 

○町長（小森純一君） 

 成果、評価ということでございますけれども、余り評価に当たるかどうかわかりませんけ

れども、とにかく重松議員のときにも申しましたように、４年間の前のほうは健全財政とい

うようなことに非常に頭を使いまして、行財政改革なりというようなこと、そういうことで

しっかりやっていきたい、そして、中長期の財政計画見通し、これをここでしっかりやっと

かにゃいかんということで取り組んだつもりでございます。そして、その後、それだけじゃ

もちろんいかんわけでございますから、小学校建設、当然これはもう控えとったわけでござ

いますけれども、そういうこととか、それから、子育て支援なり、福祉教育というような、

そういうことが私の主なところで、それと、協働ということでございますけれども、そのあ

たりについては一応の道筋はできたかなと。 

 したがいまして、これから先がやっぱり本当に成果を上げていくということが課題かなと

いうふうに思っております。 

○議長（後藤信八君） 

 鳥飼議員。 

○７番（鳥飼勝美君） 

 私のお聞きしているのは、個々具体的な事業名を指してはちょっと言っていないので、御

答弁大変だったと思います。 

 結局、小森町長は石橋をたたいて、この８年間ですね、町民のためにやってこられて、無

駄な公共投資、箱物はつくらなく、ソフト面を重点的に私はやってこられたと思います。先

ほどの午前中の答弁でも、今後もハード面だけじゃないと、ソフト面がより重要なことだと

いうふうなことで、ハード面については今後も極力抑えていくというふうに私はとらえたわ

けでございます。これは(2)の３期目への取り組みと課題についてに入るかと思いますけど

ですね。 

 それで、町長の言われるような無駄な、高度成長期からずっと無駄な箱物行政というふう

な言われ方がされて、それについては基山町の場合は、前町長の時代で一応この庁舎を初め、

立派過ぎる庁舎というふうな批判もあったようでございますけど、そういうことでできてお

ります。 

 で、ちょっと私気になるのは、ソフト面で心の豊かさも大事と思います。しかし、やはり
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この公共施設というのは年々老朽化、悪くなっていくわけですよ。特に私が心配しておるの

は、町営住宅の園部団地、もう約50年ぐらいになる、そういう問題、火葬場の問題、いろん

な公共施設の老朽化が問題になっております。基山町の平成18年から27年までの第４次総合

計画に、そういうのは全く載っていないように思うんですよね。そういう計画は。これは私

としては、公共施設の維持管理、適正な町民の方に利用していただくため、危険性をなくす

ために、こういう道路計画なり、公共施設、園部団地とか、火葬場とか、そういうことにつ

いての基山町は何年度、平成24年度で調査設計を上げるとか、３カ年間でどうするとか、そ

ういう道路整備計画なり、公共施設の整備計画、そういうのは町長は各課長とかに指示され

た経緯というのはございますでしょう。全くないでしょうか。 

○議長（後藤信八君） 

 小森町長。 

○町長（小森純一君） 

 もう具体的にこの道路をいつまでにどうするというような、そういう計画を示したことは

ございません。ただ、鳥飼議員おっしゃることはもう重々私もわかっております。これから

先はやっぱり社会資本の老朽化、これをしっかり頭に入れながら、新規事業もやっていかな

きゃいかんということじゃないのかなと思います。これこそまさに企業会計といいますか、

原価計算もやって、資産がどのくらいあるんだと、残っているんだと、何年先には建てかえ

なきゃいけないんだというような、こういう考え方ということが必要だと。まさに火葬場も

そうでしょう。図書館もそうでしょうし、保育園、憩いの家、もう数えたらいろいろでござ

いますので、この辺はやっぱりある程度順位をつけて計画的にもやっていかなきゃいかんと

いうふうに思っております。 

○議長（後藤信八君） 

 鳥飼議員。 

○７番（鳥飼勝美君） 

 町長の今ずっと事業名出されましたですよね。その関係で、総務課長か、企画政策課長か

となりますけど、そういう基山町の今後の抱える公共施設の維持補修、建設、そういうこと

について今後の、町長、もし３期目がされたらあれですけど、こういうのを各課の課長なり、

自分たちが各課で懸案事項、課題、そういうのはまとめられて、町長に具申されたことござ

いますか。どちらか。 
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○議長（後藤信八君） 

 岩坂企画政策課長。 

○企画政策課長（岩坂唯宜君） 

 一応総合計画の実施計画というのが当然ございますのは御承知だと思いますが、見直しを

３年ローリングでやっておりますが、今のところ、今、作成をいたしております、実は来年

度からの３年間。その中には具体的にまだそういう今町長のほうが申されました、いわゆる

老朽化しつつある施設についての改築とか、新築等の計画を今のところは上がっておりませ

ん。 

○議長（後藤信八君） 

 鳥飼議員。 

○７番（鳥飼勝美君） 

 そこが私一番心配するんですよね。先ほど町長は健全財政に努めてやっていますと言われ

ますけど、結局、しなければならないのを今全然やっていなくて、財政的じゃない。やはり

将来負担というか，これだけの財政負担があるから、各年度これぐらいしていかにゃ、その

ためには基金をどうするというふうな長期的展望といいますか、そういうかけた総合的な公

共施設の維持管理、安全で安心して町民の人に使っていただけるような、そういう施設に維

持管理をしていくことが町長の本来の務めだと思うんですよ。 

 そういうマイナスの面はもうほったらかしてとは言いませんですけどね、事業計画にも乗

せないで健全財政が進んでいるということじゃ、町民に対して私は負託にならないと思うん

ですよ。私はぜひこういう各課が抱える公共施設なり、長期的展望に立った維持補修をする

べき問題、事業等を、私は町長の頭といいますか、その中に総合的に企画政策課なりが取り

まとめられて、何年度にこれとこれとこれとするという強いリーダーシップのもとに、町長

は今後取り組んでいただきたいというふうに思いますけど、非常にこれ大事なことと思って

ています。町長の決意をお願いします。 

○議長（後藤信八君） 

 小森町長。 

○町長（小森純一君） 

 まさにそれは言うだけじゃなくて、本当にその計画を立ててやっていかなきゃいかんとい

うことだと思います。それの１つとしまして、やっぱり図書館というのはもう前からのお約
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束でございますから、これをこれからどうするかということを検討は、もう庁舎内では今一

応の検討会つくってやっておりますけれども、今度、もう少しオープンにといいますか、委

員会でもつくって、それを検討を進めていくということだというふうに思います。 

 それから、道も計画的にということでございましょうけれども、今、道路２本手がけてお

ります。これもそんな２本一緒にできるのかというような、今まであんまりそれはなかった

ぞというような話もあるんですけれども、あえてこれ２本ちょっと急いでやろうと。その後

はやっぱりどっちをどうするかというようなことは当然考えていかにゃいかん。 

 火葬場もそうでございますし、その辺のところはまた進めていきたいというふうに思って

おります。 

○議長（後藤信八君） 

 鳥飼議員。 

○７番（鳥飼勝美君） 

 町長は２本が多過ぎるというふうな発言でございましたけど、私が現役のころと言っちゃ

失礼ですけど、私のころ、同時並行的に10本ぐらいの路線でやっておりました。だから、そ

のやり方によってできると思うんです。そして、昨年度と一昨年とことしで、町長は250,00

千円、町有地を売却されてありますね。温泉施設のメークスとサンキ、九電からですね、九

電の鉄塔。約250,000千円、何もしなくて無償でもらった土地を町長250,000千円基金に積み

立ててあるんですよ。積み立ててあるのは、それはいいことです。変なことに使わないから

ですね。だから、そういうのを計画的に私はそういう維持補修なりに配置して、ため込んで

利息もないような利息をもらって、しかし、やはり今の公共施設の整備とか、そういうもの

に私は財政課長がそういうふうに回さなかったのかと、これしなさいというのを財政課長な

りが言うべきだと思うんですけど、財政課長、その辺はただ基金に入れとけばいいというこ

とですか。 

○議長（後藤信八君） 

 安永財政課長。 

○財政課長（安永  

 私のほうから町長に具申とかはいたしておりません。ただ、先ほど議員もおっしゃるとお

り、今後の支出は高いだろうという予想はしておりますので、そういう関係上、公共整備基

金に積み立てをさせていただいているということでございます。 
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○議長（後藤信八君） 

 鳥飼議員。 

○７番（鳥飼勝美君） 

 ということだそうですが、町長、公共施設整備基金に積み立て、それを有効な活用を全課

長、特に皆さん方、来年度で全員課長おやめになる、定年退職になるわけですね。だから、

今が一番大事なときなんですよ。あと１年先になられると、今の課長は全部いらっしゃらな

いから、その事業の継承というのが非常に怖いんですよ。はっきり言って。だから、今のと

きこそ、ここ１年ぐらいの間で、今、課長が抱えられているいろんな懸案事項、そういうも

んを町長にこれがありますよというのを十分認識していただくように、ひとつぜひお願いし

ます。特にまちづくり課長、一番案件を持ってありますけど、町長にそういうことを提案さ

れる予定ありますか。 

○議長（後藤信八君） 

 大久保まちづくり推進課長。 

○まちづくり推進課長（大久保敏幸君） 

 まだ具体的に上げておりませんが、まちづくり推進課で考えておりますのは、計画してお

りますのは、先ほど言われました公営住宅の長寿命化計画、それに橋梁の長寿命化計画、そ

れと、これはまだ先の話になると思いますけれども、下水道の長寿命化計画、これも先の話

です。しかし、下水道につきましては、公会計、これを来年度ぐらいから実施したい、手を

つけたいという考え方持っておりまして、その中でまた具体的な方向性が出てくると思って

おります。 

○議長（後藤信八君） 

 鳥飼議員。 

○７番（鳥飼勝美君） 

 ひとつその点よろしく、町長、はい、そんなら町長お願いします。 

○議長（後藤信八君） 

 小森町長。 

○町長（小森純一君） 

 それは確かにおっしゃるとおり、その辺のところはやっぱり財政状況を見ながら計画を立

てていかなきゃいかんということでございます。今までも一応たしか８年前に72億円ぐらい
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の起債があったと私は記憶しております。基金も26億円ぐらいあったんだろうと思います。

今や起債が68億円ぐらいになっておろうと思います。それから、基金が22億円ぐらいかとい

うふうに思っております。その間に小学校を24億円ぐらいで建てたと。だから、このくらい

の起債、基金、これはやっぱりある程度確保していかないと、これ以上膨らませるというこ

とは、役場にとりましても、これは事業にとりましても、自分の年商の倍も幾らもというよ

うな、それを超すような借り入れはするべきじゃないというような、そういう話もあるわけ

でございますから、やっぱりその辺のところはしっかりそれも見ながら、そして、事業計画

はきちっと立てていくということが必要かと思います。 

○議長（後藤信八君） 

 鳥飼議員。 

○７番（鳥飼勝美君） 

 課長も時間がありませんので、ひとつその辺を十分課長とされて、その辺の継承をよろし

くお願い、事業の継承、そういう関係をよろしく、財政課長、特にお願いしておきます。 

 それと、これ１項目について、私、副町長を置かない条例ですね、今あります。それに関

連することでございますけど、ちょっと町長に苦いことを言わせていただきますと、小森町

長は町議会の後藤議長と合同で12月１日に旭化成の少子化対策関係でけやき台マンションの

早期建設のために、12月１日に旭化成の本社に町長、議長と陳情に行かれていますよね。で

すけど、陳情の前日に急遽基山町に帰られてきてあるんですよね。旭化成本社への陳情は後

藤議長と企画政策課長で行われているというふうに私聞いております。この町長が基山に大

事な陳情を前日に帰られた理由、判断、ここについて私理解に苦しむんですけど、その辺に

ついて町長の御所見をお願いします。 

○議長（後藤信八君） 

 小森町長。 

○町長（小森純一君） 

 当初、私、全国町村長大会があるということで、それに出席、前後にいろいろ関連の会議

等もあるもんですから、それに出席ということで行っておりましたら、30日に急遽ちょっと

連絡入りまして、職員に不幸があったということでございました。私もどうしたものかとい

ふうに迷いましたけれども、やはり職員が亡くなったということはやっぱり私としても大き

な問題だということで、帰るという決断をしたわけでございます。旭化成のほうには私も申
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しわけないとは思っております。それで、以前にも今度お会いする新本部長とか、その辺の

ところには何度もお会いしておりましたもんですから、その辺のところはもう私の思いとい

うのは十分お伝えして、ある程度わかっていただいておるということでございましたので、

私はもうちょっと失礼させてくださいということで、議長と課長と、それから、係長と、係

長行く予定じゃございませんでしたけれども、３人でということでお願いしたということで

ございます。どっちをとるかというのは、それは判断の仕方だろうというふうには思ってお

ります。 

○議長（後藤信八君） 

 鳥飼議員。 

○７番（鳥飼勝美君） 

 その辺が町長と私と基本的に違っていると思うんですよね。それは大事な職員が亡くなら

れたから帰ってこられる、任命権者として。それはもう心情的に十分わかります。しかし、

先ほどからもありますように、基山町の代表として旭化成の大会社の本社に今まで町長だけ

で行かれていたのを議長が議会からも行ったがいいというふうで、連名でこうして陳情書を

持って、基山町の旭化成けやき台のマンション建設にどうしてもお願い、つくってくれと頼

まれるとに、議長と担当課長で帰ってきたと。その辺がちょっと私理解に苦しむんですよ。

私だけかもわかりませんけどですね。 

 結局、私、基本的に何といいますか、どっちが大事と言われれば、それは町長のほうはこ

っちが大事という判断でされたと思っております。これは当然、町長はそうですけど、私は

当然旭化成の陳情に町民の代表として議長と一緒に本社に行くのが私は最優先事項だと思っ

ております。町長は違うとおっしゃいますけどですね。町長の公務優先の考え方といいます

か、基本的に今後もそういうふうな形で何でも、何かあった場合、帰ってくると、公務、そ

の辺の判断基準というか、町長自身はどういうふうなお考えですか。ちょっと私、町長と私

の考えがちょっと違いますもんですから。公務優先をどういうふうに考えられるか、お聞き

したいと思います。 

○議長（後藤信八君） 

 小森町長。 

○町長（小森純一君） 

 公務優先という話でございますけれども、職員が事故で亡くなったということ、これに関
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して、私もやはりこれも一つの公務だというふうに思いますし、それから、旭化成に行くの

