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平成26年第４回白石町議会定例会会議録 

 

 会議月日  平成26年６月11日（第３日目） 

 場  所  白石町役場議場 

 開  会  午前９時30分 

 

１．出席議員は次のとおりである。        

     １番  川 﨑 一 平      10番  秀 島 和 善 

     ２番  前 田 弘次郎      11番  井 﨑 好 信 

     ３番  溝 口   誠      12番  大 串 弘 昭 

     ４番  大 串 武 次      13番  内 野 さよ子 

     ５番  吉 岡 英 允      14番  西 山 清 則 

     ６番  片 渕   彰      15番  岩 永 英 毅 

     ７番  草 場 祥 則      16番  溝 上 良 夫 

     ８番  片 渕 栄二郎      17番  久 原 房 義 

     ９番  久 原 久 男      18番  白 武   悟 

 

２．欠席議員は次のとおりである。 

    な  し 

 

３．地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者は次のとおりである。 

   町    長  田 島 健 一    副  町  長  杉 原   忍 

   教  育  長  江 口 武 好    総 務 課 長  百 武 和 義 

   企画財政課長  片 渕 克 也    税 務 課 長  吉 原 拓 海 

   住 民 課 長  渕 上 隆 文    保健福祉課長  堤   正 久 

   長寿社会課長  片 渕 敏 久    生活環境課長  門 田 藤 信 

   水 道 課 長  荒 木 安 雄    下 水 道 課 長  赤 坂 和 俊 

   産 業 課 長  赤 坂 隆 義    農村整備課長  嶋 江 政 喜 

   建 設 課 長  岩 永 康 博    会 計 管 理 者  岩 永 信 秀 

   学校教育課長  本 山 隆 也    生涯学習課長  小 川 豊 年 

   農業委員会事務局長  一ノ瀬 美佐子 

 

４．議会事務のため出席した事務局職員は次のとおりである。 

   議会事務局長  鶴 﨑 俊 昭 

   議 事 係 長  久 原 雅 紀 

   議事係書記  片 渕 英 昭 

        

５．会議録署名議員の指名 会議録署名議員に次の２人を指名した。 

     ６番  片 渕   彰      ７番  草 場 祥 則 
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６．本日の議事日程は次のとおりである。 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 一般質問 

 

        ４．井﨑好信議員 

         １．町道建設について 

         ２．大雨時の只江川の排水について 

         ３．保育園、小・中学校の施設について 

 

        ５．内野さよ子議員 

         １．第２次白石町総合計画策定について 

         ２．原子力災害時の避難受け入れについて 

         ３．歌垣公園等にかかる整備の維持管理状況と近傍須古歌垣バラ

園について 

 

        ６．草場祥則議員 

         １．歴史的文化財等を活かしたまちづくりを 

         ２．町施設の現状と今後の展望は 

 

        ７．西山清則議員 

         １．環境整備について 

         ２．パークゴルフ場について 

         ３．特産物の鳥獣被害対策について 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

９時30分 開議 

 

○白武 悟議長 

 おはようございます。 

 これより本日の会議を開きます。 

 

日程第１ 

○白武 悟議長 

 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議規則第119条の規定により、本日の会議録署名議員として、片渕彰議員、草場

祥則議員の両名を指名いたします。 

 

日程第２ 

○白武 悟議長 
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 日程第２、これより一般質問を行います。 

 本日の通告者は４名であります。 

 通告順に従い、順次発言を許します。井﨑好信議員。 

 

○井﨑好信議員 

 皆さんおはようございます。 

 私は、大きく３点につきましてお伺いをしてまいりたいというふうに思います。 

 まず初めに、町道建設についてでございます。本町の財政の厳しい折、国庫事業補

助の社会資本交付金事業なり、あるいは地域の元気臨時交付金なり、そしてまた過疎

債あるいは地方債を活用して対応されてるようでございます。本町の町道は420キロ

というふうにお伺いをしております。そういった中で、合併後９年がたっておるわけ

でございます。この９年間のうちにどういった改良あるいは舗装がどれくらいになさ

れたのか、資料請求をしておりましたので、説明を兼ねてお願いしたいというふうに

思います。 

 

○岩永康博建設課長 

 合併後の町道の整備状況についてお答えをいたします。 

 町道の整備は、白石町総合計画、合併支援道路整備計画、過疎地域自立促進計画、

それと通学路の安全点検等の相互性を図り、交通量や危険性、老朽化を調査をしまし

て年次計画で進めております。合併後、旧町域や公共施設を結ぶ合併支援道路や、京

都府亀岡市で通学中の児童が死傷する事故が発生しまして、通学路の安全性が全国的

に求められておりまして、歩行者の安全を図る歩道の整備に重点を置き、国の補助事

業を活用して道路整備を進めてきています。 

 資料において説明をしますが、道路改良については、合併当初、合併補助金や合併

交付金で事業が伸び、平成18年度、7,098メーター、19年度、4,773メーターとなって

おります。その後、国の経済対策で、21年度については6,066メーター、22年度は

3,496メーターと、施工延長が例年より増加をしております。18年からの総延長が３

万2,448メーターで、年間平均施工延長にしますと約４キロとなります。道路維持工

事、これについては、工種がＵ字溝をはめたりとか、段差の解消とか、多岐にわたり

まして、延長の累計が非常に難しいものがありまして、事業費のベースであらわして

おります。その中で、国の経済対策等で事業を行ったとこについては、舗装を打ちか

えをしておりますので、延長を記載をしております。平成18年度、地方道路整備交付

金事業で７路線、2,067メーター、19年度、３路線、871メーター、平成25年度、地域

の元気臨時交付金事業で９路線、2,999メーターの舗装の打ちかえを行っております。 

 以上です。 

 

○井﨑好信議員 

 資料説明していただきましたけれども、資料見ておりますと、平成18年度から22年

度までぐらい集中的に建設、整備がされておるようでございます。これは、合併支援

道路、旧町境を積極的に建設をされたというふうなことで、また21年、22年度は経済
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対策というふうなことで工事をなされておりますが、総計で延長で３万2,448メータ

ーというふうなところでございます。道路維持の補修につきましては、なかなか距離

数が出ないと、いろんな工種といいますか、多岐にわたっているというふうなことで

あるかというふうに思います。それでしましても、せいぜい下の分だけでも10キロと

いたしましても、予測しましても42キロぐらいが大体８年間で整備はされてきたとい

うふうな認識、理解をするわけでございまして、こういった９年、この資料では８年

でございますが、この資料なり、あるいは今のこの現状、町道ですね、課長も見られ

るときに、こういった建設改良なり、あるいは補修のペースでいいのか、どういうふ

うに思っていらっしゃるのかお伺いをしてみたいと思います。 

 

○岩永康博建設課長 

 整備のペースがこの程度でいいのかという御質問ですけど、議員おっしゃられると

おりに、延長が約430キロあります。その中で、ちょうど佐賀県の道路課が毎年公表

をしてる道路現況表というのがあります。その中で、白石町の町道の規格改良済みの

整備率というのが90.8％、未整備率が9.2％となっております。現在、道路について、

整備済みのものも２車線したり歩道の設置をしていますので、その未整備率の消化と

いうのが単純にはできないというふうになっております。それで、未整備率を延長に

直しますと39キロの延長になりまして、単純に４キロの整備をすると10年で解消する

というふうになります。今、財政の中でも、年間、一般財源の持ち出しが１億

5,000万円道路関係ということでしておりまして、事業延長を伸ばすために極力国の

補助事業を活用して道路整備を進めていると。今現在の事業費ベースをさらに上げれ

ば、町の財政のほうも非常に厳しくなってくるものと思っております。 

 以上です。 

 

○井﨑好信議員 

 課長の答弁によりますと、整備したところは90.8％、未整備地区が9.2％というふ

うな御答弁をいただきました。その未整備部分が39キロだというふうなことでござい

ますけれども、430キロ、20キロの中で9.2％、少ないようでございますけれども、年

間に５キロ整備しても８年はかかるわけですね。私はもう少し、こういったペースで

は遅いんじゃなかろうかなというふうな考えをしてるところでございます。 

 次の２点目に入りますけれども、私が町内回っておりますと、非常に町道の傷みが

激しいわけですね、老朽化あるいは舗装の劣化というふうなことで。そしてまた、極

端に幅員が狭い、３メーター前後の幅員もあるわけでございまして、もうちょっと計

画的に建設をすべきじゃなかろうかなというふうに思いますが、その辺をお尋ねいた

したいと思います。 

 

○岩永康博建設課長 

 道路整備の計画的な整備をという御質問にお答えをいたします。 

 道路や橋梁の交通インフラについては、日本経済の高度成長期に整備をされたもの

が多くて、老朽化が現在進んでおります。国の道路整備方針では、道路を新しくつく
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るというよりも、既存の道路を適切に補修をして長く使う長寿命化へ転換をしており

ます。 

 白石町も今年度、路面正常化調査200キロ、これはわだち掘れとか舗装のクラック

の状況の調査、それと道路の附属物の点検、これは街路灯等の点検でして120基、そ

れと道路防災点検、法面１カ所を実施をしまして、27年度から国庫補助事業で工事を

計画をしております。橋梁の長寿命化事業については、一昨年までに橋長２メーター

以上の117橋の点検を終えまして、今年度５橋の補修工事を行いまして、今後毎年

5,000万円ほどの予算を計上して継続事業として取り組んでいく計画をしております。

各改良工事については、毎年、資料で示したように２キロから３キロを施工しており

ますが、その中で道路沿線の土地の買収や物件の移転が必要となりまして、地権者の

同意が必要で相続や抵当権抹消で不測の期間を要しまして、計画的に整備できないと

ころも多々出てきております。 

 財政面においては、合併10年目を迎えまして、普通交付税の一本化算定で、合併算

定がえ額が約11億円を超えると試算をしておりまして、道路工事もコスト縮減対策が

課題となっております。それで、道路整備に当たって、今までＬ型擁壁によって道路

護岸を工事をしておりますけど、これを安価な土羽構造に変更したり、そのほかに工

種や構造の工夫をしまして、ローコストな道路工事が必要であるということを考えて

おります。また、工事に当たっては、費用対効果を検証して効率的な道路整備に努め

たいと考えております。 

 以上です。 

 

○井﨑好信議員 

 既存の道路を長く使う長寿命化というふうなことで、道路ストック事業ですね、こ

れが27年度から始めるというふうなことで、200キロを点検をするというふうなこと

で、財政的にもローコストな道路をつくっていくというふうなことでございました。

今回、６月の補正でも、舗装の傷みがあるようなところを舗装の打ちかえをやるとい

うふうな路線があったようでございます。予算計上されておりますが、そういった舗

装の打ちかえをやったときに、ローコストでやったときに、どれくらいの寿命、年数

がもつのか、その辺をお伺いしたいと思います。 

 

○岩永康博建設課長 

 道路舗装の耐用年数という御質問ですけど、舗装の構造に関する技術指針と解説と

いうのがありまして、その中で舗装の設計期間というのが定められておりまして、ア

スファルト舗装で10年、コンクリート舗装で20年となっております。しかし、実際は、

道路の交通量、それと地盤の条件等で、アスファルト舗装で20年から30年は舗装の打

ちかえを実施をしない例が多くあるというふうに解説をされております。 

 それで、現在町内の道路を見ても、20年、30年たってもクラックが一つもないとい

う道路も数多くあります。設計に当たってローコストというのは、舗装を薄くすると

か、舗装構成を変えるというふうな、そういうローコストじゃなく、護岸のＬ型が、

今Ｌ型擁壁としておりますけど、あれが片方でメーター２万円、両方で４万円かかり
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ます。それを土羽構造にすれば、その分が安価にできると。そういうふうな工種の変

更なりをして取り組んでいきたいというふうに思っております。 

 

○井﨑好信議員 

 通常は10年だろうというふうなことでございました。10年ですけれども、20年ぐら

いもつところもあるというふうなことでございましたが、今、車社会でございまして、

車の増加あるいは大型化、そしてまた特に農業機械も大型化して、交通量が多いとこ

ろは傷みも激しくなってくるというふうに思います。冒頭申しましたように、白石町

は町道は430キロ近いというふうなことで、10年で計算しましても42年ですか、一回

り、一巡していくにはですね。15年で28年と、20年で21年かかるというふうなことで、

そういったことを考えていくと、道路の補修なり、改良じゃなくて補修、維持管理に

莫大な金が、費用がかかっていくというふうに思います。 

 そこで、町長にお伺いをいたしますけれども、420キロ、30キロ延長がある町道を、

今後国庫事業だけで、今まで国庫事業、ほとんど国庫事業、町単は余り持ち出しがな

いわけでございますが、国庫事業だけに頼っておいては思ったような計画的な、町民

の皆さんが安心されるような道路の改修はできていかないというふうに私は考えます。

そういったときに、ある程度の基金といいますか、基金を蓄えて、仮称道路建設維持

管理基金というふうな、そういったことも私は、国庫事業だけに頼っておってはなか

なか進んでいかない。ある程度独自の蓄えをしながら、国庫事業とあわせてやってい

くべきだと私は思いますけれども、その辺の御所見をお願いしたいと思います。 

 