も、これも大きな公務だという認識はもちろん持っております。ただ、さっき言いますよう

に、そんな軽いもんじゃないんだというおしかりはあろうかと思いますけれども、本当に進

本部長さんには何度も私もお会いして心情を伝えておりますので、よろしくということでこ

ちらのほうに、職員のほうに帰ってきたということでございます。どっちがどうと、ケース

バイケースもあるでしょう。どっちがどうというふうなことを一概に言えるもんでもなかろ

うかというふうには思っております。 

○議長（後藤信八君） 

 鳥飼議員。 

○７番（鳥飼勝美君） 

 町長の認識と私の認識、違っておりますけどですね、やはり私は本部長と何回か会ってい

るからというふうな軽い気持ちだったと思いますけど、やはり町民代表として議長と一緒に

陳情してあると、行くということならば、私は当然町長が陳情に行くべきであったと思って

おりますし、今後も町政に当たってはそういうふうな気持ちでぜひ公務優先といいますか、

その辺をよろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、２番目に移ります。 

 まちづくり基金事業、これ「等」とつけているのは幾つかあるから「等」をつけておるん

です。これがなかなか難しいんですよね。このまちづくり基本条例。読めば読むほど非常に

難しい。私もよくわかりません。 

 このまちづくり基金事業ってありますよね。このまちづくり基金事業は飲料会社の自販機

の売り上げを寄附にしているというふうになっていますよね。コカ・コーラですね。コカ・

コーラの自販機を庁舎、町民会館、その辺に設置して、その売り上げをこの基金事業として

当たって、先ほど答弁ありました10カ所ぐらいの活動に助成してあるということというふう

に理解してよろしいでしょうか。 

○議長（後藤信八君） 

 岩坂企画政策課長。 

○企画政策課長（岩坂唯宜君） 

 はい、そのとおりでございます。 

○議長（後藤信八君） 
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 鳥飼議員。 

○７番（鳥飼勝美君） 

 それで、ここにも書いていますように、この非常にいいことですね、民間のそういう地域

貢献、民間会社の地域貢献を利用して、そういう地域のすることいいですけど、基山町が

「広報きやま」とか、バナー広告とか、これに広告を出してあります。これ年間どのくらい

の収入が入っていますか。 

○議長（後藤信八君） 

 岩坂企画政策課長。 

○企画政策課長（岩坂唯宜君） 

 広報等につきましては300千円から400千円、それから、バナーにつきましては500千円。

それと、あと封筒とか、パンフレットとかございまして、そういう広告料をトータルします

と、大体毎年1,000千円程度はいただいている額でございます。 

○議長（後藤信八君） 

 鳥飼議員。 

○７番（鳥飼勝美君） 

 その収入は特定財源といいますか、何に充てられていますか。その年間1,000千円の収入。 

○議長（後藤信八君） 

 岩坂企画政策課長。 

○企画政策課長（岩坂唯宜君） 

 これは一般財源として使用いたしております。 

○議長（後藤信八君） 

 鳥飼議員。 

○７番（鳥飼勝美君） 

 そこで、私はこういうふうな、一生懸命執行部の町長初め、そういう広告、年間1,000千

円からの広告料、大事な事業ですよね。今後の、私はこのまちづくり基金事業並びに、後で

聞きますまちづくり基本条例に基づくまちづくり計画事業についての助成、そういうとの財

源としてバナー広告とか、そういうのを入れるべきと、この基金の中に入れるべきと思うん

です。今、一般財源で、ちょっと極端な言い方すると、職員の給与にも入っているかもわか

らんわけでしょう、その広告分がですね。町長の給料に入っているかもわからん。それより
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も特定なそういうバナー広告とか、コカ・コーラの売上金とか、そういうのを含めて、この

基金として醸成して大きくなって、まちづくり計画の事業なり、そういうのに私はこの特定

財源としてその収入分を上げるべきと思いますけど、まだ、今のところ考えていないと言わ

れていますけど、これ財政課長、どっちかですか、その辺の基本的なあれを。 

○議長（後藤信八君） 

 岩坂企画政策課長。 

○企画政策課長（岩坂唯宜君） 

 まず、ちょっと私のほうから。これは、先ほど議員おっしゃったとおり、企業の提案によ

りまして、こういう事業をしているというのがあります。そういう意味で、まずは基金をつ

くりまして、それに積み立てて、それをうまく運用するということがありますので、これに

つきましてはやっぱり当分の間、特化しなければならないと思っておりますので、財源的に

は今の形でやらせていただきたいと。あとそれを別の広告のものをこれに入れたらどうかと

いうことになりますけれども、財源については、例えば、特定財源化するのは簡単に一般財

源から特定財源にするということはできませんので、それはもうちょっと専門の財政課長に

答えてもらいたいと思います。企画政策としては今のところ考えておりません。 

○議長（後藤信八君） 

 安永財政課長。 

○財政課長（安永 ） 

 御質問の中の広告料といいますのは、もう議員もよく御存じでしょうけれども、何か財源

がないかと、少しでもいいからないかということで考え出したのが広告料でございます。議

員御存じのとおり。ですから、これはあくまでもそういうような発想のもとに編み出した財

源であると。 

 そして、財源というのは予算書にもありますとおり、一般財源並びに特定財源という項目

がございます。一般財源というのは使途制限がないものですね。税とか、交付税とか、そう

いうものを一般財源と申します。その反面、その収入が発生すると同時に、使用先が限定さ

れたもの、使途制限されたものを特定財源と申します。ですから、先ほど申し上げましたよ

うに、広告料につきましては財源を見つけ出すものと、何かを使うために編み出したものじ

ゃないという観点から一般財源扱いということでございます。 

 なお、仰せのとおり、そういうふうな政策になれば、それ相当額を一般財源から積み立て
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るという方法も可能ではあります。 

 以上です。 

○議長（後藤信八君） 

 鳥飼議員。 

○７番（鳥飼勝美君） 

 財政課長、なかなかうまいところ答弁されたですよね。どうでもいいとですよ、はっきり

ですね。私はそういう一緒に新しい税を生み出して広告収入を得られたということには敬意

を表します。年間1,000千円。そういうのを何かの目的に積み立てるべきではないかという

ふうに提案申し上げているんですよ。今、企画政策課長は最初の自販機の飲料メーカーとそ

ういう計画を当初からそういう計画だったから、すぐには変えられないというふうな御答弁

のようですけど、このまちづくり基金条例の中には全くそういうのはうたっていないわけで

すよ。だから、それは町長サイドでその分にはいろんな一般財源も入れてもいいと思うんだ、

基金に。ちょっとその辺の、町長に対して御質問しますけど、やはり町長がこれしろと言え

ば、安永課長言われていましたように、バナー広告とか、そういう一生懸命執行部が集めら

れたお金をこの基金に入れて、基金事業としてまちづくり条例の中で使っていけば、一般財

源はその分要らんわけですよね。だから、非常にいいことですから、そういうふうな考えが

一つあるということを私は御提案申し上げておりますけど、町長のお考えはどういうふうで

しょうか。課長が言われたとおりですか。 

○議長（後藤信八君） 

 岩坂企画政策課長。 

○企画政策課長（岩坂唯宜君） 

 済みません。ちょっと町長の前に。このまちづくり基金条例は確かに特定財源みたいな位

置づけで積み立てるとは書いておりません。当然、御指摘のとおり、一般財源からもよろし

いですし、広告収入を特別に充てても別に構いませんが、これはやはりそういう企業の提案

ということもありまして、やはり当分の間は特化をさせていただいて、今の財源的には結構

いただいておりますので、これをもう少し広めていったり、提供する団体をふやしたり、そ

ういうときになりましたら、当然、そういうのも考えさせていただいて、幅広く運用する必

要性はあると思っておりますので、決してそれがこの基金条例、制限されているということ

ではございません。 
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○議長（後藤信八君） 

 小森町長。 

○町長（小森純一君） 

 今、企画政策課長が申し上げたとおりでございまして、はい、私もやっぱりこれはちょっ

ととりあえずは別にして、もう何もかんも一緒ということじゃなくて、この事業はこの事業

というような限定の仕方をしたいというふうには思っております。 

○議長（後藤信八君） 

 鳥飼議員。 

○７番（鳥飼勝美君） 

 今、町長の御答弁を聞きまして、余り変わらないなと。やっぱりスピード感を持って、町

長がやれと言えばできるんですよ。ひとつ町長の指導力を、すぐ課長はもう「はい」って言

いますよ、町長がしろと言えば。その辺はひとつ町長よろしくお願いいたしたいと思います。

ぜひ近い将来にまちづくり、町長が一番考えられたまちづくり基本条例の中のまちづくり計

画、まちづくり事業、町民の各団体がされて、それに税金からよりも、こういうお金を積極

的に回してまちづくりに活用するというのは私は大事なことと思いますので、ひとつよろし

くお願いしたいと思います。 

 それと、２番目ですね。町民提案制度とまちづくり計画について。これがなかなかまた難

しいとですよ。 

 まちづくり基本条例というのがありますよね。まちづくり基本条例の第16条に、町民はま

ちづくりに関する施策や具体的な事業に係る提案、意見及び要望を町に提出することができ

るという文言があるんですよね。それに基づいて、現在のところ、きのう現在でもいいです

けど、どのくらい意見、要望等が出ておりますでしょうか。 

○議長（後藤信八君） 

 岩坂企画政策課長。 

○企画政策課長（岩坂唯宜君） 

 申しわけありません。遅くなりました。一応11月末現在で23件上がっております。そのう

ち提案が４件ということでございます。 

○議長（後藤信八君） 

 鳥飼議員。 
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○７番（鳥飼勝美君） 

 ４件と19件ですかね。要望が19件上がっているんです。私はこれに一番疑問に置くのは、

ここに第16条にまちづくりに関する提案、意見、要望なんですよね、まちづくりに。実際の

内容等は、カーブミラーや側溝整備や道路ののりが崩れとるけん直してくれとか、こういう

今の要望がまちづくり基本条例第12条、16条にいうまちづくりに関する要望ですか、と解釈

されているんですか。 

○議長（後藤信八君） 

 岩坂企画政策課長。 

○企画政策課長（岩坂唯宜君） 

 それはいろいろ考え方があると思いますが、いわゆるこれをずっとつくってきた過程がご

ざいます。当然、住民の皆さんがいろいろ寄っていただきまして、作業部会、それから、審

議会、そういうのを経てきた中で、出すほうからすると、提案とか、要望とか、意見とかと

いう判断はつかないという意見等がございまして、とにかく自分たちが出せるような形で対

応してもらいたいという意見もございまして、やはり広く皆様方の意見を求めるということ

が目的という前提で、いわゆる意見、要望、そういうのを含めてこのまちづくり基本条例の

中でお聞きするということにさせていただいているところでございます。 

○議長（後藤信八君） 

 鳥飼議員。 

○７番（鳥飼勝美君） 

 ということは、ここによるカーブミラーを設置してくださいと、まちづくり基本条例16条

で要望があった箇所と、自治会長さんなり、組合長さんなりから、危ないからカーブミラー

をつくってくださいと、両方があった場合はどういうふうな取り扱いをされるんですか、優

先順位を含めて。 

○議長（後藤信八君） 

 岩坂企画政策課長。 

○企画政策課長（岩坂唯宜君） 

 この町民提案につきましては、当然、どなたでも町民の方であれば、個人であろうと、団

体であろうと、そういう代表してある方であろうと、どなたでもできます。そういう要望、

意見等が重複した場合は当然調整をさせていただいて、優先順位も含めてですね、例えば、
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区のほうでそういうふうな意見を持ってあるのと、個人が出されたのをそこでちょっと調整

をさせていただくということもあるということでございます。 

○議長（後藤信八君） 

 鳥飼議員。 

○７番（鳥飼勝美君） 

 そこで問題が生じているケースがあるんですよ。結局、個人で要望を出されたり、意見を、

ということは、カーブミラーをつくったり、側溝をつくって草刈りをしてくれとかで上がっ

てくるのと、自治会長さんを通して、この16条に基づかずにですね、ここで上がった分がし

たことによって、自治会長としては反対しているのがここでされたというようなケースも聞

いたんですよ。具体的に詳細はないけどですね。だから、その辺の調整というのが自治会長

さん非常に難しくなってくるんですよ。カーブミラーとか、側溝整備を要望を出されたけど、

地域の自治会としては、極端な言い方すると、それをすることによって危険が増すような状

況があるから、地元自治会としてはしてくれるなというような要望も若干聞いているんです

よ。だから、その辺の調整が非常に思うのと。私はこの要望なり、まちづくりに関する要望、

提案ですから、こういうカーブミラーとか、防犯灯つけとか、そういうのは違ったルートで

すべきであって、私、逆に考えると、もうこういう要望を出せば、すると、行政、皆さん方

は町からこういう修繕要望なりがなからんと、職員の方はもう何も知らないと、要望を出し

てくださいと、自分から、本来は道路の管理状況がどうなのかを道路管理者なり、いろんな

施設管理者見て回ったりせんばいかんけど、そういうのはもう要望がなければしないという

ことは、みずからそういうのはもうしないと、要望があるまで待っとくと、待ちの行政をさ

れる予定ですか。当然、これは、そういうことないと思いますよ、しかし、結局、要望がな

からんと行政はしませんというふうに拡大解釈でして、なる場合もあると思うんですよ。だ

から、私はこのまちづくり条例の中からこの要望、このカーブミラーとか、そういう要望と

か、この辺の基準を私はこのまちづくりを４年以内にまた条例見直すと言われておりますか

ら、その辺は見直しをしないと、行政の方それぞれがやりにくいというふうな結果になると

思いますけど、その辺をよろしくお願いしたいと思います。 

 それと、もう１つ、また、わからないのが、まちづくり計画策定支援団体とまちづくり基

金事業支援団体と２つあるんですね。課長もなかなか難しいと思いますけど、これどう違う

んですか。 
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○議長（後藤信八君） 

 岩坂企画政策課長。 

○企画政策課長（岩坂唯宜君） 

 これは当然、言われましたように、条例とこちらのまちづくり基金との、そこでそれぞれ

うたっている団体の氏名ですので、それは当然違いますし、先ほど申し上げました指定を受

けなければいけないと、まちづくり条例のほうはですね。ただ、内容的にはやっぱり協働の

まちづくりに資するということが両方とも目的は同じですので、そういう目的は一緒だとい

うふうに思っております。 

○議長（後藤信八君） 

 鳥飼議員。 

○７番（鳥飼勝美君） 

 そこで、課長はこの２つを一緒に統合して、わかりやすいまちづくりのこの支援をしてい

ただきたいんですよ。町民の方はどっちがどっちかわからんと。支援するにも、その支援方

法、支援要綱、支援方針、そういうのが今まだ策定されていないでしょう。支援はするばい、

支援はするばいと言うばってん、町民の方は何を支援されるのかがわからないし、実施要綱

なり、策定方針もまだ策定されていないから、町民の方は何を、今現在、２団体されてあり

ます。その辺をどういうふうに支援するというのも、極端な言い方すれば、担当職員が恣意

的に支援、うん、なら、ここまでしますよと、そういうふうになるおそれがあるんですよ。

だから、私は基本方針なり、実施方針でその支援の内容のですね、そこまでしておかないと、

役場の職員の方も困るし、町民の方が支援を受けたいという方が、まちづくりについて支援

を受けたいという人が戸惑うんじゃないかと思いますけど、どういうふうにお考えですか。 

○議長（後藤信八君） 

 岩坂企画政策課長。 

○企画政策課長（岩坂唯宜君） 

 言っていることはわからないでもありませんが、恣意性が働くということは決してそれは

ございません。例えば、今までも要望で各課にばらばらといいますか、該当するところにお

願いされとったこともありますので、逆に言えば、そういうのがある面では恣意性が働く可

能性が、ある面ではですよ、そういうのが高い。だから、一本化したほうが私はいいので、

今回の場合はそういう恣意性が働かないものを含めて、やはりいろんな内部牽制ができると
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思っております。 

 それと、このまちづくり基金のほうは、先ほども申し上げましたとおり、やはり企業の提

案で200千円を交付するということが目的でございます。まちづくりはすべてとにかくいろ

んな形でしますので、内容によっては支援の仕方も違ってくるし、例えば、お金が伴う場合

もあるでしょうし、人が伴う場合もあるでしょうし、お互いの協働ですから、協働でやるこ

とで、逆に住民の皆様も負担をさせていただく場合もあるということですけど、それは臨機

応変にやっていくために余りがちがちにしないほうが私はいいんじゃないかと思っておりま

す。 

○議長（後藤信八君） 

 鳥飼議員。 

○７番（鳥飼勝美君） 

 ちょっと課長とは平行線といいますか、その辺があると思いますけど、問題がそういうこ

とがあるということをですよ、で、今後の見直しも、何でんかんでん要望じゃなくて、その

辺をある程度この見直しについてかけていただきたいと思います。 

 ちょっと時間がないので、最後に行きます。 

 まちづくり基金コミュニティー活性化事業、御答弁で初めて廃止を含めて考えてあるとい

うことの御答弁をいただいています。そもそもこういう各区の自治会に設置して、そこから

上がった収益を基山町がピンはねするというふうな発想は、これはどこから出てきたんです

か、最初。これを聞きたい。不思議でならないんですよ。こういう要綱をつくった根拠。大

体そういうことを町は、町長はこういうことをわかってサインされたんですか、公布。私、

これが最初のあれがわからないんですよ。 

○議長（後藤信八君） 

 岩坂企画政策課長。 

○企画政策課長（岩坂唯宜君） 

 ピンはねという言葉なんで、非常に（「いや、ピンはねですよ」と呼ぶ者あり）いや、ピ

ンはねということにはならないと思います。これも一つはまちづくり基金のほうでいろいろ

皆さん、200千円を限度として差し上げますということになった関係で、各区から結構いろ

んな要望が出てまいりました。そしたら、全部17区同じようにやはりそれを出さなければな

らなくなるとパンクするということで、区の問題については区のほうでそういう設置をされ
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て対応したらどうでしょうかということで、企業とお話をした中で、やはり直接売り上げを

そのまま区に還元するということは困ると。ですから、やはり町のほうで一回プールした形

でお願いしたいということもありまして、やらせていただいていましたが、結果的にはやは

り売り上げがある程度ないと置けないということもありますし、民業圧迫の関係もございま

して、これ実際行っておりません。ただ、別の企業が直接区と、いいよという形で設置をい

ただいていることがございますので、そちらを優先させていただいて、今回、これについて

はもう廃止をさせていただきたいと思っておるところでございます。 

○議長（後藤信八君） 

 鳥飼議員。 

○７番（鳥飼勝美君） 

 ですから、私が言うのは、もう他人の土地の売り上げが、他人の土地に設置した収益を町

の収益にしようとする、この考えがわからないというんですよ。各区に設置、メーカー自販

機の会社が各区の公民館の土地に自販機を置くわけでしょう。それ置いて、その収益という

のは各区の自治会の収入なんですよ。何でそれを町に持っていくんですか。 

○議長（後藤信八君） 

 企画政策課長。 

○企画政策課長（岩坂唯宜君） 

 これは各区の公民館、必ずしも区の財産とは限りません。町有地もございますが、それを

優先的にということで一応させていただいているところでございます。 

○議長（後藤信八君） 

 鳥飼議員。 

○７番（鳥飼勝美君） 

 ということで、そういうのが町が立ち入るべきではないということをお願いといいますか、

基本的に考えていただきたいということで私の一般質問を終わらせていただきます。ありが

とうございました。 

○議長（後藤信八君） 

 以上で鳥飼勝美議員の一般質問を終わります。 

 ここで２時半まで休憩します。 

～午後２時20分 休憩～ 
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～午後２時30分 再開～ 

○議長（後藤信八君） 

 休憩中の会議を再開し、次に、久保山義明議員の一般質問を行います。久保山義明議員。 

○２番（久保山義明君）（登壇） 

 皆様こんにちは。２番議員の久保山義明でございます。議長より登壇の許可をいただきま

したので、通告に従い、２項目質問をさせていただきます。 

 その前にまず、初めての土日議会において、休日議会にもかかわらず、多くの傍聴者の方

に町内外を問わずお越しいただいております。感謝申し上げます。私は常々、議会傍聴は住

民自治への第一歩だと思っています。どうぞこれからも関心を持ち続けていただきますよう、

よろしくお願い申し上げます。 

 それでは、早速ではございますが、質問に移らせていただきます。今回選択した２つの質

問事項には多くの共通点があると思っています。まず、どちらも現在、町民の皆様にとって

最も関心の高い項目であること。町長のリーダーシップと決断が問われる項目であること。

この基山町議会においても最も多くの一般質問が先輩議員からされている項目であること。

さらに、決断してからがスタートであり、多くの町民の皆様の御理解と御協力を仰がなけれ

ばならない項目であること。以上のようなことから、さきの９月議会で３期目へ向けての出

馬表明をされた小森町長に対し、多くの質問を投げかけることになると想像されますけれど

も、町長の口癖とも言える「しかしながら」を最小限に抑えていただき、前向きな凛とした

答弁を期待いたします。 

 では、１項目め、鳥栖市との合併についてお尋ねいたします。 

 (1)３期目へ向けての公約について。 

 ア、鳥栖市との合併についてどのような方針か、町長の指針をお示しください。 

 イ、今後、鳥栖市と特に連携強化をすべき施策について、町長のお考えをお示しください。 

 (2)町民への情報提供、情報共有をどのような手段、手法を用いて行う予定か、町長のお

考えをお示しください。 

 (3)総務省が推奨する定住自立圏構想について、町長のお考えをお示しください。 

 次に、新図書館についてお尋ねいたします。本来であれば、教育長にお尋ねする項目であ

るでしょうが、今回は全体的な話も含め、(1)(2)の要旨については町長にお尋ねいたします。 

 まず、合併についてと同じように、３期目に向けての公約についてお尋ねします。 
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 ア、新図書館建設についてどのような方針か、町長の指針をお示しください。 

 イ、現時点において課題は何か、また、その課題解決に向けて、まず、取り組むべきこと

は何か、町長のお考えをお示しください。 

 (2)図書館建設にかかる国や県の補助金について、現時点で活用できるものはあるのかお

尋ねします。 

 (3)これは教育長の諮問機関だと思いますので、教育長にお尋ねします。庁内検討委員会

はなぜ提言ではなく、調査報告にとどめたのか、お聞かせください。また、その報告内容に

ついて簡潔にお示しください。 

 以上で１回目の質問を終了します。よろしくお願いいたします。 

○議長（後藤信八君） 

 小森町長。 

○町長（小森純一君）（登壇） 

 それでは、久保山義明議員の質問にお答えいたします。 

 １項目、２項目の(1)まで私お答えいたします。 

 まず、１項目め、鳥栖市との合併についてでございます。 

 (1)３期目に向けての公約について。アの鳥栖市との合併についてどのような方針か、町

長の指針を示せということでございます。 

 まず、鳥栖市ということではなくて、そもそも７年前の合併について、今、いろいろあち

こちでその検証もあっております。それを私も非常に注意して見ております。そうしたとこ

ろで、今度は、それじゃ、鳥栖市とはどうなんだという議論になろうかというふうに思いま

す。鳥栖市とは、私申し上げておるのは、いま少し時間をかけて連携強化なりということで

今やっておりますが、その辺で協調しながら、お互いの疎通を図っていくということ、そし

て、それによって、鳥栖市、あるいは基山町の住民の皆さんとの議論も深めていくべきだと

いうふうに思っております。 

 イの特に連携強化をすべき施策についてということでございます。現在の取り組みについ

て、できるものから連携を行っていますが、まだできていないものについてもこれからの課

題として努力していきたいというふうに思っております。 

 (2)の町民の情報提供、共有をどのような手段、手法を用いて行うつもりかということで

ございますが、ここのところも午前中お答えしたのと同じようなことでございますが、やは
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りまずは出前講座など住民の皆さんとひざを突き合わせての対話、いろんな方がお見えにな

る場面で、そういう対話をして情報交換を小まめにやっていくべきだろうというふうに思っ

ております。 

 (3)の定住自立圏構想についての考えということです。定住自立圏構想につきましては、

一定の条件を満たす中心市が中心市宣言により、圏域における定住自立圏形成に向けた中心

的な役割を担う意思表示を表明する必要があります。現在は旧鳥栖広域市町村圏の構成市町

で研究中ですので、その状況を見きわめたいと思っております。 

 ２項目め、新図書館建設について。(1)のアですけれども、図書館建設についてどのよう

な方針かということですが、現在、庁舎内の委員会で検討をいたしております。今後は検討

委員会を立ち上げて議論をしていく必要があるというふうに思っております。 

 イの現時点においての課題は何か、その課題に向けてということでございますが、やはり

今、委員会と申しましたけれども、委員会をどのような形にするのか、それ以外にやはり広

く住民の皆さん方の御意見も伺うと、パブリックコメントなりなんなりというような方法も

ございましょうけれども、そういうことがまず問題かというふうに思っております。そして、

いよいよその検討するということで、そうなってくると、やっぱり財源の問題、それから、

場所の問題、それから、規模、あるいはどういう内容形態にするのかというようなこと、こ

の辺がやはり大きな課題になってくるというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（後藤信八君） 

 大串教育長。 

○教育長（大串和人君）（登壇） 

 (2)イの図書館建設にかかる国や県の補助金、交付金について、現時点で活用できるもの

はという御質問にお答えをいたします。 

 県及び文部科学省に問い合わせたところ、現在は図書館建設にかかる国、県の補助金はな

いということでございます。 

 次いで(3)番目のお尋ねです。庁内の図書館検討委員会はなぜ提言ではなく、調査報告に

とどめたのかと、また、その報告内容について簡潔に示せというお尋ねでございます。 

 基本的には次期検討委員会で十分協議をしていただくため、庁内職員の検討委員会ではそ

の検討材料、資料等を準備するということで調査報告といたしております。 
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 その内容については、図書館建設検討の経緯、検討委員会の位置づけ、現状と課題、図書

館に求められる基本コンセプト、施設設備に関する問題、これからの方向性、次期検討委員

会等についてまとめていきたいと考えているところでございます。 

○議長（後藤信八君） 

 久保山議員。 

○２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させていただきますけれども、その前に、２週

間前に提出した通告に対しての答弁を聞かせていただきました。この答弁をお聞きになった

町民の皆さんはどのように感じられるでしょうか。優しい町長のことですので、私の質問時

間を多くという思いでの答弁かもしれませんけれども、もう少し誠意のある回答が欲しかっ

たというのが率直な感想であります。 

 まず、町長、３期目に向けてのリーフレット、ここにいただいております。先ほど午前中

の答弁でありましたけど、マニフェスト、また、公約、こういったたぐいのものは今のとこ

ろ準備する予定はないというふうな答弁でしたけれども、では、改めてお聞きします。 

 ３期目に向けて、これが大体の公約内容というふうに理解してよろしいでしょうか。 

○議長（後藤信八君） 

 小森町長。 

○町長（小森純一君） 

 現在のところ、私思っておるのは、その辺の考え方、それから、事業内容といいますか、

項目はそこに書いておるようなことでございます。 

○議長（後藤信八君） 

 久保山議員。 

○２番（久保山義明君） 

 町長はこれまでに合併の議論は避けて通れないと、平成16年12月議会でも合併は視野に入

れて考えることは必要だと解釈していると過去に答弁されております。にもかかわらず、今

回の答弁ですが、このリーフレットには全くそのことが記されておりません。もし、３期目

に当選された後にも、みずからは合併の議論はしないという認識でよろしいでしょうか。 

○議長（後藤信八君） 

 小森町長。 
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○町長（小森純一君） 

 いつも私も議論は必要だと、考えは必要だということは申し上げております。一言も議論

が必要ないと言った覚えはございません。 

○議長（後藤信八君） 

 久保山議員。 

○２番（久保山義明君） 

 ということは、合併の議論は避けて通れないけれども、できるだけ自分が町長の間はそっ

としていただきたいというふうに聞こえてしまいます。冒頭にも申しましたように、今、町

民が最も関心のある大切な議論であります。方向性を町のリーダーが、そして、さらにあと

４年町政を任せてほしいと訴えられる政治家の方がこのようなノープランでいいのかという

疑問だけが残ってしまうというのが今の答弁を聞いての感想でありますけれども、次の(2)

の連携強化についてお尋ねします。 

 現在の状況というよりも、私、今後、特にというふうにわざわざヒアリングを受けました

けれども、なぜ今この連携強化が必要だというふうにお考えでしょうか。企画政策課長お願

いいたします。 

○議長（後藤信八君） 

 岩坂企画政策課長。 

○企画政策課長（岩坂唯宜君） 

 これは今のところ11の事業、小さく分ければ11、大きくすれば９つの事業提案というか、

そういう連携強化の案が出されておりますが、どちらかというと、鳥栖市側からの一方的と、

表現悪いですが、提案内容はそういう形でされております。それを基山町がお受けしたとい

うこと。これは１つは、やっぱり何といいますか、隣同士でありますから、隣同士でわざわ

ざここは基山です、ここから鳥栖ですということがあってはいけない事業については、住民

の方はもう鳥栖も基山関係ありませんので、そういう面では連携を図るということ。それと、

もう１点、経費の面、お互いに連携し合うことで経費が削減されるということであれば、非

常に経費削減分も含めた額以上に効果があるという形の上でさせていただいているというと

ころでございます。 

○議長（後藤信八君） 

 小森町長。 
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○町長（小森純一君） 

 リーダーとしてリーダーシップを、そして、方向性を示せということでございますけれど

も、これも重松議員にもお答えしたように、私が今の段階ですぐ方向性というような、それ

はいかがかなと、私はあくまでもそういう考えでございます。 

 そして、私が合併どうこうと、これは一つの選択肢だと思うんですけれども、そういうこ

とじゃなくて、本当に方向性としてはやっぱり住みよいまちをつくっていこうじゃないかと、

基山の特色を生かした住みよいまちを、まずそれだと。合併するにしても、しないにしても、

その辺が一番の課題だということは、それが私の一つのはっきり言える方向性でございます。 

○議長（後藤信八君） 

 久保山議員。 

○２番（久保山義明君） 

 ちょっと前に戻ってしまいましたけど、連携強化についてちょっと続けてお尋ねします。 

 恐らくこの11項目の連携強化、これだと思うんですけれども、この11項目というのは、先

ほどは鳥栖市から一方的にというふうな表現がありましたけれども、例えば、だれとだれが

これについて協議をされたのか、その全庁的にされたのか、ある執行部の特定の方だけでさ

れたのか、ここお尋ねいたします。 

○議長（後藤信八君） 

 岩坂企画政策課長。 

○企画政策課長（岩坂唯宜君） 

 この提案につきましては、鳥栖市のほうはどういうふうな形でされたか、もちろん全庁的

だと私たちは理解をしておりますし、基山町としてそれをお受けした場合は、当然、窓口と

してはうちのほう、企画政策課になりますが、町の方針でございますので、それは庁議あた

り等で検討いたしまして対応したということでございます。 

○議長（後藤信八君） 

 久保山議員。 

○２番（久保山義明君） 

 この中身を見させていただきますと、やっぱり鳥栖市から出された分だけあって、鳥栖市

の行為によるものが数多く見受けられるというのもあります。これ図書館についてもそうな

んですけれども、図書館も検討項目に入っていないですけれども、例えば、鳥栖市民の方が
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連携しているといっても、鳥栖市民の方が基山町の図書館に借りに来られる方はほとんどい