○片渕克也企画財政課長 

 町長にということでございますけれども、基金に関連して私のほうからお答えをし

たいと思います。 

 道路事業に係る一般財源というか、資金の問題ですけれども、先ほど建設課長が申

しましたとおり、例年、およそ１億5,000万円をめどとして一般財源ベースでやって

るところでございます。また、今年度は道路ストック総点検事業、これも点検をしま

すというふうなことで、計画的に27年度から補修をしていきますということで建設課

長申し上げましたが、これも国庫補助事業の対象になるというふうなことで、そうい

ったものを活用しながら道路の維持補修に努めていきたいと考えております。 

 また、道路にかかわらず、これまでいろんな施設、社会資本を整備してまいりまし

たけれども、今後これらの施設が老朽化をしてきていろんな問題が出てくるというふ

うなことであります。そういうときのためにということで、公共施設整備基金なり、

そういったものを一定の確保をして対応をできるようにというふうなことで、現在取

り組んでるところでございます。 

 以上です。 

 

○田島健一町長 

 基金創設の話とか、維持管理にもっと充用していかないかんじゃないかというよう

な問いでございました。先ほど、建設課長なり企画財政課長が答弁したとおりでござ
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いまして、改良については、先ほどの資料でもわかりますように、平成21年までは路

線数も20路線ぐらい事業をやっておったわけでございますけども、22年以降は少なく

なってございます。これについても、なかなか財政上も厳しいところもございまして、

優先順位等をつけさせていただいて、やらないかんところを重点的にやっていこうと

いうことで進めているところでございます。 

 さらにまた、維持補修についても2,000万円足らずのお金でこれまでやってきてお

ります。これについても、議員御指摘のとおり、町内には維持管理が十分なされてな

いところがたくさんあるわけでございますけども、維持管理に特化した基金というの

はいかがなものか、いかがなものかじゃないですけども、むしろつくっていくという

ものに対しては基金も必要かと思いますけども、維持管理につきましてはちょっと私

は、ことし初めて創設をさせていただいておりますけども、地域住民の方と一体とな

って道を守っていただきたいということでの事業を創設をさせていただいてるところ

もございます。そういったことから、今後は、今一本化算定の話が、これから交付税

が少なくなってまいりますので、もっともっと私たちも知恵を出していかにゃいかん

かなというふうにも思ってるところでございます。 

 そういうことで、基金の創設というのは無理かもわかりませんけども、もっともっ

と私は維持管理、国の動きもそうですけども、維持管理について国庫補助がずっと拡

大していくようなお願いを積極的にしてまいりたいというふうに思ってるところでご

ざいます。 

 

○井﨑好信議員 

 企画財政課長の答弁では、公共施設維持管理基金も活用はできるというふうなこと

で認識してよろしいでしょうか。 

 

○片渕克也企画財政課長 

 公共施設維持管理じゃなくて公共施設整備基金ですね、これは当然道路予算だとか

という公共施設の整備のため、あるいは大きな、通常の維持管理ではないですけども、

打ちかえとかですね、そういった場合には取り崩して活用するということも考えられ

ると思っております。 

 以上です。 

 

○井﨑好信議員 

 わかりました。町長も答弁にありましたように、国のほうで27年度から普通交付金

が少なくなっていくというふうな状況から、そういった国庫補助をなるだけいただい

てくれるような形でこういった道路の整備を進めていただきたいというふうに思いま

す。そういったことで整備を進めることによって、地域住民の交通安全とかになって

いくものだというふうに思います。よろしくお願いいたします。 

 ２項に移らせていただきます。大雨時の只江川の排水についてでございます。 

 佐賀県地方が今月の２日から梅雨、入梅になったわけでございますが、その後雨も

降らずに空梅雨というふうな状況の中で、裏作のタマネギなり、あるいは麦の収穫も
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順調にいったというふうなことで、農家の方も大変ほっとされてるところかというふ

うに思います。 

 しかしながら、日本列島見ますと、関東地方非常に雨も多く降ったようでございま

す。きょうも何か雨が降るような予報だというふうなことをきょうも言っておりまし

た。雨は、恵みの雨でもございますけれども、いざ大雨ともなりますと牙をむいてく

るわけでございまして、浸水なり、あるいは冠水なりと大きな被害をもたらすわけで、

厄介者でもございます。 

 只江川でございますけれども、末端は御多分に漏れず、ちょっとした大雨でもすぐ

つかるというふうな状況でございます。特に、白石樋門から排水ができないような小

潮時、からまのときには、特に三日三晩でもゴルフ場でもつかるというふうな状況か

というふうに思います。そういった状況の中でポンプが稼働をいち早くされるわけで

ございますけれども、その稼働の基準というふうなのはどういうふうになっているの

かお伺いをいたします。 

 

○岩永康博建設課長 

 只江川の排水機場のポンプの稼働基準についてお答えをいたします。 

 只江川は、杵島山に源を発しまして、白石町の中央部を貫流し、有明海に注ぐ流域

面積34.7平方キロ、流路延長が9.7キロの小河川であります。平地河川であるために、

河床勾配が上流部で1700分の１、下流部で3000分の１と非常に緩やかで、さらに河口

部については有明海の潮位で河水の流下が阻害をされまして、排水ポンプによる強制

排水が不可欠となっております。 

 昭和56年３月に只江川左岸に排水機場が完成をしておりまして、7.5トンのポンプ

３台が設置をしてあります。その稼働基準については、まず１番目に、只江川の本川

水位が東京湾中等潮位、これＴＰと申しますけど、ＴＰマイナス1.0に達したときに

まず１号機を運転する。それと、本川水位がＴＰのマイナス0.9に達したときに２号

機を運転する。次に、本川水位がＴＰのマイナス0.8メーターに達したときに３号機

を運転するということで、フル運転になります。４番目に、各ポンプの給水水位が、

本川または左岸の潮遊びの潮位、それがＴＰのマイナス1.1に下がったときに３号機

から順次停止をするというふうになっております。 

 以上です。 

 

○井﨑好信議員 

 １号から３号機までがマイナスのＴＰの1.0から0.8までと、段階的に稼働をさせる

というふうな説明でございました。しかし、大雨時というのは一発で３号機まで上げ

ることも、そんな10センチ間隔で稼働をさせるんじゃなくて、どっと来たようなとき

は１号から３号まで一発で稼働されるというふうには私は理解するわけでございます

が、この稼働のタイミングですね、そういう基準だけを守ってスイッチを入れるんじ

ゃなくて、天気予報といいますか、ある程度、１号機でも例えば0.7ぐらいでも稼働、

もう降ってくるよと、雨は降りようばい、何日でも降るよというふうな状況下では、

そういう稼働のタイミングといいますか、早期に予測をしながらスイッチを入れると
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いうことを私は考えていかなならないと思います。 

 そういったときに、あそこの管理をされる方どうこうじゃございませんが、やはり

近い方、浸水をすぐ見られるといいますか、見える方、ゴルフ場の従業員さんたちが

一番目につくわけでございまして、そういった方に、予測をしながら、浸水の状況を

見ながら、こういった基準じゃなくて、基準どおりいく場合もあるでしょう、しかし

予測をするときには近くのいる方、今申しましたようにゴルフ場の方にでも稼働の委

託をされたほうが私はベターじゃなかろうかなと、いち早く予測をしながらスイッチ

を入れられるんじゃなかろうかなというふうな思いをするわけですが、その辺はいか

がでしょうか。 

 

○岩永康博建設課長 

 ポンプの稼働基準を早目にという御質問ですけど、まず最初に３号機とも同時に回

すという方法はどうかということですけど、河川水位が上がらなくては、給水槽とい

うのがあります、ポンプのですね、その中に入ってくる流量が不足すると、３台回し

てもフル稼働じゃなく、ポンプを50％なり30％として落として回すというふうに、給

水槽が低下したら吸い上げないようになります。 

 それと、今基準値がありますけど、それをもっと早目に基準値を低い水位で回せた

らということですけど、ポンプの構造で、ポンプが空気を吸うと傷みますので電極棒

というのがついております。河川水位が、１号機についてはマイナス１の水位を来ん

やったら、電極棒が作動せんで稼働ができないというふうになっております。それで、

ポンプの構造上、基準がありますので、そういうふうに臨機応変の運転はできないと

いうふうになっております。 

 地元のゴルフ場の方に運転したらということですが、今現在、民間の方、地元、近

くの方に委託をしております。それで、かなり老朽化、築32年ほどたっておりますけ

ど、それで老朽化もありますので、今機械に詳しい方に見てもらって運転をしてると

いう状況です。 

 以上で説明を終わります。 

 

○井﨑好信議員 

 なかなか早くスイッチを入れても集水がしないというふうなこと、そしてまた電極

棒が水位が下がっておったらスイッチが入らない、電極棒を少し下げればいいわけで

ございますけれども、その辺の対応も含めて、一つの私の提案としてゴルフ場、もち

ろん今の方は機械にも詳しいというふうなことでそういったことでしょうけれども、

１人で管理をされるよりも、その方ももちろんですけれども、ゴルフ場の方も入れて

何人かでしたほうがスムーズに稼働がいくんじゃなかろうかなという思いでございま

す。 

 ２点目でございますが、次に現状を、今左岸側の３基のポンプ場を利用では能力的

に限界があると。大雨時になかなか排水が思うようにきかない。それで、余力のある

ポンプ場に、右岸側にあるわけでございますが、排水をお願いできないものかお尋ね

をいたします。 
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○嶋江政喜農村整備課長 

 余力のあるポンプ場で排水をできないかという御質問でございますけど、農村整備

課で管理を行っている排水機場につきましては、農地の冠水を防止することを目的と

して設置をいたしております。一般的に申しますと、平地の水は河川に落として、河

川から海に流すというのが原則でございますけど、当町におきましては平たん地で河

川勾配もないということで、農地の水を河川に流せないと、地形的にですね。それで、

農地の水は別に農地の水を排水するためのポンプということで設置をしてあるわけで

ございます。 

 それで、冠水を未然に防ぐために排水機場の操作員さんによる早目の対応が行われ

ておりまして、ポンプ排水容量に余裕があるように見受けられますが、大雨の注意報

が出たりとかした場合に、どうしても農地の冠水を防ぐという目的で、エリア内の計

画的な排水を行うために相当な労力と時間をかけられて排水を行っていただいており

ます。受益地区以外の排水と申しますと、河川の排水ということになりますけど、こ

れを受け入れるにはポンプの排水能力と、要するに河川からの受け入れ流量の調整が

必要になってきます。それが良好に進まないと、受け入れ地の逆に浸水を招くという

ことから、受け入れ流量の調整、例えば制水門の開度調整ですね、それと制水門自体

も、河川から、堤防の堤脚水路ですけど、そこに流すような構造にはなっておりませ

ん。フラップゲートはあくまで堤脚水路から河川に流れる構造になっております。そ

れで、逆にというのはなかなか操作をしにくいというのもございます。非常に難しく

て、受け入れをして流すというのはなかなか難しいのではないかなと、目的にもそぐ

わないのではないかなということで思っております。 

 

○井﨑好信議員 

 非常にポンプ場の、原則的には農地の水を流すポンプだと、排水をするポンプだと

いうふうなことでございますが、現実としては、あそこに何回となく行ってみまして

も、只江川は圧迫しよるときにこっちはからっとしておると。段差は１メーター50ぐ

らいあるわけですね。ちょっとこっちさん流されんやろうかなというふうな思いから

の質問でございますが、当初から排水じゃなくて、お願いじゃなくて、ある程度水が

引いた状態、上からも降りよらん、今後雨の予測もないときに、そういった状況の中

では少し新明のほうにお願いできませんでしょうかというふうなことでございますが、

それはあくまで相談でございまして、門扉がなかなか開閉しにくいと、逆の方向だか

らというふうなことで、何もされんわけじゃなかって私は思いますけれども。圧もも

ちろんありますが、開からないわけじゃないと私は理解しております。そういうふう

なことが、それは地元の方々との話し合いの上でしていくもの、感情的になってはな

らないような形でするべきだと思いますが、最悪の場合はそういったことも考えてい

かなくてはならないと私は常々思っておりました。今までが何回もそういったことが

ございますので、再度その辺御相談できないものか、お願いいたします。 

 

○嶋江政喜農村整備課長 
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 河川の排水でございますけど、基本的には目的が違うということで受け入れは難し

いということで答弁をさせていただきましたけど、緊急時ですね、議員おっしゃるよ

うに緊急時、例えば只江川のポンプ場が故障したりとかした場合に、過去の例を見ま

すと、２回程度は強制的に制水門を開けまして流した経緯はございます。そのときは

大雨で農地もかなりつかる状況、ぎりぎりぐらいの状況でございましたけど、そのと

きは地元の排水委員さんに相談をいたしまして、こうやって只江川のポンプ場が故障

中だから何とかできないかということで相談いたしまして、排水委員さんの了承を得

て操作員さんに排水をお願いしたりという経緯はございます。ただし、これを恒常的

にするというのはいかがなものかなと私は思っております。 

 以上です。 

 

○井﨑好信議員 

 以前にはそういったことも経緯があるというふうなことでございますので、緊急的

な場合でよろしゅうございますので、そういったことも今後、制約のある中ではござ

いますけれども、町としてもその辺の御尽力をよろしくお願いしたいというふうに思

います。 

 それでは、３項に移らせていただきます。初めに、保育園、小・中学校の施設につ

いてでございまして、１点目のエアコンの状況につきましては、きのう前日に溝口議

員なり、あるいは秀島議員のほうより質問ございまして、重複をしておりますけれど

も、私なりの視点からお伺いをしてまいりたいと思います。 

 エアコンの設置状況につきまして、資料要求をしておりましたので、説明方をよろ

しくお願いしたいと思います。 

 