らっしゃらないわけですよね。つまり、連携というより、どちらかというと、お願いに近い

部分があるんですけれども、この鳥栖基山という地域の連携をさらに強化して、お互いがお

互いを補てんし合って、この佐賀東部の地域というのをリーダーシップを持って突き進まな

きゃいけないんだろうと思います。そのための連携強化だと思うんですけれども。 

 その上で、今回、あえて「今後、特に」というふうに申しましたのは、では、今、最も鳥

栖市にとって連携が必要な事業とは何かということであります。今、鳥栖市が最も連携強化

を図りたい施策は何だとお感じでしょうか。企画政策課長。 

○議長（後藤信八君） 

 岩坂企画政策課長。 

○企画政策課長（岩坂唯宜君） 

 私がそこら辺をお答えするのはちょっと難しいところございますけど、基本的には感じる

のはやはり合併を前提としてある可能性は非常に高いと。それの探りと、言葉は悪いですが、

基山町のある程度姿勢といいますか、それに対してこういう具体的な項目を持ってこられて、

うちのほうの、基山町の反論をされてあるんじゃないかと、これちょっと、これはあくまで

も少し担当課長としての考え方がある面もあるかと思いますが、そういうふうに逆に向こう

のほうから積極的に来られているのは、やっぱりそこら辺があるんじゃないかなというふう

に考えております。 

 今後はやっぱりたまたま、たまたまと言うと失礼ですけど、サガン鳥栖が今度Ｊ１昇格に

なりますので、そういう件についてはまた鳥栖のほうからもいろんな協力お願い、この前、

総務部長が近隣市町ということも言われておりますので、そういう面で積極的に来られる可

能性があるかなというふうには思っております。 

○議長（後藤信八君） 

 久保山議員。 

○２番（久保山義明君） 

 企画政策課長のほうからも出ましたけれども、具体的な施策ということになると、僕もや

はりサガン鳥栖の支援体制だというふうに感じております。鳥栖市はＪ１への昇格というの

を本当心から喜ばれていますけれども、その一方でさまざまな課題が同時に生まれています。

ＪＲ鳥栖駅の改札の問題もそうです。駐車場の確保の問題、スタジアムの改修、もう上げた
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ら切りがありません。日本で一番小さなＪリーグのホームタウンでもあります。 

 その中でその負担というのは相当なものではないかなと思うんですけれども、一番私たち

も危惧しているのが、やはりクラブハウスと専用グラウンドの問題です。これはクラブライ

センスの問題なんですよね。ライセンスの問題なんで、つまり、これがないと降格対象にか

かわるという重要な問題なんです。これはちょっと前もって議論が必要と思って、僕は町長

にもお話をさせていただきましたけれども、残念ながら、回答には含まれませんでした。ク

ラブハウスと専用グラウンド、どちらも私個人的には、今、基山町はその施設を貸し付ける

ことができる、準備することができるスペースを有していると思っていますけれども、この

点についてどのようなお考えか、町長お聞かせください。 

○議長（後藤信八君） 

 小森町長。 

○町長（小森純一君） 

 Ｊ１昇格、本当に鳥栖市、お喜びだろうし、私どもも以前からフューチャーズとかという

ような、そういう時代から応援をしてまいりました。それだけに大変うれしいことだという

ふうに思っております。 

 さあ、それで、連携強化の一環としてというのか、サガン鳥栖の、あるいは鳥栖市の手助

けを、応援をというようなことでございますけれども、まだいろいろ検討するところはあろ

うかと思いますけれども、現在のところ、鳥栖市からも、あるいはサガン鳥栖からも具体的

にどうというようなお話も聞いておりませんし、今、言われますように、クラブハウス、あ

るいは宿舎、それから、練習場というような、その辺もやっぱり鳥栖市も解決なさらなきゃ

いかんし、我々も手助けできるものはやっぱり手助けもしなきゃいかんとは思います。だけ

ども、これしかしながらという、ここで使わせていただきますと、実際、基山の今の面積で

本当に大丈夫なのかどうかというようなことでございます。実は三、四年前にも既にその辺

のところはお互いサガン鳥栖のほうと話をさせていただいて、それじゃ、練習場どこにある

かなと、よかろうかということで、その辺の、これは勝手でございましたけれども、図書館

用地として購入いたしておりますその辺はどうかいなという、そういう検討もさせていただ

いたと。それから、宿舎に関しましても、基山町の今のあいているところに宿舎を建ててど

うだろうと、そのときは何かちょうどロト、あの資金が入るときということもございまして、

それじゃ、ちょっと検討しようということで検討した経過もございます。しかしながら、い
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ずれにしましても、ちょっとそれはと、無理だろうと、お互い、私どももそういう思いも持

っておりましたし、サガン鳥栖のほうも、それはちょっと無理かなというようなことでその

ままになったという経緯はございます。 

○議長（後藤信八君） 

 久保山議員。 

○２番（久保山義明君） 

 ありがとうございます。町長には非常に申しわけないんですけれども、現在の基山町には

閉塞感が漂っている、これはもう町民の方から最近特に聞かれる言葉であります。私たちか

ら見れば、堅実を第一義に考えられる町長でありますけれども、別の角度から見れば、ある

意味、何もしない町長というふうに見られているわけですよね。今回、私が提案しているク

ラブハウスと専用グラウンドの件は、何もサガン鳥栖の支援だけの目的で言っているわけで

はございません。また、思いつきで言っているわけでもありません。先ほど言われたように、

三、四年前からサガンドリームスのほうが基山町にアプローチをかけていらっしゃるという

のも知っていますし、そこの図書館予定地のところが6,000平米しかないんですよね。本来

は専用グラウンドというのはやっぱり最低でも9,000平米必要なんですよ。そういった意味

でも、僕もあそこは１回考えましたけれども、やっぱり無理だと。それで、あえて今回、町

長に御提案をさせていただいたわけです。 

 このサガン鳥栖支援というのは、もうまさしく第一義というのは鳥栖との連携強化はまさ

しくこれなんですよね。先ほど言ったように、どっちかというと、お願いをしている立場で

ある。今、鳥栖市が一番困っている施策、これがサガン鳥栖の支援なんですよ。これを基山

町みずからが一歩踏み出して手を挙げるということの、この価値観というのは、僕は今後こ

れから10年、20年を考えた上でも、ある意味非常に大事になってくるんではないかなと思っ

て、こういうことを言わせていただいています。 

 さっき専用グラウンドの話が出ましたけれども、一応私が町長に提案させていただいてい

る分に関しては、施工以来35年がたっているわけですよね、あのスペースも。施設の老朽化

の問題が目の前に来ています。恐らくここ数年で莫大な修繕費がかかってくる部分もあると

思います。実際に照明施設が火災になったりしているわけですよね。ここに関しては結構大

きな修繕費が必要になってくるんじゃないかなと。クラブハウスの提案に関しては、旧建設

会社跡地、いわゆる役場別館です。１年半以上放置されたままの状態で、教育施設、福祉施
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設というふうにお考えでしょうけれども、私なりに試算しても、管理費だけで相当な費用負

担となります。先ほどの答弁では、今から箱物という時代ではないというふうに町長みずか

ら答弁されましたけれども、これらの問題も、要するに基山町だけでどうこうという話では

ないんですね、当然。サガン鳥栖支援に関しては、佐賀県の古川知事も今回の本会議で支援

をすると明言をされている今こそ逆にチャンスだというふうに思っているわけです。 

 これは政治判断も含まれるんで、答弁非常に難しいかもしれませんけれども、企画政策課

長、いかがでしょうか、一歩踏み出してみようと。 

○議長（後藤信八君） 

 岩坂企画政策課長。 

○企画政策課長（岩坂唯宜君） 

 グラウンドの話とか、そういう宿舎の話とか、それ確かに以前も来ておりまして、当時、

基山町在住の方が社長をされておった関係で積極的に御相談もあって、私たちもそれなりの

対応をさせていただいたつもりでございます。ただやっぱりグラウンドになりますと、なか

なか、先ほどおっしゃいましたとおり、広い面積が要るというのと、これは打算的でいけな

いかと思いますが、うちも人口が減っていますので、できれば選手の定住といいますか、選

手の宿泊をしてうちのほうに住所を移していただきたいという逆提案をして、そういうセッ

トで対応をどうだろうかということも考えました。実際、いろいろ問題は一番問題はグラウ

ンドの面積ということがなかなか確保できなかった感もありますけど、今言われました前の

役場別館、旧建設の、あそこも実際、当時の、去年でしたかね、社長さんに提案じゃないで

すけれども、こういうのもありますけど、いかがでしょうかと実際見ていただいた経緯もご

ざいます。ただ、それにつきましては、もうあくまでもうちはまだ使途が決まっておりませ

んので自由にできませんけれども、一つの方法として見ていただきましたけど、それから何

ら反応もございませんでしたので、これはやっぱり無理かなということもちょっとあってお

ります。それなりの行動はさせていただいておりますが、何せ相手がおられることですので、

今後やっぱり相談を含めて、その中でできるだけそれは町長も申されてありますとおり、支

援できる分についてはしていかなければならないとは思っています。 

○議長（後藤信八君） 

 久保山議員。 

○２番（久保山義明君） 
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 ありがとうございます。非常に明快な答えでした。グラウンドについて言えば、僕はサガ

ン鳥栖の専用、そこだけしか使わせないというんじゃなくて、今、恐らく前の牛島社長も言

われてきたときには、ロングパイルの人工芝でいいんですと、天然芝じゃなくてもいいんで

すということは言われていたと思います。このロングパイルの人工芝を使うことによって、

例えば、グラウンドゴルフとか、ターゲットバードゴルフとか、若者に今人気のフットサル

とか、こういったものにも活用できるわけです。今までの、いわゆるマイノリティーという

か、非常に狭いところでしかされなかった人たちが競技を喜んでできるようなスペースを与

えることができるという、こういうことも僕は必要じゃないかなと。 

 それで、クラブハウスについても、先ほど見せて返答がなかったということでしたけれど

も、もうちょっとこっちからアピールして、クラブハウスが来るとなると、やっぱりプロリ

ーグの顔がそこに来るわけですから、ある意味、全国ネットのマスメディアも集中するわけ

ですよね。要するにこういうふうにもっと前向きな、わくわくするような話をもっとやりた

いと思っているんですけれども、町長いかがでしょう。 

○議長（後藤信八君） 

 小森町長。 

○町長（小森純一君） 

 その前に、それこそ今、旧役場跡地と言ったのかな（「別館です」と呼ぶ者あり）別館の

ほう。あそこも実際見ていただいたということはもう今申し上げたとおりでございます。 

 それと、もう１つ、これから夜間照明とか改修費用も莫大なもんだろうというようなこと

をおっしゃいました。それは皆さんおわかりかどうか、この前、お聞きしたのは、町営球場、

テニスコート、あの辺をすべて押してやれば、面積的には大丈夫だろうというような、そう

いう調べをなさっておるというようなことでございます。果たしてそれがどうなのかという

こと。 

 それから、実際どの程度の使用になるのかですね。町民の皆さんが全くできないわけじゃ

ないでしょうけれども、その辺のところはやっぱり本当に話があって、それで詰めていかな

きゃいかんと。ほかにも小郡市でも練習されているんだろうと思います。それから、上峰町

も、よそのことを言っちゃなんですけれども、上峰町もそういうことで、よかったらなとい

うようなちょっとニュアンスのことを言われています。だから、そういうところで、そこで、

基山町が絶対だめだからという話じゃないということです。お世話になっております。 
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 図書館まさにそうです。図書館もこれはクロスロードの一環でございまして、だから、小

郡市にも基山は行っていますし、どうしてもやっぱりちっちゃいもんですから、よそにお世

話になる分が多いということ。この辺もございます。 

 それと、閉塞感ということ、これが一番頭にあると、私も困った問題だと思うんですけれ

ども、本当に先行き不透明、国がこういうことですので、なかなか先行き不透明、将来不安

というのはもう着いて回るということでございます。そこから来る閉塞感というのは、これ

はもう私どもも非常に重く感じております。そこの中で夢、希望ということ、これ大事だと

は思うんですけれども、一番はやっぱり子供たちに明るい希望を持たせる、展望持たせると

いうことが、それはもう大きな効果があるということも存じておりますので、ひとつその辺

のところはいろんなことも考え合わせまして、期待に添えれれば、本当にやるべきだろうと

いうふうには思っております。 

○議長（後藤信八君） 

 久保山議員。 

○２番（久保山義明君） 

 町長のこの３期目に向けてのリーフレット、夢と希望と誇りを持って、ぜひとも私たち若

い世代にとっても夢と希望と誇りが持てるまちを目指していっていただきたいというふうに

思います。 

 (2)の情報提供についてお伺いします。 

 答弁にありました出前講座、これは合併についての出前講座でしょうけれども、ひざを突

き合わせて対話というのは今まで大体何回くらい開催されているのか。聞いてもしようがな

いんで、開催に当たって、自分ではよくやっていると、また、まだまだ足りないと、実感し

ている感想をお聞かせください。 

○議長（後藤信八君） 

 小森町長。 

○町長（小森純一君） 

 それこそまだまだやっておりません。私さっきも言いましたように、この前の経済クラブ

ではほぼ１時間ちょっとお話をさせていただきました。もう昔の、いわゆる合併の明治の合

併からちょっといろいろ話したもんですから、長くなりました。そういうことでもございま

したし、けやき台にもクラブにも行ったこともございます。そういうことで、広くどこにで
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も行ったということじゃございませんけれども、その辺で、そして、さっきの午前中の何で