○堤 正久保健福祉課長 

 それでは、保育園の設置状況についての資料の御説明をさせていただきます。 

 福富保育園、保育室のみ御説明をさせていただきますけども、11保育室でございま

す。全て設置をいたしております。私立保育園の須古保育園が３保育室ということで、

現在、保育室のうち４部屋取りつけがされていないと。六角保育園については、10保

育室全て設置をいたしております。あかり保育園が８保育室、福田保育園が６保育室、

有明ふたば保育園が７保育室、有明わかば保育園が５保育室、有明みのり保育園が４

保育室でございます。須古保育園につきましては、本年度工事をいたしまして、全保

育室設置をする計画になっております。現在、仮設園舎が建っておりますけども、こ

こについても全保育室エアコンを設置をしているということでございます。 

 以上でございます。 

 

○本山隆也学校教育課長 

 井﨑議員要求資料の白石町内小・中学校エアコン設置状況をごらんいただきたいと

思います。ごらんのとおり、前回の質問で申し上げました普通教室、特別教室、管理

室ということで区分けしております。下の段のほうに特別教室とはということで、理

科室、生活室、音楽室等がそのように申します。また、管理室につきましては、校長
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室、職員室等ということで御了解をお願いしたいと思います。特別室、管理室につき

ましては、お示ししておりますとおり、小・中学校幾つかの教室にエアコン設置がご

ざいます。特別室で46、管理室で合計55程度のエアコン設置状況でありますが、普通

教室につきましては、現在、白石町内小・中学校、エアコンは設置していない状況で

あります。 

 以上であります。 

 

○井﨑好信議員 

 資料では、保育園ではほとんどが設置済みというふうなところで、須古保育園が今

年度中に設置をするというふうなこと、やはり子供たちの健康、こういった温暖化、

高温に熱中症対策といいますか、そういう子供たちの健康を考えてのこういった設置

状況かというふうに思います。 

 一方、小・中学校ではゼロと。特別室を除いては普通教室はゼロというふうな状況

かと思います。小学校、中学校におきましても、クラスが、私きのう調べましたが、

97学級あるわけでございます。特別支援のクラスも23クラス含めまして97学級。これ

を本当に設置するとなれば、30万円かかりましても3,000万円ですかね、の多額の費

用がかかるわけでございます。 

 しかしながら、きのうの答弁でも、町内でも半数以上が設置あるいは計画をなされ

てるという状況の中で、町長も将来的には考えているというふうな答弁をされており

ましたが、私は、他町もしていく中で、将来的にはじゃなくて近々、来年度ぐらいか

ら、一遍にはでけんことだろうというふうに思いますが、だんだんと、熱がこもる下

のほうが、下のほうが小学校では低学年の方が入っていると思いますので、下のほう

からずっと上のほうに段階的に設置すべきだというふうに思いますが、こういう県下

の状況、私たちもクーラーの導入の、私たちの家にですね、導入するときも、私記憶

ございますが、40年ぐらい前やったと思います。三種時代といいまして、車あるいは

カラーテレビ、クーラーというふうなことで推進に来られて、おやじも、周りもそが

ん入っとんなら入れんばなんたいのと、わらぶき家ではございましたが、入れんばい

かんのというおやじの決断でそのときは入れた経緯がございます。周りがそがんなっ

てきて、他市町村でもなってきたならば、本町もそこには入れていかないかんという

のは、そういう格差といいますかね、よその学校、市町では快適なところで教育受け

ているのに、うちだけなしやろかいというふうなことにもなりますし、当然これは補

助事業、先ほど道路のことも一緒ですけれども、補助事業が何かあればいいと思いま

す。 

 財政課長は、昨年度、白石中学校にＬＥＤを全部改修をされて、あれは2,700万円

でしたか、地域の元気臨時交付金やったですかね、あれで改修をされました。私は、

クーラーばしたらよかったかなと今ほんなこて思いよるばってんが、あの交付金がク

ーラーにもできるものか、あるいはもう少し幅を広げてといいますか、国の事業に乗

せた何か交付金があるのかお伺いをいたしたいと思います。 

 

○片渕克也企画財政課長 
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 きのうの答弁でも担当課長が申し上げたと思いますけれども、基地の施設近辺につ

いては、騒音とか、あるいは飛行場とか、そういったところにはそういった補助の制

度がございますけれども、当町についてはそういった補助の対象になるというふうな

地域ではないかというふうに承知してるところです。 

 昨年という話が出ましたけれども、ざっとの概算でございますが、学童保育室にエ

アコンを設置しまして、これは簡単な設置工事だけでございますが、１教室当たり約

100万円、これに電源、電源ももとから恐らくかえないと、今の仕様ではとても対応

できないというようなことでございますので、総額、全校と考えますと２億円程度の

財源が必要なのかな、単独事業としてですね、必要なのかなということで考えてると

ころでございます。 

 以上でございます。 

 

○井﨑好信議員 

 今、２億円というふうな話が出ました。100クラスあって200万円１教室にかかると

いうような計算だろうと思いますが、私は単純に、ちょっと大型のクーラーといいま

すか、家庭では10畳ぐらいで15万円ぐらいで、教室になりますと50畳ぐらいはあるか

なというふうなことで、30万円ぐらいででけやせんやろうかな、単純に計算して30万

円というふうな数字を出しましたが、ちょっとびっくりするような金額でございます

けれども、しかしこれは段階的に、一遍に入れることじゃなくて、それは補助事業に

乗せられないならばもちろんのことでございますが、段階的な形で下からでもという

ふうなことで、将来的じゃなくてもうちょっと先、もう少し早い段階で設置に向けて

努力されていきたいと思いますが、クーラーといいますか、扇風機を含めてでござい

ますが、こういう暑さ対策にはいろいろ考えが、父兄さんたちも保護者の方も考えが

あられるかと思います。我々は、よそもしたなら早う設置をしたほうがいいんじゃな

いかというふうな考えを持っておりますが、保護者の皆さんたちがどういった考えを

お持ちなのか。いや、子供たちは、うちでは温ささせられんばってん、学校では我慢

強く温ささせてでも勉強させてもよかですよというような考えの方もあるかと思いま

す。 

 そういった中で、教育長にお尋ねをいたしますが、設置ということありきじゃなく

て、暑さ対策というふうなことから、扇風機を含めてクーラー、エアコンの設置をど

ういうふうな考え方があるのか。ＰＴＡあるいは教育委員会と一緒になった、そうい

う対策委員会といいますか、そういったことも、既存の何か委員会があれば、そこに

提案をして、そういったところが協議をして設置をするかしないかというふうなこと

も一つの方法かなと思いますが、その辺いかがでしょうか。 

 

○江口武好教育長 

 きのうからも溝口議員、秀島議員、御両名からの御質問ございました。そしてきょ

う、３名の方の御質問があるということは非常に重いものだなと、そういうふうにま

ずは捉えております。 

 例えば、保護者の方に学校のエアコンはどうでしょうかという聞き方をすれば、そ
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れは、どうぞ、ぜひお願いしますという答えが出てくるかと思います。ただ、今の現

状で学校等の、エアコンに限っての聞き取りをしたわけではございませんけど、その

面につきましては、ぜひエアコンを云々というふうな声は私のほう、教育委員会には

届いていないというふうなところです。ただ、一部扇風機を設置した学校もございま

すけど、そこではやっぱりあれば違うんだと、体感的にも違うんだというふうな、そ

の辺の子供たちの声あるいは教職員の声は届いております。 

 それで、空調設備、これは主に、空調というのは暖房も含めてのことでしょうけど、

冷房ということの暑さ対策という意味で限定してのことだと思います。先ほど、町内

の学校では普通教室はまだゼロ％でございます。特別教室というのが、子供たちも利

用するところでございます。それから、管理云々という、管理室というのは教職員の

執務室という捉え方をしております。ですから、特別教室には、例えばパソコン教室

というのは、パソコンにはごみも風も湿気もだめだというふうなことで、昔からエア

コンを入れてあったわけですけど、そのあたりは子供たちは、普通教室にはなくても、

当然そういった教室には学習のときには必要に応じて入って恩恵に浴してるというふ

うなことになるわけです。 

 先ほどの御質問ございましたけど、町内の教育施設としての空調、そのあたりの話

し合い云々というふうなことでございましたけど、これは毎年、白石町内では11校

12名の事務職員を中心として学校事務共同実施の協議会を立ち上げております。これ

には当然教育委員会も絡んでくるわけですけど、そこで学校めぐりをしたりします。

そういうときに、その辺の話題がどうなのかということを協議する場なのかなと。そ

れから、学校訪問を、きのう申しましたけど、いよいよ６月から２校始まります。そ

ういうときに、子供たちの学習状況がどうなのか、あるいは扇風機を使って学習して

る学校もあります。それから、ないところもあります。朝、それから体感でどうなの

か、そのあたりも含めて、いろんな形で子供たちの学習状況がどうなのかなというの

を把握していく必要があるのかなと思っております。 

 ただ、いずれにしましても、先ほど企画財政課長からもございましたけど、結構な、

これは電力源も必要となりますので、かなりの金額になります。だから、財政的なバ

ックアップというのか、そういうのがどうなのかというのもございますけど、今は学

校では、きのうも申しましたけど、学年、発達段階に合わせて、保育園、幼稚園では

確かにエアコンの中で生活してますけど、いつどこで子供たちを鍛えるのか。これは、

朝の家を出て登校するときはエアコンがありません。そして生活をして学校で部活を

するときもエアコンはございません。そして帰ります。帰るときもエアコンはござい

ません。だから、そういう中で、大きな中で、そして子供の全部の生活を考えて、そ

して学校での教科学習のときにどうなのかという、そういうふうに捉えて今後考えて

いきたいなと思っております。 

 以上です。 

 

○井﨑好信議員 

 非常に財政面で厳しい中でございますけれども、周りの市町がそういった状況下の

中でもございますので、子供たちが快適な学習環境になりますように、今後前向きに



- 15 - 

検討をお願いしたいと思います。 

 それでは、２点目に移らせていただきます。トイレの水洗、洋式化の整備状況につ

いてお尋ねをいたします。 

 資料要求をしておりましたけれども、説明は時間がございませんのでよろしゅうご

ざいます。見ておりますと、ここも保育園は100％近くもあるし、80％台、平均しま

しても80％以上に洋式トイレの整備がなっているというところかというふうに思いま

す。一方、小学校、中学校におきましては平均の31％というふうなところでございま

すが、トイレに１つずつは必ずあるというふうな状況下ではないでしょうか。一方、

水洗化におきましてもほとんどが水洗と。農業集落排水なり、あるいは浄化槽で対応

されて、水洗で、非常にきれいなトイレになっているというふうなことがうかがえる

わけでございます。 

 保育園はいいとしましても、小学校、中学校はまだ31％というふうなことでござい

ます。佐賀県が、ユニバーサルデザインといいまして、トイレの洋式化につきまして

は公共施設なり、あるいは飲食店で補助をやってるわけでございまして、昨年の11月

からでしたか、非常に好評だというふうなことで、ことしは２億5,000万円というよ

うな予算がついたというふうに聞いております。本町ではどういう申請状況といいま

すか、わかれば、担当課長に御答弁をお願いしたいと思います。 

 

○堤 正久保健福祉課長 

 まず、ＵＤ化ということで、トイレの洋式化の補助が県単独で始まっております。

申請状況ということでございまして、公共施設については保健福祉課が窓口になって

申請を行うようにしております。これについては、現在のところ、西小学校のトイレ

を洋式化するものを、まだ申請までは行っておりませんけども、申請をしたいなとい

うふうに思っております。それから、社会福祉施設とか自治公民館については生涯学

習課のほうで取りまとめて申請をしていくということになっておりますけども、そこ

の件数については私どもでは把握いたしておりません。それから、飲食店、物販施設、

宿泊施設などへの洋式化への補助ということで、県の杵藤保健福祉事務所が窓口にな

って申請を受け付けられております。平成25年度の実績といたしまして３件、平成

26年度が、本年度が４月から５月の実績ですけども、７件が申請をされているという

ことで把握をいたしているところでございます。 

 以上でございます。（「簡単に、簡単に」と呼ぶ者あり） 

 

○小川豊年生涯学習課長 

 自治公民館関係が生涯学習課の担当でございます。本年度の予算で自治公民館のト

イレの洋式化を16公民館の分を申請を受け付けまして、今県のほうに進達をしており

ます。交付決定が来次第、着工してもらうということになっております。それと、そ

れ以後にまだ申し込みしたいというような公民館から申し出があっておりますので、

その分については５月の末で対応するのか、それとも27年度事業で対応するのか、県

と話し合いをしているところでございます。 

 以上です。 
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○井﨑好信議員 

 それぞれの自治公民館なりが申請をされてるというふうなことでございます。これ

も、学校も対象になるというふうなことでございます。整備状況を見ておりますと、

小・中学校低いわけでございますが、私、いつか新聞やったか、雑誌で見ましたけれ

ども、今子供たちの各家庭も文化生活になって水洗になりまして、洋式化が進んで、

本町でも水洗化率も50％近くなってると思いますが、そういう洋式化の中で、学校で

洋式じゃないと用を足せないといいますか、そういったことで健康上といいますか、

便秘になるとか、健康上にも問題があるというふうなことを伺いました。今後、私は

100％じゃなくていいと思います。半分ぐらいは、好き嫌いといいますか、家が和式

やったら和式でも構わないという方もいらっしゃると思いますので、私は半分近い洋

式化を今後されていくものだと、していただきたいというふうにお願いして、子供た

ちの健康のため、あるいは快適な学校生活を送る上でも、そういったことを柔軟に対

応していただきたいというふうに思います。 

 ちょっと時間が足りませんでしたけれども、これで私の一般質問を終わらせていた

だきます。 

 

○白武 悟議長 

 これで井﨑好信議員の一般質問を終わります。 

 暫時休憩いたします。 

10時32分 休憩 

10時45分 再開 

○白武 悟議長 

 会議を再開します。 

 次の通告者の発言を許します。内野さよ子議員。 

 

○内野さよ子議員 

 本日２人目ということで、身近な問題を３点取り上げてますので、最後までよろし

くお願いします。 

 けさ、ラジオの中で、麦秋の、佐賀県の麦の平野のすばらしさのことを伝えていま

した。白石平野でも昨日で麦刈りが終わったということでありましたけれども、町長

は麦の風景を歌垣山の上から見たことがありますか。副町長、ありますか。（「歌垣

の上からはございません」と呼ぶ者あり）歌垣山から見ると、とてもすばらしく、黄

金色に光るような風景があります。今度ぜひ、６月初めに見ていったらもっと感動が

あるんじゃないかなと、そういう気持ちを持って見るといいんじゃないかなというふ

うに思っています。 

 昨日来、総合計画のこととか、そういうふうなものがあっています。溝口議員の質

問では、こういうふうにすれば白石平野も楽しくなるのではないかというようなこと

を話されまして、町長に檄を、檄といいますか、他町に負けんごと頑張ってください

というふうなエールもありましたけれども、財政のことを考えると、白石町の総合計
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画についてはこれからちょっと厳しくなるのかなということも思い、今回質問をして

います。第２次の白石町総合計画の策定についてということで、今年度は合併以後、

第２次の白石町の総合計画の策定が行われます。人口減少の社会を迎えて、新聞等で

も報道されてありますが、基本構想、総合計画もどんどん変化しているのではないか

なというふうに思っています。そういった社会構造の変化の中で、計画の策定は今後

どのように留意をしていったらいいのかということで質問をしています。 

 日本は人口減少を迎えています。そういった中で、先日は消滅可能都市ということ

で白石町も入っていましたけれども、ショッキングな出来事もありました。しかし、

それを覆すような政策的な実現に向けて進めばよいというふうなことも思ったところ

でした。 

 人口減少については、全国どこの市町村も直面している課題であり、テーマでもあ

ります。行政だけでは解決できないような問題も多くなっています。私たち白石町は

合併後10年目になりまして、人口は約3,000人減少していると言われています。５月

26日の新聞には慢性疾患という言葉が書いてありました。慢性疾患は特効薬がない、

今この世の中になって非常に難しい時期に来ているというような表記の記事がありま

した。既に、人口減少社会という意味では、白石町も合併後、人口が3,000人減少し

ている中でいろんな施策をつくってこられまして、そういうものには直面している町

の一つでもあります。きのうもありましたが、子育て支援策、学童保育の充実等々、

いろいろしてあります。そういうふうなことを思えば、経験をしている中で、さらに

こういうふうにすればいいというふうなことも目についてくるんじゃないかなという

ふうに思っています。 

 本年の１月の臨時議会において、組織機構の改革等に関する提案がなされました。

今後の白石町の人口の動向や行政需要を見据えながら、町民サービスの低下を招かな

いように、簡素で効率的な組織機構、行政のスリム化を目標に行政運営を進めて、ず

っとこれまでもきたけれども、これからも進んでいきたいというような説明を受けま

した。その中で、総合計画の推進をするとか、町長の政策の推進を行うために庁議の

設置をするというようなこととか、あるいは町民にわかりやすい組織づくりをする、

これは機構改革だと思いますが、４点目に危機管理の体制の充実というふうなことが

上げられていました。今回、総合計画などの策定に向けて財政課と企画課が一緒にな

りましたけれども、私はそのメリットは大きいのではないかなというふうに思ってい

ます。財政課長は、今回財政課と企画課と一緒ということで、もう３カ月になりまし

た。どうでしょうか、３カ月目になり、今の感想は。やりやすくなったと思われるか

どうか、その辺をお願いします。 

 

○片渕克也企画財政課長 

 ４月から企画財政課長ということで拝命をいたしております。今までは財政課とい

うことで、どちらかといえば表に出ないでじっくりと計算機と向かい合うとか、そう

いった内容でございましたが、企画課とあわせることになりまして、外郭団体とか、

まず婚活だとか、男女共同参画とか、いろんな面も入ってきております。また、大き

なところで総合計画の策定という大きなテーマもございます。やりやすくなった半面、
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体が２つ要るかなというふうなときもございます。そういったところでございます。 

 

○内野さよ子議員 

 倍になってるので、もっともな御意見かなと思います。でも、裏の財政の仕事とお

っしゃいましたが、そういうふうなものを含めて、表の見ていない部分も見られて総

合的にされるという面では非常にメリットが大きいのかなというふうに思って見てい

るところです。そういった中で、今後社会構造の変化の中で、総合計画の策定はどの

ようなことに留意し、考えていくのかということで、まず１点目にお伺いをしていま

す。お願いします。 

 

○片渕克也企画財政課長 

 それでは、総合計画の留意点というか、今考えてるところについて申し上げたいと

思います。 

 現行の総合計画につきましては、平成18年度から今年度までの９年間の計画期間で

ございました。今年度、最終年ということで、次期の総合計画、第２次白石町総合計

画の策定を進めているところでございます。まず、５月７日に、副町長をトップとし

て役場職員で構成する白石町総合計画策定委員会の第１回会合を開催しております。

これを受けまして、５月20日には、町内の各種の団体の代表者や公募の委員さんから

成る24人のメンバーで総合計画審議会ということで、第１回の会合を開催しておりま

す。この会合につきましては、会議の進め方なり今後のスケジュールなり、そういっ

たところを説明したところでございます。 

 そこで申し上げました基本的な考え方でございます。まず第１点としまして、現行

の総合計画をベースとして、社会情勢及びその後の法制度の変化に対応するというの

を基本としたいというふうなことを申し上げております。２番目に、現行総合計画の

検証を行い、達成できなかった部分への適切な対応をとりたいというふうなことで申

し上げております。３番目に、しゃべりづらいいろんな御質問あっておりますが、少

子・高齢化、人口減少に応じた将来持続可能なまちづくりを進めるというふうなこと

を考えていきたいというふうに考えております。４番目に、町民にわかりやすいもの

とすると。もっと易しい言葉を使って、簡易な文章づくりを努めるというふうなこと

で留意していきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

 

○内野さよ子議員 

 第１回目の報告等を先日受けましたけれども、白石町が計画の土台をつくって、そ

して審議会に出すのではなくて、町民の皆さんの御意見とかもたくさん取り入れなが

らやっていこうというような姿勢というふうなことを、いろんなことを含めながらそ

ういうふうなことを伺い、安心したところでした。そのほかに、先日は町長のマニフ

ェストとか、あるいはそういうふうなものも含めて４年間に前期、後期というふうな

ことの分け方とか、今回またいろいろ取り入れてあることも伺って、今伺ったことも

含めて、それが実現すれば大変いいものができるのかなというふうに思っているとこ
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ろです。 

 ただ、ここには財政と、先ほど３点目に人口減少というふうな言葉をおっしゃいま

したけれども、その中に財政というのが大きく出てくるのかなというふうに思ってい

ます。平成23年度の後期基本計画によりますと、人口の26年度の目標を２万5,000人

というふうにしてありました。今年４月の時点では２万5,000人を超えておりました

けれども、５月の町報によりますと２万4,984人ということで、もう既に26年度の当

初から２万5,000人を切っている状況です。これを見ますと、もう既に人口減少が早

く進んでいるのかなというふうに思っているところです。 

 そういうふうなことで、２点目に財政のこととかをいろいろ含めながら質問をして

いますので、留意点についてはこれくらいですけれども、立てるときに基本の土台を

町の職員の皆さん方とかで立てられると思います。そういった中で、私はいろんなこ

とが、お金がないからできない、これについては非常に申しわけないけどもできない

というふうなことがこれからたくさん出てくると思います。それには、先ほどの井﨑

議員に出てきたように基金の繰り入れとか、いろんなことをしながらされていくと思

いますが、今本当大事なときですので、お金が潤沢にあるときはいいですが、私たち

もそうですけれども、説明を受けるときに町民の皆さん方にも丁寧な説明をするとい

うことが大切かなと思います。お金が上り調子のときではなくて下り坂のときには、

そういうふうなことを基本にやっていただくということが大切だと思っています。 

 それからあと、いろんな情報を取り入れながら、基本の計画を立てるときに、機構

改革のときに説明がありましたけれども、よその市町村を見ながら、よその町村の動

向を見ながらとか、８団体をお手本というか、そういうふうなものを比べたような形

で基本構想を立てたということがありましたが、そういうふうなことも含めながら、

今本当にエアコンが必要なのかとか、そういうふうなこともいろいろ、自分の町だけ

ではなくて、ぱっと、よそから見た感じですね。私もよく思いますが、ぱっと違うと

ころに行くと違う光景が浮かんできます。そういうふうなことで、中にいる職員の皆

さん方も、自分たちの前期の基本構想、基本計画をそのままそっくりするのではなく

て、大きな目で見ながら、基本構想を捉えながらしていただきたいなということを再

度お願いをしたいと思います。 

 町長、３月議会のときにも基本計画の立て方等について質問をしていましたが、も

う一度その点について、今後の立て方とか、こういうふうな思いがあるよということ

をお願いします。 

 

○田島健一町長 

 総合計画を今年度から策定をいたすわけでございますけども、先ほど既に役場内部

の策定委員会を立ち上げて、それは審議会にお諮りするというか、提案するものを庁

内の担当者でつくって委員会にお諮りをしていく。もちろん、委員会の中でいろいろ

御議論をいただいたり、修正等々をしていくわけでございますけども、私は計画策定

に当たっては、町民の皆さんたちとともにつくったというものを仕上げていきたいと

いうふうに思ってるところでございます。そういったことから、これまでもいろんな

ところで、町長と語る会であるとか、これまでの陳情、要望とか、いろんなものがご
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ざいます。そういったものを中に入れ込みながら総合計画をつくっていくということ

で、夢というか、夢に向かっていかないかんわけですけれども、実現不可能なやつで

もいかんやろうし、かといって余りかけ離れたものもいけないでしょうし、そこら辺

は審議会の中でもいろいろ議論をしていただきたいというふうに思ってるところでご

ざいます。 

 そういうことで、今議員からもお話しありましたように、お金のことを、余り先に

財政がどうのこうのというのは置いておかないかんと私は思います。それは、私は昨

年町長にならせていただいてからも、厳しい財政状況というのはわかっておりました

ので、職員の方にも外向けにもお願いをしてるんですけども、頭を使ったり、体を使

ったりして、よりよい白石町をつくっていきたいということを言ってまいりました。

それを総合計画の中でも、お金は、裏づけというのははっきりないかもわかりません

けども、総合計画は総合計画としてつくっていかにゃいかんじゃないのかなというふ

うに私は認識をしてるところでありますし、これからもそういうことを策定委員会な

り審議会の中でも言っていきたいなというふうに思ってるところでございます。 

 以上でございます。 

 

○内野さよ子議員 

 そのとおりだと思います。お金のことを考える余りに、先ほども言ったように、こ

れはちょっとできないからとか、いろんな表現が出てくると思いますが、それはそれ

として、それも一番大事なことですけれども、考え方としては、できないことをいか

にしてできるのかとか、頭を使いながら、ぜひそういうふうな方向に行けばいいなと

いうふうに思います。よろしくお願いしたいと思います。 

 ２点目に移りますが、総合計画は財政計画の制約を受けるため、人口が減少すれば、

今後難しい行政運営となる。このため、総合計画と財政計画と行政改革の一体的な取

り組みがさらに重要となっていく。町の人口の変化とか、予算規模とか、今後の地方

交付税等もどういうふうになっていくのか。考え方としては、それを置いておいて、

財政的には本当に厳しくなるという内訳を、資料の請求をしていましたので、お願い

します。 

 

○片渕克也企画財政課長 

 内野さよ子議員の資料請求に基づく資料の内容といいますか、御説明をさせていた

だきます。 

 まず、財政計画、26年から30年度としております。最初に申し上げておきたいと思

いますけども、財政計画と申しますのは、何かの事業の計画で、その計画を達成する

というふうなところではございません、そういう面もありますけれども。主には、今

の制度でいけば５年後にはこういう形になるから、どういうふうな有効な資金の使い

方をしようかという、そういう前提ですね、そういった考え方でつくったところでご

ざいます。 

 昨年の11月に財政計画のヒアリングという、向こう５年間のヒアリングを実施いた

しております。この中には、もちろん現行の総合計画の中で積み残した部分、あるい
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は継続的に実施していく部分、または、これはあくまでも内輪の資料として取りまと