２期目に語る会をしなかったかということにも関連しますけれども、もう今年度あたりには

ちょっと控えておこうということでございます。これもしもの話でございます。次にもとい

うことになれば、ぜひとも合併に限らず、いろんな問題をやっぱりお聞きするということ、

私のほうもお伝えするということ、これ必要だと思いますもんですから、そういう形でやっ

ていきたいというふうに思います。 

○議長（後藤信八君） 

 久保山議員。 

○２番（久保山義明君） 

 では、例えば、開催されているときというのは、町民の皆さんにどのような資料を提供さ

れているんでしょうか。ただお話をお聞きして、自分の考えを述べるだけではないと思うん

ですけど。何らかの資料、データ、分析、そういうものがないと、なかなか難しいと思うん

ですけど。 

○議長（後藤信八君） 

 小森町長。 

○町長（小森純一君） 

 それこそあんまり莫大なという話でもないし、大体のかがみみたいなもんと、それと、ポ

イント、ポイントをちょっと書いたぐらいのところで、あとはもう口頭でお話するというこ

とでございます。これまた本当にいろいろ書いてということになると、私のほうのそれを押

しつけるような形もなりかねませんもんですから、一応そういうことでやっております。 

○議長（後藤信八君） 

 久保山議員。 

○２番（久保山義明君） 

 企画政策課長にお伺いします。 

 もし、鳥栖市との合併の議論になったときに、検討項目というのは大体何項目ぐらいある

とお考えですか。 

○議長（後藤信八君） 

 岩坂企画政策課長。 

○企画政策課長（岩坂唯宜君） 
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 以前に任意合併協議会、たまたま私そのとき担当でしたので入りましたが、あれは郡内と

いうこと、鳥栖市と郡内ということでしたので多かったと思いますけれども、例えば、基山

と鳥栖と限定しても、やはり相当ないろんな検討項目が出てくるんではないかと思っており

ますし、これはただ行政だけで考えて、これとこれとこれだろうと思っても、それ以上にや

っぱり住民の皆様方のいろんな考えといいますか、ここら辺はどうなるんだろうかといろい

ろあると思いますので、そういうのをいろいろお尋ねすると、相当なやっぱり数になるんで

はないかと思っております。 

○議長（後藤信八君） 

 久保山議員。 

○２番（久保山義明君） 

 きょうは議長の許可を得て、合併協議会、これだから、基山は入っていませんけれども、

鳥栖市と三養基３町の協議項目をパネルにして、といっても、鳥栖市からいただいたものを

拡大コピーしただけなんですけれども、これで49項目、これ平成15年に出された分です。49

項目ですね。平成15年です。この資料というのは基山にはあるんですか。 

○議長（後藤信八君） 

 岩坂企画政策課長。 

○企画政策課長（岩坂唯宜君） 

 うちは離脱をしたほうでございますので、特にうちのほうではないと、ちょっと私も確認

はしておりませんが、ないと思っております。 

○議長（後藤信八君） 

 久保山議員。 

○２番（久保山義明君） 

 ただ平成15年の３月議会、前天本町長ですけれども、答弁の中で、検討項目は大きく分け

て49項目、細部で見ると約2,000項目ほどあり、住民へ公開していきたいというふうに答弁

されています。その引き継ぎというのはどのようになっているんでしょうか。 

○議長（後藤信八君） 

 岩坂企画政策課長。 

○企画政策課長（岩坂唯宜君） 

 今のところ、特にそういう意識づけといいますか、そういう形は行っておりません。 
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○議長（後藤信八君） 

 久保山議員。 

○２番（久保山義明君） 

 では、その2,000項目にわたる検討項目というのも現在のところ把握されていないという

ことでよろしいですか。 

○議長（後藤信八君） 

 岩坂企画政策課長。 

○企画政策課長（岩坂唯宜君） 

 先ほど申し上げましたとおり、あくまでも任意協議会のときに検討いたしました資料のみ

でございます。 

○議長（後藤信八君） 

 久保山議員。 

○２番（久保山義明君） 

 町長はよく、自分は旗振り役ではなくて、町民の意識の醸成を待つと、やはり民意が大事

というふうに答弁されますけれども、ただ、何の検討資料もなく町民の皆さんに考えてねと

いうのは非常に無責任というか、無責任過ぎるわけでして、もし、検討項目を開示できるの

であれば、それを分析すると。午前中でも情報操作みたいなことも言われましたけれども、

これに関してはメリット、デメリットという単純なものではなくて、もっと具体的にグラン

ドデザインを描けるような仕組みをつくることが必要だというふうに思っています。要する

に私もいろんな合併賛成、反対の意見を聞きますけれども、反対の方の理論というのはほと

んどがやっぱり感情論なんですよね。感情論、だから、僕は反対の方もいわゆる感情論だけ

でなくて、ロジックで語れる仕組みが絶対大事だと思うんですよ。例えば、民間でよく使わ

れるＳＷＯＴ分析というふうに、ストレンクスとウィークネスとオポチュニティとスレット、

ＳＷＯＴ分析というふうに、こういうものをされる専門家の方も基山町に多くいらっしゃい

ます。自治体経営にはそぐわない部分もあるかもしれませんけれども、合併に関する項目だ

けをするんであれば、僕はこれは十分に仕組みをつくることができるんではないかというふ

うに考えています。だから、そういうふうに協力を仰ぎながら、町民の皆さんが判断できる

ような材料をまず基山町内で、これ公開する、しないは別として、基山町内できちんと分析

をすることが必要なんではないかなというふうに考えています。 
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 それで、ちょっと時間もないんで、次の定住自立圏構想のほうに移りますけれども、回答

の一定条件を満たすと云々と言われますけど、それはもうわかって質問をさせてもらってい

るんであって、構成市町で研究中とありますけれども、その構成市町を教えてもらっていい

ですか。 

○議長（後藤信八君） 

 岩坂企画政策課長。 

○企画政策課長（岩坂唯宜君） 

 まず、旧広域圏ですので、鳥栖市ですね、それと、当然うちの基山町、それから、みやき

町、上峰町、そして、神埼郡の吉野ヶ里町の構成団体でございます。 

○議長（後藤信八君） 

 久保山議員。 

○２番（久保山義明君） 

 じゃ、今、研究中と、こういう政策課題研究報告のようなものを提出される予定というの

はあるんですかね。 

○議長（後藤信八君） 

 岩坂企画政策課長。 

○企画政策課長（岩坂唯宜君） 

 研究中ということをちょっと町長申されましたが、実際的にはまだほとんど行っておりま

せん。と申しますのは、やはりこれはお互いもあると思いますが、中心市となるべく鳥栖市

のほうの姿勢といいますか、そういうのがなかなかちょっとまだ、どちらかというと、合併

あたりのほうでいろいろとされてあるみたいで、どうしても私たち担当レベルではそこまで

行っておりません。１回、久留米市のほうに実際これを研修させていただきましたが、その

ときもなかなか具体的な話をしていただいても、私たちもよくわからないというのと、久留

米市の場合は当時総務大臣鳩山邦夫さんがおられた関係で、どちらかというと、やらされた

ということもあったということで、あそこら辺はまだ効果もそんなにまだわからないところ

もありますので、今はそういう状況でございます。 

○議長（後藤信八君） 

 久保山議員。 

○２番（久保山義明君） 
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 まだ始まっていないという答弁がありましたけれども、実は鳥栖市はもうある程度、もう

調査研究終わっているんですよね。終わった上で橋本市長のマニフェストによる合併があっ

て、そして、小森町長がなかなか、「うん」とか、「はい」とかと言われないんで、恐らく

連携強化というふうな部分になっているんだと思います。とにかく今はもう連携強化だとい

うふうにはっきり言われています。 

 ただ、これ僕は心配なのは、僕個人的にも定住自立圏構想と、今のところ反対なんですよ

ね。何で反対かというと、これちょっとさまざまなあれがあるんですけれども、要するに、

ただ、第３の選択肢としてこの定住自立圏構想はあるというふうな認識のもとで、基山町も

その状況を見きわめたいという他人事ではなくて、独自にこれはこれで調査研究すべきでは

ないかなというふうに感じるわけです。 

 ちょっと時間もありませんので飛ばしますけれども、鳥栖市民、基山町民の民意が非常に

大事というふうに、今議会でも、６月議会でも答弁されています。例えば、鳥栖市民の方々

というのはこういうＴＣＣ、鳥栖コンベンション・シティ委員会という、７月にもう提言を

出されているわけですね、合併に関しても。このＴＣＣの中では、例えば、合併協議会準備

委員会というのが設置されるという話ももう既に出ています。いわゆる鳥栖市側はどんどん

民意が醸成してきているわけですよ。そういうこと基山町民に全くその情報がないまま対等

に話せと言われても、これまず無理なことなんですね。 

 そういった意味で、きちんと議論ができる仕組みをつくっていただきたいと、これはもう

お願いするしかありませんので、お願いして次に移らせていただきます。 

 新図書館についてお尋ねいたします。 

 庁舎内の委員会は私も質問をしていることなんでわかっているつもりですけれども、理解

できないのは、今後は検討委員会を立ち上げて議論をしていきたいという箇所であります。

これは町長の方針、指針をお伺いしています。検討委員会がどうこうというよりも、町長み

ずから、先ほど鳥飼議員の中でちらっと話が出ましたけど、図書館について、自分はこうい

う方針なんだということをできたらお願いいたします。 

○議長（後藤信八君） 

 小森町長。 

○町長（小森純一君） 

 これまた、方針はということを、じゃ、もうつくりませんよということじゃ、もう委員会
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も何もあったもんじゃございませんから、やはりそこは委員会の中で十分あれは財政状況も