めたものでございますので、次期総合計画にこれは盛り込んでいかなければいけない

だろうというふうな、そういう判断に基づくような事業、こういったものも向こう５

年間というふうなことで盛り込んでおります。それぞれの事業の内容をヒアリングし

て、確認して、それを積み上げたものをここに計上しているところでございます。 

 それぞれの年度の金額については、ここに記載してるとおりでございます。この向

こう５年間の特徴といいますか、特色としましては、まず右欄に書いておりますが、

合併算定替による地方交付税の逓減というふうなことで、平成27年度から１割、３割、

５割、７割、９割というふうに削減をされて、32年度には０というふうなことになっ

ております。一応、そういう算定式をもとに地方交付税の額は計上をしてございます。 

 次に、特記事項として下に掲げております。これは、まだ農林水産省のほうと正式

というか、決定ではないと思いますが、考え方としては、筑後川下流土地改良事業の

負担金の償還、これは来年度、平成27年度に平野事業ですね、直送部分について一括

の繰上償還をしたいと。その財源としては、地方債を借りかえて利率の安いもので一

括償還をしたい。29年に、筑水の一般事業分ですね、これが完了すると一応見込みま

して、ここにこの金額を計上して想定をしてるところでございます。地方債について

は、それぞれ26、27、28ということで、過疎債を対象に、臨時財政対策債は４億

5,000万円程度というふうな予測でしておりますが、それぞれの事業に見合う部分の

過疎対策事業債をここに数字で計上している額を上げております。 

 また、今現在総合計画進行中でございますけれども、今年度中に新町まちづくり計

画、これも見直しをする必要があるのかなと。過疎債一本で頼っていくよりも、合併

特例債ですね、こちらのほうも活用して、両方の優位性を考えながら対応していく方

法も残しておくべきじゃないかということで、新町まちづくり計画の延長といいます

か、これを考えているところでございます。こういったところ、新町まちづくり計画

についてはまだこの計画には反映させておりませんが、ここには過疎債というふうな

ことで計画に反映させております。 

 こういった条件をそれぞれ入れまして、先ほど来申したとおり、各課からの事業の

要望額を入れて、そして人件費ですね、人件費も将来定数削減の計画に基づいて、人

件費が減少していくものとしてここに計上しております。詳細等については、それぞ

れ現行の地方債の償還額あるいは新たに借り入れる分の償還額というふうに、ずっと

ローリング、回転をさせていきまして見込まれる額を計上しているところでございま

す。これによりますと、これは当初予算の策定前に推計をしたものでございます、本

年度が５億3,800万円の収支不足と。次年度が、ちょうど３番の収支、１マイナス２

って書いてあるところでございます。次年度は22億1,800万円の収支不足というふう

なことで、ずっとそのように上げております。５年間の累計でいきますと、67億

4,900万円の収支不足というふうなことになっております。 

 これを補填するためには、まずその下の段でございます、枠配分予算による配分減、

これは申しわけないけど、皆さん節約してくださいという部分です。それから、予算

配分外の事業の削減、これは主には単独事業等について圧縮してくれというふうな要

望をしていくというわけです。その下が基金からの繰り入れ、それからあとは地方債
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というふうなことで、それぞれ不足分をどのようにして補うかというふうなことで、

ここに見込みを上げているというふうな計画になっております。それぞれの年度年度

については、それぞれ補助事業等も見込んで入れておりますので、毎年度かなり大き

くなったり小さくなったりというふうな推移はあるかと思います。 

 以上でございます。 

 

○内野さよ子議員 

 27年度、来年から、段階的に１年目から、合併特例債の金額ですが、１年ごとに

10％、30％、50％、70％、90％と、段階的に減っていくということでありまして、先

ほども建設課長も言ってらっしゃいましたが、10億円から11億円ぐらいの差が出てく

るのかなということを思いました。それで、今の説明で、歳入から歳出を見た場合に、

大変年度年度で不足が出ています。その収支の不足というのを、今回ここに書いてあ

るように基金の繰り入れとか起債とか、そういうふうなもので補ってある資料のよう

に思って見ていました。 

 それで、先ほど井﨑議員のほうからも言われておりましたが、基金をつくったらど

うかとか、いろんなことを言われてました。この基金の繰り入れについても、１年目

が１億9,300万円ですかね。最終的には、これを今足してみましたところ、21億円、

繰入金でもなっています。21億円の繰入金といいますと、24年度の基金の総合計をき

のう調べてみました。いろんな基金がありまして、19種類の基金がありました。それ

をみんな足しますと78億円の基金がありましたけれども、それから５年後に21億円の

基金を使うということで、大変な額が、基金がなくなっていきます。基金というのは、

ずっと積み増しをされていて、１年間に５億円とか10億円とか２億円とか、ずっと足

されて78億円になりましたけれども、あっという間にこういう基金がなくなったりす

るところです。そういうふうなものとか、例えばそれから起債にしましても、起債の

金額も大変、２億1,000万円とか、ずっと年度ごとに書いてあるわけです。そういう

ふうなことで、いろんなお金を自分のところの収入ではないところから、収入には違

いありませんが、ためていたお金を使ったり、起債で使ったりしないといけないよう

になるなということを、この表を見ながらつくづく思ったところでした。 

 合併算定替の逓減というふうに右のほうに書いてありますけれども、この金額とい

うのは、合併特例債というのは全体の大体５％ぐらいだったのかなと記憶しているん

ですけれども、合併特例債の５％に対する10％の逓減ですかね。金額がそのくらいに

なるのかなと思って見てみましたけれども、その辺はどうでしょうか。 

 

○片渕克也企画財政課長 

 ここに合併算定替の逓減というふうに上げておりますけれども、これはあくまでも

地方交付税の、現在、ことしまでは旧３町でそれぞれのルールで計算をします。この

計算した額を合計していただいております。ただ、もう一つ、新白石町の場合の一本

で計算した計算書もつくります。スケールメリットがあるから、新白石町でつくった

部分はどうしても３町の合計よりも額が少なくなります。その差額が、昨年度でいき

ますと11億円強ですね、その差額が出てきます。それを、その差額をずっと削減して、
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本来には、５年後には新白石町として一本で計算をしますよというのがそういう制度

であります。 

 合併特例債については、合併後10年間、合併のために係る事業について起債をして

いいよというルールがございまして、これについてはまちづくり計画の中に掲げた事

業に限ってそこに充てていいというふうなルールがございます。これがもう切れます

ので、特例で５年間延長というふうなことに法律がなりましたため、白石町もあわせ

て５年間延長したいというふうなことで今考えているところでございます。 

 以上です。 

 

○内野さよ子議員 

 こういう状況になるのを見越して、特例延長とか、そういうふうなことがしてある

というのはとてもよかったと思っています。一番下の基金繰入金の公共施設整備基金

というのがありますが、毎年5,000万円をしてありますね。それが４年間はしてあり

ますが、５年目にないのは、これはどういうふうなことになるんですか。繰り入れの

内訳のところを見ますと、５年目には書いてありませんけれども、これを何を予測し

て何に使おうと思って４年間だけ立ててあるのか、その辺のところをお願いします。 

 

○片渕克也企画財政課長 

 収支の均衡をとるという計画のために、学校等の老朽化の対策の工事だとか、そう

いったものに充てるというふうなことで４年間は5,000万円ずつというふうに計画を

しております。30年に崩さないという計画をしてるのはなぜかということでございま

すけども、財調なり減債基金なりの対応で歳出側の需要が賄えたというふうなことで、

公共施設整備基金は充てないというふうな、これはあくまでも計画ですので、その年

になってどのようなことになるかというのはわかりませんけれども、そういう計画を

してるところでございます。 

 

○内野さよ子議員 

 以前、平成21年度でしたか、公共施設のいろんなものに使う50万円以上の金額とい

うのが示されているのをいただいたことがあります。その中の数字を見てみると、

3,000万円とか、年によっては1,500万円とか、最終的に24年度の決算の分については

5,000万円とか書いてありました。違いました。19年度から23年度まででしたので

23年度ですね、5,000万円ぐらい使ってありました。それは、公共施設の古くなった、

老朽化した建物に使ってあるというお答えでしたけれども、5,000万円では、多分も

う今から老朽化してるので、足りなくなってくるかもしれないなというのを感じてい

るところです。先ほどの道路ではありませんけれども、こういう整備基金とかという

のもためていたからいいけれども、大変これからは厳しくなっていくのかなというふ

うに思っていますので、本来は5,000万円では足りないようになってくるかもしれな

いなというのをつくづく感じたところでした。 

 それから、起債の部分ですけれども、起債の部分に、右側になりますが、平成27年

度に過疎債2.1億円、それから公共事業債16億円、29年度にも過疎債と公共事業等債
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というのが8.4億円とありますけれども、これは下水道事業か何かかなと思いますが、

公共事業等の借金をするということですが、これは何に充てられるものでしょうか。 

 

○片渕克也企画財政課長 

 その上の段に記載しております筑後川下流土地改良事業の負担金でございます。現

在、負担金は法律によって15年間で国に償還すると。地方債じゃなくて、国に対して

負担金として納めるというふうなことになってございます。この利率が５％という、

法律によって定められておりまして、非常に高うございますので、起債対象になりま

すので、公共事業債を借りて一括で国に繰上償還をしたいというふうな計画で財政計

画を立てておるところでございます。 

 

○内野さよ子議員 

 先ほどの説明のあった分ですね、筑後川の借りかえするというようなことでした。

表だけ見ると、大変厳しいなと思いますが、それはそれとして、いろんな事業に対し

ては前向きで対処してもらいたいなというふうに思っています。 

 それから、昨日の新聞でしたか、副町長の答弁の中にもありました、骨太方針とい

うふうなことで、少子化対策に関する骨太方針で、いろんなお金をそれにつぎ込もう

というふうなことの、少子化対策の費用の拡充というふうなことが新聞で掲載をされ

ていましたけれども、そういうふうなことも含めて、新たなお金とか新たなものが出

てくるのを期待をしているところですけれども、そういうふうなものを見ながら順次

こういう借りかえとかしていただくというのはとてもいいことだというふうに思って

います。 

 そこでですけれども、以前、２年ぐらい前にもらった資料の中に、経常収支比率、

もちろんこのハンドブックにも経常収支比率とか白石町の財政力というふうなことは

載っているんですけれども、23年度の分がこれに載っていますが、以前いただいた、

おととしいただいた資料の中に、経常収支比率は県内でも玄海町に次ぐ２番目で、と

てもよかったということでした。それは大体意味がわかりますが、そのときに財政力

指数というのが悪いところから２番目でした。財政力指数というのは白石町の力を示

すものだからと思いますが、事業の配分をやったりとか、いろんなことをすることに

よって財政力というのは変わってきますけれども、現在の財政力指数が25年度が幾ら

かわかりませんが、そのところの見方とか考え方について、どういうふうに考えたら

いいのかお願いします。 

 

○片渕克也企画財政課長 

 今、経常収支比率、22年度が非常によかったというのは、22年度に庁舎建設に取り

組んでおりまして、自由にできる自分のお金で、どれだけそれを実際に使ったかとい

うのが経常収支比率なんですね。自由にできる、例えば住宅ローンだ何だかんだて、

一般家庭でいえば可処分所得がどれだけあるのかというのが単純に言いますと経常収

支比率というふうなことで、その年は更正とかなんとかも多うございまして、基金等

も多うございます。入れるのも多かったけど、その金を臨時的な支出に充てた、庁舎
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建設という臨時的な支出に充てたから、その分数字的にはよくなったというふうなこ

とであります。 

 それと、財政力指数でございますけれども、これはあくまでも交付税の算定上で出

てくる数字でございます。理論上の数字でございます。本当に財政力があるのかない

のかという、言葉は財政力指数となっておりますけども、その自治体が行政需要を満

たすためにどれだけの経費が要りますよと、それを賄うために自前で、極端に言いま

すと税収ですね、自前でどれだけその行政需要を賄えるのかというのを指数であらわ

したというふうな数字でございます。これを３年平均をしましたのを財政力指数とい

うふうな言い方をします。ちなみに、24年度の財政力指数は0.325というふうな数字

が出ております。一般的に三割自治体だとかなんとかという言葉がありますが、そこ

の言葉はそこから出ているのかなというふうに考えております。 

 もう一つ、先ほどの資料の説明でここは説明しておくべきかなと思ったところでご

ざいます。28年度の地方交付税が27年度に比してがくんと落ちて、その後ずっと落ち

ております。これについては、地方交付税というのは基礎となるもとの数字が人口と

いう要素が非常に多うございまして、国勢調査による人口が５年間適用されるという

ふうなことになります。そこで、国勢調査人口を減であるという見込み入れまして落

ちた数字というふうなことで計上、それとあわせて合併算定替ということで、効果的

にはそこでがくんと落ちるというふうな数字になっております。 

 以上でございます。 

 

○内野さよ子議員 

 地方交付税の話が今出ましたけれども、地方交付税について、佐賀県内ではどんな

状況なのかというのをきのう調べてみましたところ、25年度で地方交付税の増額にな

った市町村が10市町村、減額になった市町村が９市町村、玄海町を除いて19市町村で

すけれども、ありました。その中で、内訳を見てみますと、例えば伊万里市とか大町

町とか、そういうふうなものについては増額になっていましたけれども、私の考えて

る以上に身近な施設とか、そういうふうなことが影響しているのかなというふうに思

いました。昔と違っているのかなというふうなことを思ったところでした。 

 内訳を見ると、例えば伊万里市なんかには設備投資の減少等による固定資産税の減

による増加したとか、大町については市町村民税の法人税の減によって交付税を増加

したとか、自分の考えてる以上に身近な税金によってと内訳を簡単に書いてあるんで

すよね。減額になったところについては、吉野ヶ里町、市町村民税の増になったこと

による減少とか書いてありまして、もっと交付税のあり方というのは、算定の仕方は

いろいろ違うと思いますが、白石町についても、これから人口が減少してきますとい

ろんな面で交付税にも影響してくると思いますが、思った以上に身近な税金が影響し

ているのかなというふうなことを思ったところでした。 

 算定の仕方がそういうふうなことがありますが、人口問題研究所による人口のこと

を考えると、今から人口白石町減っていくと思いますが、ゼロ歳から14歳、それから

15歳から64歳までの生産年齢人口等に分けられます。それから高齢者と、大体パター

ンが３つに分けられますけれども、人口減少の表を見てみますと、インターネットで
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調べてパソコンの中に入っている分ですけども、ゼロ歳から14歳については2015年か

ら2040年の差というのが25年の間に1.4％減です。ところが、15歳から64歳、これは

白石町に関してですけれども、6.2％の減ということで、ゼロ歳から14歳に対して

15歳から64歳というのは減というのが大きな数字となっています。となりますと、税

金にもこれは、生産年齢の所得課税というのが、金額はわからないけれども、何とな

く税収が減るのかなというふうに思ったところでした。 

 白石町の基幹産業である農業とか、農業の生産額が落ちると白石町は非常に税金が

次の年低かもんねとか、そういう表現がよくされています。それから見ると、農業生

産所得というのは、課税はどのくらい全体的に見てあるんでしょうか。税務課長、わ

かりましたら。 

 

○吉原拓海税務課長 

 白石町における税収の農業所得が、農業の税収ですけど、が占める割合というふう

なことの御質問だと思います。当然、農業所得に係る税収というふうなことになりま

すと、兼業農家が多うございますので、農業所得の分についてという税収については

かなり誤差が出てまいりますので、その件については横に置かさせてもらいまして、

所得がどのようになっているかというふうなことでお答えしたいと思います。 

 全体の所得が、総所得については259億9,700万円ほどが平成26年度です。これは最

近出した数字でございます。その中で占める農業の所得というのは15億8,900万円程

度、全体の率で申しますと、6.1％がその分の所得でございます。一番多いのは給与

所得、これが198億5,600万円程度、全体の76.3％というふうなことになっております。

人口減少に絡みましてというふうなことでございますけど、どうしても農業所得につ

いては生産年齢ということよりも、高齢者の方が農業をされてる方が多いというふう

なことで、それともう一つは農地面積に絡む生産高というふうなことが入ってまいり

ますので、人口減少に関してはそれほどな影響がないとは思われますが、給与所得に

関しては人口減少に関しては影響が出てくるものと思います。それからもう一つ、年

金のほうの所得が約18億6,000万円、約7.2％というふうな状況になっております。 

 以上です。 

 

○内野さよ子議員 

 農業所得は、もう少しパーセントで見たら自分は大きいのかなと思っていましたが、

給与所得ということで、これから農業も高齢化ということで、給与所得者の課税とい

いますか、そういうふうなものも多分に影響するのかなということを感じたところで

した。 

 そういうふうなことで、先ほど交付税のことの話もしましたけれども、交付税も、

算定の中にもいろんな身近な税金によって影響してくるのかなというふうなことも思

いましたので、その点については課長どうでしょうか、いろんな算定の仕方があると

思いますが。 

 

○片渕克也企画財政課長 
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 ちなみに、地方交付税で算定しますところの市町村民税額でございます。前年度の

基準税額が、個人の所得割で申しますと６億9,099万4,000円と。本年度が、本年度と

いいますか、25年度でございます、これが６億5,794万円というふうなことで、

3,300円、一昨年と昨年と比較しまして減となっております。市町村民税が取れなか

った、あるいはタマネギが不作だった、いろんな要因はあるかもわかりません、景気

が悪かったとかですね。で、税収が取れなったという分については地方交付税でカバ

ーをしていただけるというふうな、それが税の偏在性をなくすと、財源の偏在性をな

くすという、そういった制度でございますので、そういうことになっております。 

 一方、私たちが非常に懸念をしておるのは、歳出側ですね、これが、道路の延長だ

とか、道路の面積だとか、施設の数だとか、学校の数だとか、こういった施設数に単

価を掛けて幾らですよという算定の式と、ほとんどの経費の中には人口１人当たりの

経費が幾らですよというふうな、歳出側でそういった計算をして積み上げる部分があ

ります。これが国勢調査の人口による算定となりますけれども、これが落ちるという

ふうなことが、歳出側がへっ込んでしまうというのが、これが一番大きな懸念である

というふうに考えてるところです。 

 

○内野さよ子議員 

 いずれにしても、交付税による税金が不足した場合はそういうふうなものもバラン

スをとりながらやってくれるということで、安心してはいけないんですけれども、自

主財源を大きくするということで、税務課長等、納付される推進機構等を利用しなが

らいろんなことをやっていらっしゃいますけれども、とにかく自主財源を上げる、納

付率を上げるとか、そういういろんな対策をしながら、交付税との絡みとか、いろい

ろ勘案しながらやっていくということ、そして総合計画の中では、事業はある程度は

縮小になったりすることもあるかもしれないけれども、大きい目で見ながら計画を立

てていただけばいいのかなというふうに思ったところでした。 

 時間がありませんので、きょうこの総合計画についてはこれで終了したいと思いま

す。 

 ２点目に入ります。原子力災害時の避難受け入れについてということでお尋ねをし

ています。玄海原発事故時の避難計画では、玄海原発の30キロ圏内の佐賀県の19万人

ということで、長崎県が５万1,000人、福岡県が１万5,000人の計の26万人ということ

で避難をする計画でありました。先日から新聞等で、その避難計画に甘さがあるので

はないかというようなことでした。これは、原発に対して絶対反対とか賛成とかとい

う意味ではなくて、何か起こったときの、有事のときの対策ということで私は心配を

しています。 

 そういうふうなことで、突然、白石町についても何人よとか、何々町は何人よとか

ということが来たかと思います。ほんな最近のことだと思いますが、その経過につい

ては、どのようなことがあって、どのくらいの時期からそういうふうなことが説明を

され始めていたのかというふうなことが全然わかりませんので、その辺の説明をお願

いします。 
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○百武和義総務課長 

 玄海原発のほうで事故があったときの避難計画についてのお尋ねでございます。こ

れにつきましては、佐賀県、また玄海町、唐津市、伊万里市のほうでは、福島第一原

子力発電所での事故を受けまして、県民の安心・安全のため、玄海原子力発電所での

同様の事故を想定して、平成23年８月時点で避難計画を策定をされています。この避

難計画は、福島での実例を参考にされて、半径20キロ圏内の方の避難、半径30キロ圏

内の方の自主避難に対応するため、これらの地域の避難先を確保するということで、

県が県内20市町の担当者会議それから担当課長会議などで調整を図られて、県内全市

町の首長まで了承を得た上で平成23年にまとめられた計画でございます。そのときに、

各市町のほうに避難施設がどういったものがあって、面積がどれくらいかという調査

をなされて、それをもとに各避難者数を決定をされたという経緯でございます。 

 以上です。 

 

○内野さよ子議員 

 きのうの新聞でしたか、各市町村にアンケートをとられたというふうな記事が、原

子力のいろんな対策をやっている団体の方たちの記事が載っていました。それにより

ますと、今まとめているけれどもというふうな報告でしたけれども、23年度から計画

としては話があったと、そして市町村にはどのくらいありますかというふうなことの

話はあっていたという今の御答弁でしたけれども、それならば、インターネットなん

かで調べると、何々町は、そんなことは知らなかったとか、突然に来てびっくりした

とか、そういう記事が大分載っていました。報道とはちょっと違うなというのを今感

じたところですけれども、白石町については唐津市からということが載っていました。

唐津市から１万1,000人ぐらいでした。それからすると白石町の人口の43％ぐらいに

当たるかなという記事が、記事ではありません、データとして載っていたかなと思い

ますけれども、それらに該当してこられる皆さん方の、公民館とか総合センターとか、

いろんな施設の面積を上げられていたかと思いますが、そういうふうなものは、例え

ば畳１畳分が１人ですよというふうなことが載っていました。それからすると、１万

1,000人の方々の分が果たして大丈夫なのかなというふうなことを思ったところでし

た。 

 同時に、３点目に質問をしていますが、白石町も川の洪水とか、いろんな災害があ

ったりするという時点で、その人数はただ単に面積はどのくらいですかということの

答弁にすぎないのかなというふうなことを思って、何かちょっとおかしいなというこ

とを自分が思って今回質問をしています。そういうふうなことを改めて、私たちの町

村はこういうことがあるからこの人数しかとれませんよとか、そういうふうなことの

説明は出されていたのかどうか、その点について。 

 

○百武和義総務課長 

 避難計画では、先ほど議員おっしゃったように、唐津市のほうから白石町のほうに

避難をされるということになっておりまして、唐津市の北波多地区の18地区から

4,818人、肥前地区の21地区から5,643人、鎮西地区の７地区から1,448人、合計１万
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1,909人の方を、白石高校とか佐賀農業高校まで入れたところで町内の避難所21カ所

に受け入れをするということになっております。先ほど申しましたように、避難者数

については各施設の面積をもとに、１人当たり２平方メートルで計算はされておるよ

うでございます。先ほど議員おっしゃったように、佐賀県内では約19万3,000人の方

を避難受け入れということになっておりまして、全市町が受け入れをするということ

になっております。先ほど言われたように、白石町のほうでは、白石町の総人口に対

して45％程度の避難者数ということになります。また、一番多いところでは78％とい

うことになっているところもあるようでございます。そういったことで、非常に過密

ではないかということで今問題が提起をされているというところでございます。 

 白石町で災害が別に発生しているところに受け入れができるのかというお話もござ

いましたけども、これについては避難計画上で各受け入れできる施設に割り当てられ

た数ということで、現実に受け入れ市町のほうで災害が発生しているということの想

定はしないところでの数の算定ということだと思います。 

 以上です。 

 

○内野さよ子議員 

 必ずどこかで受け入れをしないといけないということは私にもわかります。それは

絶対どこかに行かないといけないので、福岡県であったり長崎県であったりしないと

いけませんが、それこそ課長が言われた言葉からすると、机上ではこういうふうにな

ってますからこれだけですよというような報告をしましたというのは、やっぱりおか

しいかなというふうなことをつくづく思ったところでした。これを解決しないことに

は、国の報告がどうされているかわかりませんが、佐賀県自体がそれを取りまとめて

何とか間に合わせましたでは本当はいけないのかなというふうに思っていますので、

これは県が考えるべきことなのかもわかりませんが、その中でできない部分がこんな

にあるとか、この市町村はこれだけできないから断られたとかですね。福岡市は断っ

てあるそうです。そういうふうなことも、佐賀県も、福岡県にもうちょっとって言っ

たり、佐賀県ではこれが限度だからとかということはないと、こういう問題が起きる

のかなというふうに思ったところでした。 

 太良町等については大変な人数の受け入れということで、右往左往しているという

記事が載っていましたけれども、そういうふうな問題も起きて当然なのかなと思いま

すので、今後の町長とかいろんなところの会議の場ではそういうふうなことを、今回

の問題を提起された分をもっと改めて見ていく必要があるのかな、けれども誰かがせ

んばやろもんと言われたらどうしようもないですけれども、その辺についてもう少し

やってほしいなというふうなことを思ったところでした。 

 災害時の受け入れというのは、発生時、白石町がどんな対策を講じているのかとい

うのはそこまでできていないふうに考えましたので、今回は質問はやめますけれども、

そんなことも大切かなと思っています。また随時ですね、この問題は残っていくかな

と思いますので、改めて研究をしてほしいなというふうに思っています。 

 あと一つ、緊急速報メールについてということをお尋ねしようかと思っていました

が、以前、緊急速報メールのことについて、県から登録団体としてしてありますかね、
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白石町も。それだけお願いします。 

 

○百武和義総務課長 

 携帯電話を使いました緊急速報メールについてですけども、これは各市町が携帯電

話会社、うちのほうは３社と契約をしておりますけども、この発信方法については、

それぞれの会社の端末というか、携帯電話に向けて役場のほうからパソコンを使って

流すというシステムです。それで、白石町内のほとんどには届くと思いますけども、

超えてほかの町の携帯電話にも届くかもわかりませんけども、今のところは３種類の

携帯電話会社と契約をして、いつでもメールが流せるという状況にはなっております。 

 

○内野さよ子議員 

 緊急速報メールのことを調べていたら、携帯電話が停止しているときに、切ったと

きにはメールが届かないというふうな、大阪が全府民に対してこれを実験をされたと

いう記事が載っていましたけれども、必ずしも、こういう議会があってるときにとめ

ておいてくださいよとかというのが難しくなるのかな、緊急メール速報に関してはで

すね。全部電源が入っていることについて流されるというふうなことが載っていまし

たので、その辺も注意かなというふうなことを思ったところでした。この件について

は、また勉強してほしいなというふうに思いましたので、よろしくお願いします。 

 それから、３点目に移りたいと思いますが、歌垣公園に係る整備の維持管理状況と

いうことで、近傍の須古歌垣バラ園についてということで今回お尋ねをしています。

実は、新聞報道でも行われましたけれども、歌垣の中腹にきれいなバラ園がありまし

た。このバラ園が廃園をされるということで、大変役場にも電話が、どうしてですか

とか、どこに住んでらっしゃるんですかというふうなことが大分問い合わせがあった

というふうなことを伺いました。それで、こういうふうなこともいつかは来るかもし

れないというふうなことは思わないではなかったですけれども、大変残念に思ったと

ころでした。 

 それと同じように、実はそこで駐車場がなくて駐車場を考えていたら、そのすぐ近

くに、生活環境保全林整備、杵島山の事業ということで、５分ばかり上に歩いていき

ますとありました。全体の、歌垣のですね、杵島山に関しては、これは昭和62年から

平成元年に向けて整備をされているという事業で、調べたところ載っていました。５

億円の事業ということでしたけれども、その辺についてもう少し内容を、どういうふ

うにして整備をされてあってこの事業がなっていたのかということと、それからバラ

園のことは別だと思いますが、その辺についてお願いします。 

 