お示しして、そして、それでもつくろう、そして、どの程度でどうつくれるのかというよう

な、その辺も今度はまたお互い議論しながら、それだったらできるじゃないかというような

ことにもなりましょうし、だから、初めからつくる、いや、つくりませんよという話でもな

いと。これはもう本当、何かつかみどころがないような言い方かもわかりませんけれども、

しかし、もう逆にそれを私のほうから一方的につくりませんと言ったら、もうそれまでにな

ってしまうんじゃないですか。その辺はやっぱりつくりたい方もたくさんいらっしゃいます

し、必要ないと言われる方も確かにいらっしゃるだろうというふうに思いますもんですから、

その辺の議論をやっぱりやるべきだろうというふうに思っております。 

○議長（後藤信八君） 

 久保山議員。 

○２番（久保山義明君） 

 さっき鳥飼議員の答弁の中で、すごく前向きな答弁があったんで、僕は逆に聞かないほう

がよかったですね、これね。済みません。ちょっと聞いてしまったんであれなんですけど。

じゃ、ちょっともとに戻して、町長、例えば、全国見て、ああこういう図書館いいなという

ものがございますか。 

○議長（後藤信八君） 

 小森町長。 

○町長（小森純一君） 

 特にここがいいなということはございませんけれども、私も本当、これはもうずうっと８

年先にはというような思いがあったもんですから、至るところ、行くところどころ、図書館

にはやっぱり行っております。（発言する者あり）小布施は、これは何かの都合で私行けな

かったんですけれども、小布施には行っておりません。８年、９年前ですか、もうあそこは

大川かな、筑後、あそこももう町長になる前でございましたけれども、行って、やっぱり関

心あったもんですから、そういうこともいたしておりますし、東京に行ったときも新宿です

か、まちの真ん中にありましたし、そういうところは一応私も、それから、武蔵野か、何か

あっちのほうにも参りました。そういうことで見てはおります。 

○議長（後藤信八君） 

 久保山議員。 
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○２番（久保山義明君） 

 僕が何で今小声で小布施と言ったかというと、あれ２年ぐらい前ですかね、僕がまだ議員

になる随分前に、町長室にお伺いしたときに、小布施のいわゆるまちとしょテラソ、あのパ

ンフレットがあって、いいよね、こういうのっていう話をしたのをすごく覚えていて、実際

に先見の明があるなと思ったのは、今年度2011年度ライブラリー・オブ・ザ・イヤーなんで

すよね、あの図書館というのは。最優秀賞なんですよ。この基山町にも昨年、館長が講演に

来ていただきましたし、昨年の総務委員会でも小布施まで視察に行っていただいています。

あの建物で大体４億円ですね。４億円です。ちょっと僕、興味本位で出してきたのが、ここ

にある岐阜県の中津川市、人口８万人のまちですけれども、これ土地購入費を含めて17億円

です。だれも基山町民の方はこんな図書館が欲しいというふうに思われないんですよね。 

 次の項目である図書館建設における課題というところにもかかってきますけれども、まず、

財源、これの財源について、これも町長にお聞きするのは非常に酷なんですけれども、大体

幾らぐらい、さっき小布施の図書館が４億円、これが17億円というふうにお話ししましたけ

れども、ある程度の規模のあれがないとわかんないと思うんですよね、イメージがつかない

と思うんで、もし、町長の中にそのイメージがあるんだとすれば、よかったらお聞かせくだ

さい。 

○議長（後藤信八君） 

 小森町長。 

○町長（小森純一君） 

 時代は違いますけれども、たしか以前の検討委員会、そこの中でそれこそ実際の金額が出

たかどうか、それも定かじゃございませんけれども、最近というか、後になって大体、全く

の金額も提示しないで、図書館、図書館ということで言ってきたけれども、大体どのくらい

の予定だったんだろうかなということを聞きましたら、確か８億円ぐらいは予定してあった

のかなと、じゃなかったですかね。10億円ですか、８億円ですか。その辺のところは。だか

ら、前もって、時代は違いますけれどもと申し上げた、それは８年前、そのときにはそれこ

そ小学校もやろう、図書館もやろうというような同時進行しとった時代ではありますけれど

も、そのくらいの提示があったかどうかわかりませんよ。だけども、やっぱりそれは内々か

もしれませんけれども、それくらいの金額はあったということのようです。 

○議長（後藤信八君） 
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 久保山議員。 

○２番（久保山義明君） 

 ありがとうございます。10億円と聞いて、僕もびっくりしたんですけれども。例えば、そ

の財源面が課題であるんであれば、僕は財源面に関しても町民と一体となった取り組みがで

きないかというふうに考えるわけですよね。例えば、市民公募債、これも１度僕は町長に何

か随分前に提案させてもらったことがあると思うんですけれども、難しく言う必要はないん

ですけど、住民参加型ミニ市場公募地方債、昨年22年度だけで全国の103の県や市町、2,441

億円分が発行されています。もちろんこれ起債、借金には違いないんですけれども、住民と

のかかわりというのは随分と生まれるというふうに聞いておりますし、また、ふるさと納税

ですね、ふるさと納税でもその選択項目に図書館建設に限るということもできるんじゃない

かなと思うんですよね。単純にまた、寄附ということも考えられると思います。熊本城本丸

御殿なんていうのは、やっぱり55億円の建物で15億円ぐらいの寄附が集まっているというふ

うに聞きますけれども。 

 ただ、今、財源がなくてというふうではなくて、可能性を探っていただきたいなというの

と同時に、せっかくですから、財政課長、市民公募債についての御意見をお伺いしたいと思

います。 

○議長（後藤信八君） 

 安永財政課長。 

○財政課長（安永  

 市民公募債、私もそれほど勉強しておりませんけれども、ただ、果たして基山町の規模で

できるのかどうか、それはちょっと私もわかりません。ただ、もし、できるとしても、先行

きこういうふうな金利情勢の不安の中で、果たしてそれにこたえていただけるのかどうか、

そっちのほうも心配しなきゃいかんだろうと思います。こういうふうな不景気の続く中、金

利がどうなのか、もちろんもしそれができるとしたら、それに応募してもらうとしたら、も

ちろんその金利を支払わなければならないと。その辺も十分考えていかなきゃならんという

ことで、それはちょっと慎重に考えなければいかんというふうに思いますし、できるか、で

きないかはちょっとここで即答できかねますので、もし、そういうことになれば、慎重に、

より慎重に検討しなきゃいかんというふうに思います。 

○議長（後藤信八君） 
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 久保山議員。 

○２番（久保山義明君） 

 ありがとうございます。 

 あと場所についてもありましたけれども、時間も随分と少なくなってきました。場所につ

いては、この庁舎内を有効利用したほうがいいという声もたくさん聞かれるわけですけれど

も、せんだって、総務文教委員会で、恐らく今、仕組み、企画、運営では日本一だと思われ

る千代田区の図書館に視察に行かせていただきました。最先端の図書館ではありますけれど

も、千代田区役所の要するに最上階に位置して、その空間というのが庁舎独特の雰囲気があ

るわけです。自然豊かな基山町に当てはまるのかどうかという感覚を覚えました。 

 そこで、あえてまちづくり推進課長にお伺いします。現在の中央公園、ここに図書館建設

は可能でしょうか。 

○議長（後藤信八君） 

 大久保まちづくり推進課長。 

○まちづくり推進課長（大久保敏幸君） 

 中央公園につきましては、都市計画法に基づく都市公園でございます。その関係で都市公

園法の条文を見てみますと、都市公園法の規定の中に、共用施設で政令で定めるものという

規定がございます。その規定の中で見てみますと、共用施設の中に図書館が含まれておりま

す。しかし、含まれておりますけれども、これはやっぱり一定の制約と、面積的なこと、そ

ういう部分もまたうたわれておりますので、できないことはないということで（「できかる、

できないかだけで」と呼ぶ者あり）できるということでございます。 

○議長（後藤信八君） 

 久保山議員。 

○２番（久保山義明君） 

 その条文は私も読ませていただいて、特例で、あれが全部で１万1,000平米ですか、中央

公園がですね、その10分の１ですので、1,100平米までは特例でできるというふうに認識し

ていますし、先ほどの小布施の図書館、まちとしょテラソは989平米ぐらいだったと思いま

す、延べ床で。ですから、あの規模はあの中央公園の中ではできるという認識を私は持って

います。 

 その中で、私が誘導するように場所を選定するのはどうかなと思いますけど、なぜ中央公
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園がという一つの選択肢になったのは、まず、文化度の高い北欧では80％が小学校と隣接し

た場所に公共図書館がある、土地購入費がかからない、生活道線上にあり、老若男女が立ち

入りやすい。現在の中央公園がモニュメントを外した状態が続き、かつ木々が生い茂ってい

るため、憩いの場であるはずの場所が危険地帯となっているという苦情が多い。あえて図書

館長と呼ばせていただきますけれども、図書館長である教育学習課長は中央公園が立地の選

択の一つというふうになり得るとお考えでしょうか。 

○議長（後藤信八君） 

 内山教育学習課長。 

○教育学習課長（内山敏行君） 

 ただいま申されました中央公園につきましては、今、許可的には可能だということですが、

建物は、もし、今言われた1,000平米ぐらいのものが入ったとしても、あと駐車場とか、そ

ういったことを考えると、非常にやっぱり面積を取ってしまうのかなと。中央公園の分で残

る部分が非常に少なくなるということもあると思います。中央公園自体が以前、駅前開発さ

れた桜の招魂場ですね、あの部分の何かモニュメント的なところでもつくられたということ

も聞いておりますし、その部分をどういう形で生かしてつくれるかというのは、非常に慎重

にやらなければならないというふうに思っております。 

○議長（後藤信八君） 

 久保山議員。 

○２番（久保山義明君） 

 ありがとうございます。昨年、私もこの図書館未来会議というのを実際にワークショップ

をさせていただいて、ここに立派な取りまとめ資料もつくっていただいています。これは町

民の方がみんなすべて手づくりであります。このように多種多様な考え方が存在するわけで

す。だからといって、検討委員会がどうのというわけではないんですけれども、この検討委

員会をつくるまでの過程をぜひとも、それこそ慎重にどうやったら町民の皆さんの意識の醸

成が図られ、しかも、その多様な意見が組み入れられるかと。端的に言うと、僕は分科会を

つくってもいいと思うんですよね。分科会をつくったものの中から出たのを検討委員会でや

るというのもそうですし、前回の答申でもすばらしい答申が出ていますんで、それを参考に

されるというのも必要かなというふうに思っています。 

 補助金の件なんですけれども、僕も頑張って調べました。１つだけ暮らし・にぎわい再生
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事業補助金、国土交通省が出している補助金があります。これで実際に、さっきの17億円の

中津川市の図書館もそうですけれども、久留米市の六ツ門の図書館もこれを使ってつくって

いるようです。ただ、残念なことに確定が平成24年度までしか確定していません。さまざま

な制約もあるようです。ぜひこれは一度研究していただきたいなというふうに思っています。 

 それと、僕は今職員の庁内の検討委員会で、ある程度こういった基本構想の案ぐらいまで

はつくっていただく必要があるのかなと。それをもとにいろんな話し合い、分科会、町民会

議、ワークショップ、パブリックコメント、そういったものをつくっていく必要があるんじ

ゃないかなと。僕も自分なりに図書館建設運営委員会組織案なんていうのをつくったりしま

すけれども、それぐらい難しいです。図書館、本当一番多種多様な意見が集約されるところ

ですので、難しいとは思うんですけれども、ぜひ図書館建設に当たっては、１つだけ、時間

がちょっとあれですけれども、聞いておきたいのが、庁舎内の検討委員会でも、実は一部住

民だけの要望じゃないかという意見が出されている可能性もあるというふうにお聞きしまし

たけど、これ町長にお聞きします。一部住民の要望でしょうか、図書館というのは。 

○議長（後藤信八君） 

 小森町長。 

○町長（小森純一君） 

 いや、そういう表現はいかがかと思うんですけれども、確かに図書館要るのということを

言われる方もおられるということもございます。逆に体育館、あんな立派なところつくって、

私、行ったことないよと言う人もおられます。さまざまだと思います。その辺はやっぱり十

分に話を聞いて集約していかなきゃいかんというふうに思っております。 

○議長（後藤信八君） 

 久保山議員。 

○２番（久保山義明君） 

 ありがとうございます。 

 先ほどの町長のリーフレットにもありましたように、私としても、夢と希望と誇りを持つ

まちづくりに全力を挙げて取り組んでいきたいというふうに思っています。どうぞこれから

もよろしくお願い申し上げて、私の一般質問にかえさせていただきます。ありがとうござい

ました。 

○議長（後藤信八君） 
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 以上で久保山義明議員の一般質問を終わります。 

 ここで３時40分まで休憩します。 

～午後３時30分 休憩～ 

～午後３時40分 再開～ 

○議長（後藤信八君） 

 休憩中の会議を再開し、次に、大山勝代議員の一般質問を行います。大山勝代議員。 

○８番（大山勝代君）（登壇） 

 こんにちは。８番議員の大山勝代です。一般質問の１日目の最後です。皆さんお疲れかと

思いますが、どうぞよろしくお願いします。 

 まず、町長の英断で来年４月からの子供の医療費の助成拡大が中学生の通院にまで延長し

たことを、私は大いに評価をしたいと思います。これは、玄海町と同じレベルで、基山町が

子育て支援に大きな力を注いでいることが、県内外にはっきり示されたものだと思います。 

 また、償還払いだった懸案事項が、今回、小学校入学前までは窓口でお金を支払わないで

いい現物給付になったことに、町民の皆さんはとても喜んでいらっしゃいます。引き続き、

全支払い方法が現物給付になるように、県や医師会などへの町としての働きかけを今後もお

願いしたいと思います。 

 さて、通告に従って質問に入りますが、今回は２項目についてです。 

 １項目めですが、基山町は先ほども言いましたように、子育て支援に力を注いでいる町と

して既に認知されています。それならばもっときめ細かな支援策をと、子育て中の若い世代

の方は望まれています。その一つが、拠点となる支援センターの設置ではないかと私は考え

ます。 

 私たちは、ことしと昨年もですが、常任委員会で長野県へ視察に行かせていただきました。

長野県は、平成の大合併が余り進んでいなくて、人口数千人の村から１万人前後の町が多く

あります。全国的に地方は過疎化が進み人口減を食いとめられない現状の中、長野県の町村

は競い合って少子・高齢化に対応した思い切った施策をされているところが多いように思い

ました。基山町政を考える上で大いに参考になった視察でした。それをもとに、今回の私の

質問です。 

 一つずつですが、初めに、基山町の若い世代の家庭が望む子育て支援の充実とはどんなも

のと思われますか。 
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 ２つ目です。平成20年に基山は役場内の課の再編が行われて、こども課が新しくできまし

た。それまで行われていた子供に関する業務のほかに、こども課として新たに進められた事

業は何でしょうか。 

 そして、今後、こども課としてどんな事業の充実が必要と考えられていますか。 

 ４つ目です。今は保健センターの２階にある基山町の子育て交流広場が開設されて10年ほ

どたつと思いますが、ここでの事業と現状について説明してください。 

 ５つ目です。基山町の社協や交流広場のスタッフの方々はきめ細かい手立てをとって仕事

をしていらっしゃいますが、交流広場でカバーできない若い世代が望む子育て支援はどんな

ことだと思われますか。 

 ６つ目、関連しますが、子育てしやすい環境をつくるとしての拠点となるセンターの機能

を交流広場と比較したときに、どの機能が上乗せされるのかということをお聞かせください。 

 ７つ目です。町内20市町で支援センターがあるのはどこでしょうか。 

 最後ですが、次世代育成行動計画では、支援センターの設置を検討と何カ所でも書かれて

います。これは、平成17年にできたもの、そして、後期行動計画が平成22年に作成されてい

ます。そこでもまた、うたってあります。支援センター設置について、これまでどういう検

討がなされたのでしょうか。また、設置する意志をお伺いします。 

 大きな２つ目です。 

 児童館建設についてです。 

 基山町には、子供たちが健全に育つための社会教育分野としての施設は何がありますか。

そして、事業としては何があるでしょうか。 

 最後です。支援行動計画では、児童館建設もうたわれています。基山の子供たちが健全に

育つために、学校教育や図書館の充実などとともに、児童館が私は必要だと思いますが、つ

くる意志はありますか 

 これで１回目の質問を終わります。 

○議長（後藤信八君） 

 小森町長。 

○町長（小森純一君）（登壇） 

 大山勝代議員の御質問にお答えさせていただきます。 

 まず、１項目め、子育て支援佐賀県１を目指してということで、(1)若い世代が町に望む
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子育て支援の充実はどんなものだと思うかというお尋ねでございます。 

 子育て家庭におけるニーズにつきましては、基山町次世代育成支援対策後期行動計画を策

定する段階で、子育て支援ニーズ等に関するアンケート調査を実施しております。その回答

において、子育てについての悩みにおいて、就学前児童の保護者は、病気や発育、発達に関

すること、子供をしかり過ぎているような気がすること、食事や栄養に関することなど多く

見られます。一方、小学校児童の保護者は、子供の教育に関すること、友だちづき合い、い

じめ等を含む、に関することなどが多く見られます。 

 また、子育てに関する不安については、就学前児童、小学校児童のいずれの保護者も、子

育てで出費がかさむが最も多く、経済的な不安感が強い傾向が見られるという結果になって

おります。 

 このため、町としては保護者の不安や負担感の軽減を図ることが子育て支援のために必要

になってくるものと考えます。 

 (2)こども課新設後のこれまでの事業等は何があるかということです。 

 平成20年４月からこども課が設置されましたので、平成20年度から平成23年度当初に新た

に子育て支援対策等として実施しました主な事業は次のとおりでございます。 

 ハード事業といたしまして、平成21年度、放課後児童教室ひまわり館建設事業、放課後児

童教室コスモス教室改修事業、基山保育園給食室トイレ等改修事業、子育て交流広場移設事

業、平成22年度、キッズスペース設置事業、それから、23年度、放課後児童教室ひまわり館

用地舗装工事事業、それから、ソフト事業といたしましては、平成20年度、病後児保育事業

の開始、平成21年度、保育所在園者の３人目以上の保育料無料化、それから、平成22年度、

次世代育成支援対策後期行動計画の策定、放課後児童クラブの定員及びクラスの拡大、それ

から、保育時間の延長並びに対象児童の拡大でございます。平成23年度は、乳幼児等医療費

助成事業の対象者の拡大でございます。 

 (3)今後どんな事業等の充実が必要と思うかということです。 

 今後も子育て支援事業の充実と人口減少対策もあわせて、各種の施策を進める中で、保護

者負担の軽減を図り、福祉の向上等を推進するため、平成24年度から保育料の階層区分の見

直し、また、子供の医療費助成事業として、小学校就学前の現物給付化と助成対象を中学生

の入院費から通院費までに拡大することとしております。 

 (4)の子育て交流広場の設立とこれまでの事業の経過と現状について述べよということで
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す。 

 平成13年度に、県の補助事業を利用して県内で最初に旧役場施設において乳幼児の子育て

相談を初め、施設の一部を開放し子育てに関する情報交換や保護者、乳幼児の交流の場の提

供を目的として、町社会福祉協議会への委託事業として開始しております。事業としては、

月曜日から土曜日までのプレイルーム施設の開放、１歳児のぴよぴよ広場や２、３歳児のこ

っこ広場等の各種広場の開催や、子育て育児相談、情報発信等を実施しております。 

 また、平成21年度に町社会福祉協議会の別館２階で実施しておりました子育て交流広場を

町保健センター２階に移設し、平成22年度より開所し、保健センターに常駐している保健師

や栄養士等への相談等もできるようにして、利用者の利便性の向上に努めております。 

 (5)の現在の交流広場でカバーできない支援は何かということですが、現在の子育て交流

広場の事業としては、プレイルーム施設の開放、各種広場の開催、子育て育児相談、情報発

信等を行っておりますが、定期的に各地域等へ出向いての支援活動や地域支援活動における

家庭訪問等の支援ができていない状況でございます。 

 (6)子育て支援について、その拠点としてのセンターはどんな機能が求められると思うか

ということでございます。 

 子育て支援活動としては、地域の子育て支援情報の収集、提供に努め、子育て全般に関す

る専門的な支援を行う拠点として機能するとともに、子育て支援活動を行う団体等と連携し

ながら、地域に出向いた支援活動を展開していくことではないか思います。 

 (7)県内20市町で支援センターのあるなしはどうかということですが、国の子育て支援交

付金事業の地域子育て支援拠点事業として事業を実施しているのは、本町を含めて９市３町

でございます。 

 (8)子育て支援の充実のために近い将来、支援センターの設立の意志はあるかということ

ですが、現在の子育て交流広場事業は、平成22年４月から保健センターにおいて事業を展開

しているところですので、現在のところは支援センター方式への変更は考えておりません。 

 それから、２の児童館建設についてでございます。 

 (1)子供たちが健全に育つため、社会教育分野としての設備等は何があるかということで

ございますが、基山町の社会教育施設としては、町民会館、総合体育館、総合公園多目的運

動場等があります。 

 (2)また、事業等は何をしているかということです。こども課の事業で、社会教育施設を
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活用していますのは、基山保育園の行事、子供の居場所づくり事業、子育て交流広場事業が