○嶋江政喜農村整備課長 

 生活環境保全林の整備概要と、関連して維持管理となると思いますけど、この事業

につきましては、森林の持つ機能を十分に発揮させるため、治山事業の一環で整備さ

れた森林を、森林浴や自然と親しみながら心身の健康づくりなどのレクリエーション

の場として提供する目的で、当時、県内30カ所でこの事業によって整備がされており

ます。本町におきましては、議員おっしゃるように、昭和62年度から平成元年の３カ
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年事業で約４億9,000万円が投じられまして、事業主体は県で実施をされております。

この整備内容につきましては、自然林の造成、改良、面積にして60ヘクタール、植栽

木が56種、約11万4,000本の植林、それと車道が約1,100メーター程度の整備とか、遊

歩道の設置、これが約4,800メーター、それから水路の整備として740メーターなどの

整備が実施されております。整備後は、本町に、旧白石町でございますけど、平成２

年３月24日付で施設の管理移管ということで行われているようでございます。 

 それと、農村整備課で管理移管を受けた後に維持管理を行っているわけでございま

すけれども、林道周辺の状況等を定期的に確認をしながら、林道の補修とか林道沿い

の除草、伐開、枝切り等を町内の土木業者に毎年度委託をしておりまして、また町有

林の一部では下刈りとか作業道、除草作業等を森林組合へ、これにつきましても毎年

度委託によって実施をしてるという状況でございます。なお、歌垣公園そのものの本

体の管理については、農村整備課では今のところ行ってはおりません。 

 

○赤坂隆義産業課長 

 産業課より、産業課では歌垣公園の管理を行っております。これについて若干説明

をいたしたいと思います。 

 歌垣公園につきましては、本町の観光資源の一つということで、また町内外から多

くの来訪者があるということで、通年して良好な環境に努めるとこであります。管理

業務といたしましては、公園内の美化といたしまして2.9ヘクタールの公園地内の植

栽の管理、除草、遊具の管理、またロッジ、研修センターの維持管理等を行ってると

こであります。 

 以上です。 

 

○内野さよ子議員 

 生活環境保全林の整備事業ということで60ヘクタールということですので、今産業

課と農村整備課に分かれてしてあるんですが、本来は一体的なものだったと思います

が、例えばキャンプ場とか、あそこにはいっぱいありますよね、施設が。ああいうも

のもみんな含めて生活環境のこの事業なのかどうか、その辺についてお願いします。

どうなっているのか、その事業で今言われた産業課長の分もみんな入っているのかど

うか、その当時の予算でできているのか、その辺はどうですか。 

 

○嶋江政喜農村整備課長 

 生活環境保全には、主に植林を整備して、それに付随する遊歩道とか車道、そうい

うのを整備すると。あとちょっとした休憩所、俗に言うパーゴラとか、そういう事業

であって、ロッジについては単費でされてるということだそうです。 

 以上です。 

 

○内野さよ子議員 

 きのう、その事業の名目で調べたところ、キャンプ場、研修センター、犬山城とか、

全てのことがこれに書いてあるんですよ。それで、このときこの事業でできたのかっ
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て私も思いましたけど、本当は違うんですね。キャンプ場なんかは別の事業でできて

いる。それはそれとして、整備についてはいろいろありますが、いろんな管理をやっ

て土木の方々にやっていただいてるということでしたけれども、見過ごしているとこ

ろとか、いろんなところもあると思うんです。今回、私が先ほどバラ園のことと同じ

ようにして言ったのが、ちょうどバラ園がたくさん植わっているところから５分ばか

り歩いた上のところに、実は駐車場と桜の木がいっぱい植えたところがありました、

遊歩道がありまして。そういうふうな目につかないような管理はどうなっているのか

なと思って、全体も含めてそういう部分はどこが管理をしているのかなと思って、今

回の質問の一つに上げています。 

 そういうふうなことで、そういうふうなところがもっときれいに整備をされていた

ら、バラ園の駐車場どこですかという、駐車場の問題が一番大きかったからですね。

それがわかっていたら、もっと早く事故の接触とかもなかったはずなのになとか、い

ろいろめぐらせて今回質問をしています。そういうふうなことで、目に見えないよう

なそういう遊歩道とか、そういうふうなものの管理についても今後、どこにあるんだ

ということの場所の提起とか、そういうふうな管理をもう少しどうにかならないのか

なということを思ったところでした。大変難しいと思います。あれだけの山に、どこ

に入ったかわからないような状況の中になるようなところですので、難しいですけれ

ども、その辺についてお願いします。そこに行かれたことがありますか、桜の木がい

っぱい植わってましたけど。 

 

○嶋江政喜農村整備課長 

 議員おっしゃるように、全ての範囲について管理が行き届いてない部分は多々あり

ます。今後、もう一回現地等も調査をして、そこら辺は管理を、予算の面もございま

すけど、極力管理を行いまして、観光資源としての位置づけもございますので、産業

課とも連携しながらやっていきたいと思います。 

 

○内野さよ子議員 

 私の言ってるとこは、歌垣公園の多分下の辺になると思います。そういうふうな場

所ですので、本来は歩く階段がずっとありました。その階段を上ると歌垣公園に行く

のかもしれないですけど、１人では行きたくなかったので行きませんでしたが、本当

は歩いていったら上に到達するのかなと思いましたので、もったいないなと実は思っ

たところでした。今、維持管理が白石町に移管しているということですので、そうい

うふうなところも含めてですね。 

 それから、生活環境保全林整備、杵島山の事業のこのほかに、白石町には深浦のほ

うもこの30カ所に入ってますよね。そういうふうなところも含めて、唯一の山ですば

らしい歌垣山ですので、今後も保全に関してはきちっとしていただきたいなと思いま

す。ここにこれがあるよという位置づけを丁寧にしてもらいたいなということを思い

ましたので、お願いします。町長はどうでしょうか、最後になりますが、一言。 

 

○田島健一町長 
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 生活環境保全林の整備、杵島山地区というふうにございます。先ほど言われました

ように、この整備が平成の初めのころに整備されたということで、うちも維持管理は

してはいるものの、もう少しぴしっとせないかんやろうというふうにも思います。こ

の前、歌垣の春祭りをやってる会場についても、駐車場までの道路の件も議員からも

要請を受けてるわけでございますけれども、山の中の公園というのはちょっとしたら

見過ごしてしまうというところもございますので、生活環境保全林という事業、県内

に30カ所しかない事業を２つもやっていただいておりますので、そういうのをぴしっ

と、町民の方また町外の方にも来ていただけるようなものを、まずもって看板とかな

んとかも整備せんばいかんやろうし、後追って維持管理についても今後ぴしっとする

ように検討してまいりたいというふうに思います。 

 

○白武 悟議長 

 これで内野さよ子議員の一般質問を終わります。 

 暫時休憩をいたします。 

11時56分 休憩 

13時15分 再開 

○白武 悟議長 

 会議を再開します。 

 次の通告者の発言を許します。草場祥則議員。 

 

○草場祥則議員 

 議長のお許しをいただきましたので、大きく２項目に分けて質問をしたいと思いま

す。 

 まず第１番目に、歴史的文化財を生かしたまちづくりをということで質問をしたい

と思います。 

 先般、私たち文教厚生委員会で、町の史跡といいますか、須古地区とかいろいろ見

て回りまして、非常に感銘を受けたところでございます。西山議員さんがずっと文化

財の保護という点でいろいろと質問をされて頑張っておられるということで、私たち

もひとつ勉強してみようということで、須古の隆城とかいろいろ見て回りましたけど、

非常に白石町も捨てたもんじゃないなというような感じを持ったわけでございます。 

 白石町には、全国的に有名な化け猫騒動の猫塚や、戦国時代の大大名、龍造寺隆信

の居城である須古城、また国内最大級の干拓地など、歴史的な文化財がたくさんある

わけでございます。そうした歴史的な文化財、また史跡、干拓、有明海等を生かした

まちづくりをどのように町として考えておられるものか、お教えをいただきます。 

 

○片渕克也企画財政課長 

 歴史的文化財、史跡、有明海等を生かしたまちづくりをということでございます。

歴史的な文化財、史跡や干潟の環境等は、歴史遺産や自然遺産として後世に引き継ぐ

ことも大事でありますが、現実にまちづくりのための資産として活用していくことも

当然必要であります。町としても、これは取り組まなければならないことと考えてお
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ります。これらの歴史遺産、自然遺産は、活用の方法によってはまちづくりの起爆剤

となり得る可能性があるというふうに考えております。 

 以上です。 

 

○草場祥則議員 

 今、答弁にありましたように、まちづくりの起爆剤になるんじゃないかなと、そう

いうふうな話でしたけど、私も、町長が言われております産業の６次化と、６次産業

化といいますか、私なりに言いますのは、文化財を生かした文化財の６次産業化がで

きんやろうかというふうなことからきょうのこの質問を思い立ったわけでございまし

て、これらを売り出すことで交流人口を白石町に呼び込んで、にぎわいと町民所得の

向上を図れないかと、その施策を行ってないかということで、そのための施策はどの

ように行ってるものなのかお答えいただきます。 

 

○片渕克也企画財政課長 

 第１次の総合計画にもありました観光の振興というふうなことで、町ではインター

ネットの白石町ホームページに文化遺産などの広報記事を掲載しております。そのほ

か、白石町ガイドマップさるく及びさるくコレクションの４部作を発行して、広く町

内外の皆様に広報してるところであります。また、商工会では、有明佐賀空港夜間貨

物便基金を活用した町内のグルメマップ、食べてさ～くという小冊子を発行しておら

れます。このようなホームページや印刷物による広報のほか、生涯教育の一環という

ところで、町内向けには出前講座という形で町の職員が行っていろんなお話をしてい

るところでございます。また、町外からの来訪者、特に研修等においでになられたと

き等は、担当の学芸員が現地等を案内しながら紹介をしているというふうなところで

ございます。 

 以上でございます。 

 

○草場祥則議員 

 私もびっくりしたのは、白石駅にこの前寄ったら、かなりの方が須古城とか、それ

から麦わら家といいますかね、ふき家といいますかね、ああいうものを見に来られる

と、結構遠いとこから来ておられるというようなことで、私もびっくりしたわけでご

ざいます。そういう意味で、文化財を売り出すためにはある程度の市場調査も必要で

あると、そういうふうに思います。また、どういう史跡が、またどういう見せ方が人

を呼び込むことができるのか、そういうふうな市場調査なりをしたことがあるかどう

かお答えください。 

 

○片渕克也企画財政課長 

 市町村合併以降でございますけれども、私が記憶してるというか、覚えてるところ

では、市場調査とか、そういった呼び込むための調査研究などをしたというふうな実

績はあっておりません。 

 以上です。 



- 35 - 

 

○草場祥則議員 

 そういうふうな、ただホームページに載せたけんがというふうなことで、それから

案内のチラシを配ったけんがというふうなことで、よく今まで行政の方がやられてい

る手法だと思います。あと一個突っ込んで、どういうふうな需要があるものなのか、

またどういうふうなところから来ているものかということを、駅なり、本当調べたら、

結構、北九州とか四国とか、そういうふうなところから見えておられます。そういっ

たことで、ぜひともそういうふうな市場調査なりをしてもらって、ただ単に保存する

というだけじゃなくて、人を呼び込んで、文化財というものは人から見てもらって初

めて光が出てくるというふうなことも聞いております。そういうふうなことで、一人

でも多くの方が来られるような、また来られるような工夫ができるような市場調査を

ぜひともしてもらいたいと、そういうふうに思います。 

 また、そういうふうな文化財の保護のための公的な国、県、町の文化財の指定とい

いますか、そういうものはどのようになってるものなのか、それからまた文化財の保

護のための予算づけといいますか、それを説明してください。 

 