ございます。 

 (3)子供たちを健全に育てるための拠点としての児童館が必要と思うが、つくる意志はあ

るかというお尋ねです。 

 御指摘のとおり、児童館は子育て支援事業の充実において、中核となる施設として重要な

位置づけになっているものと思いますが、現段階においては、図書館検討と同じく、財政的

や場所等の問題もありますので、今後の課題にさせていただきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（後藤信八君） 

 大山議員。 

○８番（大山勝代君） 

 ここに次世代育成支援対策後期行動計画があります。改めて詳しく読ませていただきまし

た。そこのアンケートの結果から、若い世代の経済的な負担感の軽減を図ることが重要だと

言われたということが、ここでもわかりました。それに向けて医療費拡大と、それから、実

質保育料の区分見直しというのは、値下げになりますよね。ですから、そのことについては

改めてまた評価をしたいと思います。 

 ２番です。こども課新設についてですが、今、こども課に話にいったり、そして、こども

課にかかわっていらっしゃるコーディネーターの方とかと話をしたときに、今、課長も含め

て５人で業務をされていますが、通常の窓口業務に加えて二転三転する子ども手当──あ、

子ども手当は違うかな。たくさんの事業等が多忙をきわめていらっしゃるのではないかと思

いますが、そのことを察ししながら、先ほどのキッズスペース等設置事業と言われましたが、

ちょっと私がわかりませんので、その内容を教えてください。 

○議長（後藤信八君） 

 毛利こども課長。 

○こども課長（毛利俊治君） 

 先ほど町長が平成22年度にキッズスペースの設置事業をしたということでお答えしました

けど、キッズスペースの設置事業といいますのは、平成22年度の県の安心こども基金を活用

しました地域子育て創生事業の補助金というものを利用しまして、子育て世帯の方が役場に

安心して来られるような環境の整備をする事業でございます。そのため、こども課の横のと
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ころにマットとかベンチ等、また、本等も設置しまして、保護者の方が役場にて各種手続等

や相談等をされる間に、子供たちがおもちゃや絵本を利用して安心して遊べる環境を提供す

るということで、平成22年度に設置をさせていただいております。 

○議長（後藤信八君） 

 大山議員。 

○８番（大山勝代君） 

 こども課の中に、そしたらあそこの、私たちはカウンター越しから皆さんにお話をします

が、左のほうにカラーの、あそこですか。（発言する者あり）わかりました。そしたら、利

用はあるのですか。 

○議長（後藤信八君） 

 毛利こども課長。 

○こども課長（毛利俊治君） 

 カウンター横の右側のところに、端のところに設置をしております。この利用状況につい

て、統計等はとっておりませんけど、こども課以外の税務住民課とか健康福祉課等へ見えら

れた方の利用もございまして、こども課の窓口に見えられた子供連れの方につきましては、

そこの利用をちょっと見てみますと、大体子供連れの方の７割から８割程度は子供さんをあ

そこで遊ばせていらっしゃいますので、そういう利用があるものというふうに思っておりま

す。 

 以上です。 

○議長（後藤信八君） 

 大山議員。 

○８番（大山勝代君） 

 ありがとうございました。次に行きます。 

 先ほど新たな事業を聞きましたが、新たということではなくて、こども課全体の事業の中

で、準備など、いろんな大変労力を要するといいますか、そういう事業は何ですか。 

○議長（後藤信八君） 

 毛利こども課長。 

○こども課長（毛利俊治君） 

 先ほどの質問の中で、ちらっと子ども手当の部分が出ましたけど、平成22年度からの法改
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正に基づいて子ども手当がなっておりますけど、平成23年度の現在までに３つの法案が出て

から、１つは取り下げ、１つは半年間、また次の法案もまた半年間ということで、来年４月

からまた新たな法が出てくるようになります。そうなると、通常であれば児童手当の時代は

６月の現況届けをすればそれで１年、あとは支給で終わっていたんですけど、また新たな手

続等、今現在受給者の方にもしていただいておりますので、そういう部分と、また、保育園

の入所が今度始まりますので、そういう部分の業務が一番多いかなというふうには思ってお

ります。 

○議長（後藤信八君） 

 大山議員。 

○８番（大山勝代君） 

 先ほど言いましたように、コーディネーターの方とお話をしたときに、もう相談、いろい

ろ相談にいっても、係の方が本当に忙しそうだから、なかなかゆっくり話せんというような

ことを言われましたので、そういう言い方をしました。 

 ３項目めです。各種の施策を進めると言われました。その中で、保育料の区分見直しと、

それから医療費助成拡大とは、もう来年度からの実施が決まっていることですから、そのほ

かの事業の充実ということで、何か考えられていますか。 

○議長（後藤信八君） 

 毛利こども課長。 

○こども課長（毛利俊治君） 

 町長お答えしましたとおり、来年度から保育料の軽減並びに子供の医療費助成の事業の拡

大ということをやっておりますので、まずはそこをしっかりしていってから、そういう反応

も確認しながら、また次の事業ということで考えて、やはりここの中でアンケート結果にも

出ていましたけど、子育てに対しての出費がかさむというところの部分については、少しな

りとも軽減ができたのではなかろうかというふうに思っておりますので、またそれから次の

事業等については、ほかのところも見ながら検討していきたいなというふうには思っており

ます。 

○議長（後藤信八君） 

 大山議員。 

○８番（大山勝代君） 
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 今は、そのほかということについては具体的には考えられていないということと理解した

いと思います。 

 保健センター２階にある子育て交流広場についてお聞きしますが、その前に交流広場と支

援センターの機能の違いを説明していただけますか。 

○議長（後藤信八君） 

 毛利こども課長。 

○こども課長（毛利俊治君） 

 先ほどの町長の答えにもありましたけど、この子育て交流広場の事業につきましては、国

の子育て支援交付金事業の地域子育て支援拠点事業として事業を始めております。ここの中

で、広場型とセンター型、児童館型という３つの型の事業の実施方法がございますけど、う

ちが実施しているのは、広場型という事業で実施をしております。センター型との事業の違

いというのは、過去には常駐の方を２人置いておかなければならないというふうなところも

ありましたけれども、広場型についても、もう既に常駐を２名置くようになっておりますの

で、そこは一致しておりますけど、拠点の機能として、定期的に各地区へ出向いての支援活

動、それと、家庭訪問等の支援、この２点がセンター型は実施するようになっておりますの

で、その点は広場型と若干違うかなというふうには思っております。 

○議長（後藤信八君） 

 大山議員。 

○８番（大山勝代君） 

 私の認識は、専門的なスタッフがだれと、何々氏、何々氏が常駐しなければいけないとい

うことではありませんか。 

○議長（後藤信八君） 

 毛利こども課長。 

○こども課長（毛利俊治君） 

 ２人常駐ということで、専門員を置かなければならないというのは、たしかなかったので

はなかろうかというふうに思っております。 

 あ、済みません。開催日の日数が、済みません、違っておりました。広場型は最低３日間、

週３日間、センター型は５日間という形になっています。しかし、うちは広場型ですけど、

６日間開所しておりますので、センター型以上の開所をしております。 



- 238 - 

○議長（後藤信八君） 

 大山議員。 

○８番（大山勝代君） 

 今、お話をお聞きしていたら、今の基山の交流広場は、もうセンター型に格上げしていい

ような、そういうもういろんな量的にも質的にも高まっているのではないかと思いながら、

やはりセンターにこだわりますので、そこのところで進めていきたいと思います。 

 私はこの質問をするに当たり、佐賀市、鳥栖市、小城市、嬉野市、吉野ヶ里町、白石町の

支援センターや児童館に行ってお話を聞いてきました。小城市の三日月町や吉野ヶ里町のセ

ンターの発足に当たり、そのときに基山の交流広場を大いに参考にしましたとおっしゃった

んですよね。 

 ですから、そういう意味で、先ほども言いましたように、もう機能的にはセンター型にな

っていると思いますが、利用状況です。登録されている親子の数、入園前の子供たちの全体

の何割ぐらい、その辺の数がわかりますか。 

○議長（後藤信八君） 

 毛利こども課長。 

○こども課長（毛利俊治君） 

 子育て交流広場の事業につきましては、各種の相談事業とか交流事業、サポート事業等を

行っておりますけど、何年間ぐらい、ことしだけでいいですか。 

○議長（後藤信八君） 

 大山議員。 

○８番（大山勝代君） 

 以前よりも利用がふえているのか、下降線なのか。 

○議長（後藤信八君） 

 毛利こども課長。 

○こども課長（毛利俊治君） 

 それでは、過去５年間の実績を申し上げます。 

 平成18年度が5,947名、平成19年度が5,573名、平成20年度が5,905名、平成21年度が4,976

名、平成22年度が7,868名でございます。 

 平成21年度が4,976人で、ちょっと例年より1,000人ほど少ないんですけど、このときはち
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ょうど新型インフルエンザの流行ということで、イベント等を大分中止しましたので、その

影響だというふうに思っています。 

 以上です。 

○議長（後藤信八君） 

 大山議員。 

○８番（大山勝代君） 

 循環バスの利用者よりも多いのでびっくりしています。ただ、これは延べですからね、登

録はされているんですよね。私が行ったときに、名簿に書くだけだったんですけれども、佐

賀市なんかはきちんと登録して、もうはっきりと名札が、次のときにすぐ使えるようになっ

ているんですけど、どうですか。 

○議長（後藤信八君） 

 毛利こども課長。 

○こども課長（毛利俊治君） 

 託児の依頼とか、そういう部分のサポート事業については登録で、ぴよぴよ広場とかこっ

こ広場も事業を実施していますので、その部分は登録をされております。 

○議長（後藤信八君） 

 大山議員。 

○８番（大山勝代君） 

 そこで、先ほどの専門的なスタッフということを言いましたけれども、お母さんたちが来

られていろんな相談があると思いますが、どういう相談が多いのでしょうか。 

○議長（後藤信八君） 

 毛利こども課長。 

○こども課長（毛利俊治君） 

 子育て交流広場の指導員は全員で８名で、そのうち２名が常駐しておりますので、そこの

中で相談等もあっておりますけど、基本的に指導員はほぼ全員の利用者の方のお子さんの様

子とか保護者の様子等の状況について声かけをするようにしております。その会話を通して

相談事のようなときもありますし、また、専門的に障害のあるお子さんとか発達が気になる

ようなこともありますので、そういう場合は保健センターに設置をしておりますので、まず

最初に保護者の方が子育て交流広場に上がる前に１階で、まず保健師さんとか栄養士さんに
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相談をされてきて、その後、交流広場を利用されるような状況が多いようですというような

指導員の話を聞いております。 

 以上です。 

○議長（後藤信八君） 

 大山議員。 

○８番（大山勝代君） 

 先ほど長野県に視察に行かせてもらったと言いましたけれども、そのうちの特に子育て支

援が充実している高森町について、それとの比較でちょっとお話をしますが、専門的にコー

ディネーターがいらっしゃって、そして、保育士、保健師、それから心理カウンセラーの方

もいらっしゃって、４人で、やっぱり専門的なものを持っていらっしゃるということで、お

母さんたちも安心して相談をされやすいということがわかりました。 

 保健センターでの栄養士さん、保健婦さんというのは、やはり兼務ですから、広場に全部

がかかわるというわけではないので、やはり広場にセンターとして全責任を持ってかかわる、

そして、それが地域にも出ていって、地域のネットワークを広げる、そういう機能を持った

専門的な方がおってほしいんですよね。 

 ですけれども、さっきも何回も言いますけれども、広場の機能としてはそれなりにあると

いうことで次に行きますが、ここに佐賀のゆめ・ぽけっとのパンフレットがあります。基山

のパンフレットはこれです。それから、その高森町の子育て支援のガイドブックがこういう

形で、そしてマップがこういうふうにあります。随分金がかかっています。基山町は手作り

のよさはありますが、やはり、あら、これどこ行ったろうかねとわからんということになり

やすいと思います。少しお金をかけてつくられませんか。 

○議長（後藤信八君） 

 毛利こども課長。 

○こども課長（毛利俊治君） 

 そのことについても、多分一般質問の中で出てから、うちのほうも20年度からだったと思

うんですけど、そういう手引きの部分をつくって、利用者の方にも利用していただいており

ますけど、印刷がいいのか、カラーが確かにきれいだと思いますけど、内容等についてはほ

ぼ負けないものをつくっているんではなかろうかというふうには思っておりますので、今後

それについてもちょっと考えさせていただきたいというように思います。 
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○議長（後藤信八君） 

 大山議員。 

○８番（大山勝代君） 

 広場型、それからセンター型、もう一つありました。そこで、私はやっぱりセンター型を

望むわけですが、県内の20市町について、９市３町と先ほど町長はおっしゃいましたが、小

城市が、私、小城市に行ったときには児童センターというところにきちんとした子育て支援

センターがあったんですよね。ですから、10市だと思います。それと、３町ではなくて、あ

と２町あるのではないですか、ということで、ちょっと先に行きたいと思います。 

 初めの町長の回答で、センター方式の変更は考えていませんと言われましたが、もし変更

するとなれば、ハード面、ソフト面の充実がどんなものがあるでしょうか。 

○議長（後藤信八君） 

 毛利こども課長。 

○こども課長（毛利俊治君） 

 先ほどもちょっとお答えしたんですけど、まず最初に数ですね、９市３町とお答えしてお

りますけど、これはあくまで地域子育て支援拠点事業の広場型、センター型、児童館型の３

つの補助金をもらっている事業をしている市町でございますので、小城の場合は、あそこは

児童館と児童センター型ですので、児童センターでございますので、この補助金はもらって

おりませんので、それは省かせもらっています。それと、上峰町が昔ありましたけど、それ

は今していないということで、確認したらありませんでしたので、９市３町ということでお

答えさせていただいております。 

 今度のセンター型に変わったらどうなのかということですけど、一応基本的には、センタ

ー型は保育所等の児童福祉施設の中に置くのが基本でございますので、ちょっと意味合いが

違うかなというふうにも思っています。うちの場合は、広場型ということで保健センターに

置かせていただいておりますので、そういう設置の補助金のところをもう少し詳しく調べた

上でじゃないと、移行するにしてもちょっと検討課題かなとというふうには思っています。 

○議長（後藤信八君） 

 大山議員。 

○８番（大山勝代君） 

 今、私のこの質問はですね、今の保健センターの２階ではやっぱり手薄といいますか、充
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実していないということを前提にして質問をしています。そして、この数年で先ほど保育園

内にということをおっしゃいましたが、確かに保育園内にあちこちあります。だけれども、

このごろのセンターとしては、例えば、鳥栖はフレスポの２階、それから佐賀はエスプラッ

ツの２階、それなりの広いスペースを確保して、ワンフロアーで事務所の指導員の方がどこ

でも見通せる、そういうセンターなんですよ。 

 だから、基山からもエスプラッツのほうに行っても名札があるんですよね。それぞれの自

治体に名簿、名札が入っていますので、基山町というところで何人かの名簿があるんですけ

れども、そういうお母さんたちが基山のこういう交流広場に行くと同時に、佐賀に行ったと

きにお買い物の途中に、子供をエスプラッツに預けてなり、御夫婦で来て、お父さんが子供

を見られながら、お母さんがお買い物をされるとかですね、そういう機能を持たせた上で、

割と使い勝手のいいセンターができています。 

 だから、そういうイメージを私が持って、ソフト面、ハード面、どれぐらいの経費なりが

必要なのかというのを、できれば試算をしていただきたいなと思っています。でも、これは

ちょっと今、回答は要りません。 

 町長は、ほかの自治体の支援センターを、この周辺でいいですから、ごらんになったこと

ありますか。 

○議長（後藤信八君） 

 小森町長。 

○町長（小森純一君） 

 鳥栖のは行きました。（「鳥栖は……」と呼ぶ者あり）鳥栖、違う、支援センター、子育

て交流広場じゃない（「いや、いいです、はい」と呼ぶ者あり） 

○議長（後藤信八君） 

 大山議員。 

○８番（大山勝代君） 

 鳥栖には行かれたということでいいですね。（「はい」と呼ぶ者あり）済みません、鳥栖

は参考にならないと思います。課長はどうですか。 

○議長（後藤信八君） 

 毛利こども課長。 

○こども課長（毛利俊治君） 
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 申しわけありませんけど、ちょっとうちの分しか知りません。 

○議長（後藤信八君） 

 大山議員。 

○８番（大山勝代君） 

 先ほども言いましたように、この質問するに当たって幾つかの自治体に行って資料もいた

だいてきています。開設までの経過とか、自治体の直営なのか、社協に委託してなのか、

ＮＰＯがかかわっていらっしゃるのかとか、保育所内に設置してあるとかですね、休日、先

ほど３日なり５日なり言われましたけれども、そういうこととか、さまざまなんですよね、

それぞれの支援の中身がですね、成り立ち段階から。 

 そこで、そういう多くある状況の中で、先ほど町の段階においては３町だけとか言われた

ときに、基山はもう多額の委託料を社協に出して交流広場があるのだから、あんた、そがん

もうぜいたく言わんでよかろうがて、そういうこともあるかもしれませんけれども、先ほど

も言いましたように、町長が旗印にされている子育て支援というならば、昇格させる気はあ

りませんか。広場をですね、センター型に格上げ。 

○議長（後藤信八君） 

 小森町長。 

○町長（小森純一君） 

 今のところ考えておりませんとしか申しようがございません、はい。 

○議長（後藤信八君） 

 大山議員。 

○８番（大山勝代君） 

 考えておりませんと言われたのは、ちょっと心外です。17年にこちらができているんです

よね、そして、22年にこちらできているでしょう。そしてね、私、調べたんですよ。支援セ

ンター設置を目指しますとかね、検討しますとかというのが何カ所でも出てくるんですよ。

そして、もう５年以上たっているんですけれども、今のところ考えていないということでは

なくて、そしたら、どう検討されて、その結論に達したのですか。 

○議長（後藤信八君） 

 毛利こども課長。 

○こども課長（毛利俊治君） 
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 先ほどお答えしましたけど、平成22年度から子育て交流広場が保健センターに来まして、

ちょうどまだ１年ちょっとぐらいの経過しかたっておりません。そこの中で、利用者の方も

約2,000人ほど増加もいたしております。評判的にもいいと私は感じておりますけど、そこ

の中でやっぱり検証していきながら、その場所等もありますし、保健センターでセンター型

の方式が利用できるのか、また、定期的な各地区へ行っての支援ができるのか、また、地域

支援と、また家庭訪問ですね、各家庭訪問等もできるとかという、そういう体制づくりも重

要になってきますので、その辺までちょっと少し検討しないと、すぐさまセンター型のほう

に移行できるということはできないというふうに考えておりますので、ちょっとそこは今後

検討課題かなというふうには思っております。 

○議長（後藤信八君） 

 大山議員。 

○８番（大山勝代君） 

 私に言わせれば、言ってみれば間借りですよね、今、保健センターの２階にあるのは、と

いうふうに思います。階段を小さい子供が上がっていかにゃいかん、それはもういろんな危

なくないようなことはされていますけれども、そして、一番ネックはですね、事務所が階段

でこっち側にあって、プレイルームがこっちにある。ドアで仕切られておるし、午後に行っ

たらドアも閉まったまま、本当にそこにだれかが子供連れて来ていらっしゃるのか、そうで

ないのか、わからない状態ですよね。そして、私があちこち行って見させてもらったときに

は、やっぱり子供がそのまま天気のいい日に外で遊べる場所がありますし、それから、今も

機能が親のニーズで授乳室、託児室、そういうものもそれなりにあって、そういう意味では、

この前行かせてもらった吉野ヶ里がいいものができていました。 

 そこで、再度ですが、前向きなお答えをいただけませんか。 

○議長（後藤信八君） 

 小森町長。 

○町長（小森純一君） 

 格上げしてどうなのかという、機能的に、１年半、２年近くなるんですけれども、そうい

うことで保健センターに持ってきた、そして、保健師もおるしというようなこと、栄養士も

おるしということ、そういうことで、トータル的にそれなりの機能は、むしろ果たしておる

というふうに考えておりますので、それを本当に支援センターとして格上げなりをやって、
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果たしてどうなのかなというような、ちょっと今そういう気がしとるもんで、今のところ考

えておりませんと、さっきそういうお答えをしたということでございます。 

 ちょっとそれを勉強させてください、担当課とも。そう格上げしてどういう機能をつけて、

どうすりゃいいのかと、別にまた建物を別個に建てるというようなというのが、果たしてど

うなのかなという気はいたします。 

○議長（後藤信八君） 

 大山議員。 

○８番（大山勝代君） 

 昨年、もう8,000人近く、延べですけどね、来られたということだったら、格上げして、

まだ機能が充実すれば、それ以上に親子で来られるということは、もう確信が持てるのでは

ないかと思って、次に行かせていただきます。 

 児童館建設についてです。 

 児童館て何ねと言われる方もいらっしゃるんですよ。大まかなとらえ方を教えてください。 

○議長（後藤信八君） 

 毛利こども課長。 

○こども課長（毛利俊治君） 

 児童館の定義だと思うんですけど、児童福祉法に基づいて、児童遊園と同じく児童に健全

な遊びを与え、その健康増進し情緒豊かにしたりするための児童厚生施設ということが児童

館だというふうに考えております。 

○議長（後藤信八君） 

 大山議員。 

○８番（大山勝代君） 

 今おっしゃった最後の言葉だけとりますが、児童厚生施設ということでいくならば、基山

町は児童館は持っていないということでいいですね。 

 小城市の三日月にある児童センターに行きました。今も子育ても合併型といいますか、そ

れでいくと、ゼロ歳から18歳までの子供、幅広い子供を対象とした施設になっています。基

山町は立派な体育施設はありますが、町の人からも言われたこと何回もあります。私も知っ

ている子供たちがたむろしているとかね、先生、もうどこも集まるとこなかっちゃんね、基

山はとか、そういうことも聞きますし、小・中学生、高校生が気軽に立ち寄れる場所ですね、
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それがやはりないです。 

 私たちが子供だったころは、もう学校帰ったら、外で日が暮れるまで遊んでいました。今、

もうほとんど子供たちを見かけません。学童保育に行っている子、それから、スポーツクラ

ブに入っている子、塾に行っている子以外の子供たちは、学校から帰ってどういう過ごし方

をしていると把握されていますか。（「どっちかな、こども課長の見解でいいですか」と呼

ぶ者あり）どちらでもいいです。 

○議長（後藤信八君） 

 毛利こども課長。 

○こども課長（毛利俊治君） 

 状況等については、ちょっと把握等はしておりませんけど、学校から帰ってきてからの親

等が仕事等であっている場合は、放課後児童教室も開いておりますので、そこに来ている子

もおりますし、塾等があれば塾に行く子もおるだろうし、友だち同士で遊んでいる子もいる

んではなかろうかというふうに思っておりますので、ちょっと具体的にどこが何人ずつおる

とか、そういう把握はいたしておりません。 

○議長（後藤信八君） 

 大山議員。 

○８番（大山勝代君） 

 問題はね、さっき言った幾つかの、行く子はいいんですけれども、ひとりで孤立している

子がどう過ごしているかというのは、やはり把握すべきだと思います。 

 先ほどの回答で、子供の居場所づくり事業のことをおっしゃいましたが、もう少し詳しく

お願いします。 

○議長（後藤信八君） 

 毛利こども課長。 

○こども課長（毛利俊治君） 

 子供の居場所づくり事業については、基山町内のすべての小学生を対象として、安全・安

心な子供の居場所を設けて、地域の方々の協力を得ながら、子供たちとともにスポーツとか

文化活動、地域住民さんとの交流活動の実施を、基山町の青少年育成町民会議と協力、連携

して、ちょうど平成18年度から始めております。 

○議長（後藤信八君） 
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 大山議員。 

○８番（大山勝代君） 

 ここにもそれが書かれていました。そして、それぞれ月２回いろんな催しをされている、

これを見たときにですね、これは準備がすごい大変だなというふうに思いました。そして、

例えば、どこかいろんな情報をもらって、あの講師を絶対呼びたいとかというときに、その

講師の謝礼なんかがどうなるのかなとか、何か予算をもう少しふやしていただけたら、もっ

と充実するのではないのかなと素人、外側におって考えますが、いかがですか。 

○議長（後藤信八君） 

 毛利こども課長。 

○こども課長（毛利俊治君） 

 確かに予算があればいいとは思いますけど、やはり限られた予算でもありますので、これ

県の補助事業でもございますけど、そこの中で担当者もコーディネーターの方も２名いらっ

しゃいますので、その方と協議しながらいろんな事業を実施していくということで、今、努

力をしているような状況でございます。 

○議長（後藤信八君） 

 大山議員。 

○８番（大山勝代君） 

 そのコーディネーターの方とお話をさせていただきました。やはり予算が足りなさそうで

す、その方の言われるにはですね。そして、ちょっと先に質問をしますけれども、先ほど準

備段階とか大変なんだろうなと思いながらですが、その方たちと担当課との話し合いの場は

どこでされていますか。 

○議長（後藤信八君） 

 毛利こども課長。 

○こども課長（毛利俊治君） 

 話し合い、協議等につきましては、こども課のところでやっております。事務所内です。 

○議長（後藤信八君） 

 大山議員。 

○８番（大山勝代君） 

 それでわかりました。行っても、もう担当の５人の方がばたばたされとって、中断とか、
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いろんなことがあって、とっても気兼ねをしているんだということです。それから、例えば、

保健センターの調理室を借りるとか、体育館のどことかというときに、やはりいろんな御苦

労がありそうです。それらの悩みは、それだけに限らずに、いろんな子供たちの居場所とか、

いろんなことで話し合いの場とか、ちょっとした軽スポーツができるところとか、青年が、

子供たちが楽しむような本を並べるとか、そういうことをしてほしいなとかという、そのこ

とで、児童館があればいろんな子供たちのニーズとかお母さんたちの、そのコーディネータ

ーの方の悩みとかですね、随分解消するとは、町長、思われませんか。 

○議長（後藤信八君） 

 小森町長。 

○町長（小森純一君） 

 本当申しわけないと思うんですけれども、児童館、この近所にはどこでもあるわけですか。

どこに行ったら、その実情がわかるのかと、それ、まず、ちょっとお尋ねします。 

○議長（後藤信八君） 

 大山議員。 

○８番（大山勝代君） 

 先ほど言いましたけれども、今は小城市になっていますが、三日月町のときにできている

んですよね。三日月町というのは、基山と人口の増加ぐあいがよく似ている。佐賀市、唐津

市のベッドタウンといいますか、そういうところで、宅地造成がううっと出てきて、町長の

マニフェストといいますか、そこで児童館が必要だということでできたそうです。今も九州

各県から視察の方が見えられて、私に対応されたときは、もう立て板に水のごとくお話をさ

れました。 

 ここに基本計画をいただいてきています。そして、このパンフレットを見て、本当に中身

もいろいろ見せてもらいましたけれども、ステージがある軽スポーツができる遊戯室、それ

から多目的作業室、それから音楽スタジオ、バンドの施設があって、そこの講習を受ければ、

子供たちが自由に使える、それがガラス張りになっていますので、小さい子供がプレイルー

ムにお母さんと来たときに、廊下伝いでそこでお兄ちゃんたちのかっこいい姿を見る、そう

いうことで、町段階でできたということをここで言っておきたいと思います。 

 そして、済みません、もう最後です。 

 きょう、今回、私は２つの質問をさせていただきましたが、子育て支援センターよりも児
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童館建設のほうが検討するということで前向きな回答だったように思います。今後の課題に

させていただきますとおっしゃいましたよね。その課題にさせていただけるということを期

待してですが、先ほども言いましたように、ゼロ歳児から18歳児までの子供の育成を、もう

トータルで考えるというところに来ています。ですから、小さいところで週３日間だけとか、

子供と親が遊びにきて時間をつぶすとか、そういうことではなくて、本当に子供とその親と、

それから地域の人たちをつなぐ、そしてその人たちが皆さんが学び合える、そういうセンタ

ーをつくっていただきたい、それがもう課題としてあるのではないかと思います。 

 ですから、今後の基山町の見通しとして、統合されたこの施設建設ということになると、

私は思います。町長、少し前向きに考えてください。そして、町長も課長も三日月の児童セ

ンターにぜひ行ってほしいと思います。そこで、先ほど私が言いましたところが見られて、

今は小城市ですけれども、何回も言いますが、町段階でそれをされた、だけども、そしたら

基山はずっと人口増のときに手をこまねいて見とったのかなということではないとは、それ

はわかります。三日月はそのまま１つの小学校でマンモス、もうパンクするような学校にな

って、基山はそれが２つに分かれてという、そういう大きな両方の特徴がありますけれども、

ここに最後まとめます。 

 町民の方ともお話をしたんですけれども、町のために何かを、今、自分が持っている力を

発揮したいんだとおっしゃる方が、どうも基山町はそういう方たちをつなぐものがないと、

ぷつんぷつんと何かそれぞれがしていることが途切れているといいますか、はさみで切られ

たような状態なのではないかということを言われました。そういえば私は前回、高齢者福祉

施設の一般質問したときも、あっちこっちに施設があって統合されていませんし、まちづく

りとして今後、そういう視点を持って皆さんが全体が力をお互い出しながら、影響し合いな

がら、基山に住んでよかった、そういうまちづくりにしてほしいと思って、私の一般質問を

終わります。 

○議長（後藤信八君） 

 以上で大山勝代議員の一般質問を終わります。 

 本日は以上をもちまして延会といたします。 

～午後４時40分 延会～ 

 