○小川豊年生涯学習課長 

 まず、文化財関係の保護関係の予算について御答弁申し上げます。 

 平成26年度、文化財保護のための予算といたしましては、文化財保護審議会開催費、

埋蔵文化財確認調査費、指定文化財維持管理委託料、伝承芸能保存育成助成金、県史

跡龍王崎古墳群６号墳保存対策費、これが３カ年事業の今年度が２年目となっており

ます。それと、重要文化財稲佐神社文書11通の保存修復補助金、それと指定文化財説

明板の修復委託料を計上いたしております。それと、予算としては計上されておりま

せんけれども、出前講座や毎月発行の広報「白石」のあるある文化財というコーナー

で、ふるさと白石に伝わる各種文化財を御紹介をしているところでございます。郷土

への愛着心と郷土愛を育み、貴重な文化財を後世へ伝えていけるよう努めてまいりた

いと思っております。 

 それと、文化財保護、文化財の指定の手続でございますけれども、まず指定するも

のが、白石町にとって重要なものが白石町の文化財として指定を受けるというような

ことになります。指定を受けようとするものは、文化財の種別、名称、人数、所在、

文化財の構造、形式、材質等、製作、築造等の年代等を記載した申請書を教育委員会

に提出していただくことになります。これを受けて教育委員会は、あらかじめ所有者

及び権限に基づく占有者の同意を得なければなりませんし、また文化財保護審議会に

諮問しなければなりません。文化財保護審議会は、教育委員会の諮問を受けて調査、

審議し、教育委員会へ建議をいたします。教育委員会は、文化財保護審議会の建議を

受けて、指定する場合は告示をいたしまして、文化財の指定ということになります。 

 

○草場祥則議員 

 先般、見て回ったときに、秀林といいますか、そういうふうなお寺関係とか見て、

ああいうふうなところに補助といいますか、保存のためのですね、そういうふうなも
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のは町としては出してるわけですかね。 

 

○小川豊年生涯学習課長 

 文化財として指定されたところにつきましては、先ほど申しました指定文化財維持

管理委託料ということで、わずかではございますけれども、委託料を支払っておりま

す。 

 

○草場祥則議員 

 そしたら、そういうふうな指定を受けてない場合は全く出てないということですね。 

 

○小川豊年生涯学習課長 

 指定を受けていないところには委託料はございません。 

 

○草場祥則議員 

 指定を受けるというような指導といいますか、そういうものは町として、リストア

ップしたりなんかして、そういうふうな方策は考えておられますか。 

 

○小川豊年生涯学習課長 

 候補と申しますか、文化財指定の候補につきましては、うちの担当の職員が調査研

究をいたしております。 

 

○草場祥則議員 

 こう見ても、かなり老朽化してる屋敷といいますか、そういうのを見て、これは維

持管理も大変やろなというふうな考えを持ったわけですね。ですから、そういうふう

なところを見てもらって、できるだけ文化財を守るということで予算づけでもできた

らなと、そういうふうに思っております。 

 また、学芸員の渡部さんですか、１人でやっておられるということで、非常にこの

前も来てよく説明をしてもらいましたけど、そういうふうなところで人員をふやして、

スタッフをふやして、といいますのも、こういうふうな文化財というのは今後ますま

す人を呼び込むための道具になっていきやせんかと、そういうふうに思っております

ので、ぜひともそういうこともやってもらいたいと、そういうふうに思います。今、

１人でされてるわけですかね。 

 

○小川豊年生涯学習課長 

 議員おっしゃいますように、今文化財担当係長が１人で対応してるという状況でご

ざいます。生涯学習課といたしましては、白石町の大切な文化財を守っていくために

も後継者は必要だということで思っております。そのほか、人事担当のほうにはお願

いをしていきたいというふうに思っております。 

 

○草場祥則議員 
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 ぜひともそういうふうなことで前向きで検討してほしいもんだと、そういうふうに

思います。 

 次に、５番目で、町民、子供たちへの勉強の機会をということで、テレビでこれも

見ましたけど、千葉県のある町で、小学校１年から中学３年まで通して郷土学という

ことで授業を行っているというような町があるそうです。小学校１年から２年で郷土

に親しむ、それから３年から４年で郷土のよさを知る、また体感する、それから小学

校５年から６年で先人の恩を受け継ぐといいますか、思いを受け継ぐというふうな勉

強ですね、それから中学校１年から３年で郷土に何ができるかを考えさせるという、

そういうふうなテーマを考えて、小学校１年から中学校３年まで通した、そういうふ

うな郷土学というものをやっておられるそうです。その一つの目的は、子供たちに郷

土の担い手としての実感を持ってもらうことと、それと郷土に誇りを持ってもらうと

いうような授業方針のもとに授業をされてるということをお聞きしましたけど、白石

町の現状はどうでしょうか。 

 

○小川豊年生涯学習課長 

 町民、子供たちにも勉強の機会をという御質問でございます。役場の出前講座とし

て、生涯学習課生涯学習係では町内の文化財紹介という講座ともう一つ、須古隆城の

実態という２つの講座を用意して、職員が希望される自治公民館や現地へ出向いて各

種文化財を紹介をいたしております。昨年度の実績は、11団体、これは老人会が主な

んですけれども、約350人の方を対象に、町内文化財をパワーポイント及び指定文化

財マップあるいはさるくコレクションを使って紹介いたしております。また、実際に

現地で実物を前にして紹介もいたしております。また、小学校２校の70人の児童に対

して、授業の一環として町内の古墳や文化財のある場所を探訪してもらい、現地で文

化財紹介を行いました。 

 これらの授業は、自分たちが生まれ育ったふるさと白石のどこに何があるのか、そ

れがどのような歴史的な価値があるのかを知っていただき、ふるさと白石への愛着心

と郷土愛を育ててほしいとの願いからでございます。先ほども申し上げましたが、毎

月の広報「白石」の中のあるある文化財やケーブルテレビで、町内の各種文化財を紹

介をいたしております。これらを読み、あるいは見て、実際に現地に出かけられ、現

地でしか体験できない歴史の重みなどを実感していただければ幸いだと思っておりま

す。 

 また、小学校では、私たちの白石町という副読本を使用いたしまして３年生、４年

生が勉強をしております。この副読本の中の白石町の暮らしの中に伝わる願いという

項目の中で、昔の農業や漁業の様子、昔から残っている地域の行事や祭り、地域に残

る古い建物や施設、地域に伝わる昔話、あるいは地域の発展に尽くした人、先人、こ

ういった記事を載せて白石町の学習をしているところでございます。 

 

○草場祥則議員 

 机の上の授業も結構ですけど、実際現地に連れていってそういうふうなものを見せ

るというようなことはされておるわけですか。 
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○本山隆也学校教育課長 

 学校教育課としてお答えいたします。 

 現在、先ほどのふるさとの学習ということで、２年生の生活科及び社会科、それか

ら総合的な学習というところで、２年生低学年におきましては町の探検、町の様子を

現地に出向いて、また３年生の総合学習でも、例えば須古小学校であれば縫ノ池や水

堂さんについて出向いての調べ学習、それから４年生については親子の料理教室、主

に郷土料理について、それから５年生の総合では田植え、稲刈り、それから食育に関

して農業体験、漁業体験、それから須古小学校に限って行っておりますけれども、須

古ずしのつくり方とかしめ縄、この場合には老人会の方も参加、指導していただき、

また６年生の折には歌垣などへの登山等、出向いて学習をやっております。 

 以上であります。 

 

○草場祥則議員 

 町の少子化を防ぐということで、若者がなかなかいつかないというふうなことがあ

りますけど、こういうふうなことで郷土をなるだけ愛するというようなことの授業と

いうのは非常に大事じゃないかなと、そういうふうに思っております。教育長の見解

をお願いします。 

 

○江口武好教育長 

 郷土文化、文化財の保存、継承、そして振興という大命題を教育委員会で掲げてる

ところでございます。行政区分でいいますと、生涯学習課のほうが、その発掘、開発、

そして保存、そしてそれを発表といいましょうか、公開、これ小さな子供から大人ま

でも含みます、そういう事業を展開してるところです。そして、先ほど文化財云々と

いうことでおっしゃいましたけど、これは白石町にとって誰が見ても価値がないと文

化財としては意義がないわけです。今、国あるいは県、それから町の文化財の指定と

いうのは26件ございます。これはいずれも、誰が見ても、どこに出しても、それだけ

の意味、価値があるというふうなことでやってるわけです。そのことをもとにして、

いろいろな保存もしますし、学習もさせてるというところです。 

 それからもう一つ、先ほどおっしゃいました次代を担う子供たちにとってどうなの

かといいましたときに、先ほど学校教育課長が申しましたけど、学校では、これは郷

土の文化あるいは世界のいろんな国の国際理解といいましょうか、そこまで広げて、

必ず関係の教科等でしなくてはいけないという、これ指導要領の縛りがございます。

例えば、総合的な学習の時間でやります。それから、道徳の時間でもやります。それ

から社会科、これは特に３年、４年を中心に、副読本もありますけど、中学の３年生

でもちょっとやります。このように必ずやるようになってるわけです。 

 特に、先ほど千葉県の例を出していただきましたけど、白石町内の11校はそれぞれ

の教科等の目標を掲げて特色ある学校づくりということでやってるわけです。例えば、

郷土愛、郷土学習をするときにという、白石町内の例でいきますと、一昨年、有明南

小学校が、道徳教育を中心に置いて郷土の文化、伝統文化と申しましょうか、これを
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継承する、こういう研究を数年にわたってやって、そして博報賞という、これは賞金

100万円ぐらいいただきましたけど、博報賞をいただくという恩恵に浴しております。

これはまさに、学校が学校として道徳を中心に、道徳だけじゃなくて国語とか社会科

なんかも、そのあたりにも広げてやった成果でございます。 

 それで、郷土学習を中心にやっていなくても、どこの学校でも、先ほど課長が申し

ましたように、いろんな教科等で必ず進めているというところです。そして、それを

経験して、子供たちがまた大人になったときに町内にある文化、文化財というのをど

ういった目で見るかなという、そこまで見通していかなくてはいけないかなと思って

おります。 

 最後になりますけど、有形文化財、無形文化財、あるいは民俗文化財というのもご

ざいます。民俗文化財を、今大体終わったかなというのが、もとの有明町の役場の駐

車場がございますけど、あの中に入れております。あのあたりも何とか学習の子供た

ち、あるいは大人の方の見学といいましょうか、学習の機会に入れられないかなとい

うところを模索しているところでございます。 

 長くなりましたけど、以上です。 

 

○草場祥則議員 

 今、教育長からお話がありましたけど、文化財といってもいろいろ守備範囲が広い

ものでございます。ひとつしっかりと子供たちに郷土を愛する心を植えつけてもらう

ような教育をお願いしたいと思います。 

 ただ、今、文化財をあそこの倉庫に入れとるというような話と、それと町報に、あ

るある文化財に載ってる、あれを、記事が非常に詳しく書いてあります。詳し過ぎて、

読むのが、もう少し一般の方にわかるように簡単にできないものかなと常に思うわけ

ですよね。詳しく書いてあるのはいいですけど、普通の人が読んだら、後やぐらしな

って読まないかなというような感じがします。もう少し簡潔にでけんかなというふう

なことで、これ私の思いつきですけど、ひとつ伝えとってもらいたいと、そういうふ

うに思います。また、倉庫に入れるじゃなくて、人の目に触れるような展示方法を考

えてもらってやっていただきたいなと、そういうふうに思います。ひとつよろしくお

願いしておきます。 

 次に、私は３月議会で道の駅の質問をいたしまして、前向きな答弁をいただきまし

た。しかし、道の駅の施設や特産物で人を呼ぶということだけじゃなくて、こういう

ふうな文化財、また史跡、また有明干拓などを人を呼び込むツールとして利用して、

できたら道の駅や町内の販売店、飲食店に寄ってもらって、町内で特産物の販売、ま

た飲食物の提供ができるというような一つのシステムをつくったら、いろんな面で町

民の所得の向上につながるんじゃないかなと、そういうふうに思っております。 

 また、杵藤地区広域圏には宿泊施設として武雄温泉と嬉野温泉というものがありま

す。この２つの温泉地には今後新幹線がとまるということで、この地域と白石地域は、

例えばリムジンバスでつなぐとか、また両温泉地とタイアップ、また鹿島の祐徳神社、

それから太良のカニ漁、そういうふうなものとタイアップして一つのルートとして開

発できないものかなと。そういうふうなことを検討する必要があるんじゃないかなと
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思いますけど、産業課長ですかね。 

 

○赤坂隆義産業課長 

 他町との連携して観光ルートをつくったらという御質問だったかと思います。近年、

経済的発展に伴う所得水準の向上や余暇時間の増大によりまして、心の豊かさや食に

対するこだわりなどの国民の価値観の変化に伴い、自然が豊かな農山村と、そこで営

まれます農林漁業への期待や関心が高まり、都市住民の中には余暇を利用して農山漁

村に滞在し、農林漁業や自然を体験し、これに親しもうとする動きが出てるのは事実

でございます。 

 現在、本町では日帰り観光、体験が主流となっております。しかし、今議員言われ

ましたとおり、隣接市町には日本有数の温泉施設があります。また、当町には、杵島

山系に点在する今言われました文化財と白石平野、有明海で産する農水産物などの豊

かな地域資源を活用して、滞在型への展開を検討したいと今考えております。今、現

に、特産物直売所やＪＡでは、芋掘り体験やアスパラ収穫体験が地域の核となる拠点

の魅力向上と情報発信を行いまして、都市との交流を推進し、地域の活性化を図って

おられます。また、現に、町内でも観光農園と農家レストランを組み合わせた取り組

みを旅行会社とタイアップして計画されてるという方も聞いております。そのような

ことに大変期待をいたしてるところでございます。 

 今後も、町の農産物等、レンコンとかタマネギとか豊富にありますので、それら等

を地域の資源と生かしまして、有効に活用しまして、６次産業への取り組みを積極的

に支援するということで町民の所得向上に努めてまいりたいというふうに考えており

ます。 

 

○草場祥則議員 

 そのことで、夜は旅館街、武雄、嬉野温泉に泊まって、泊まる前とか後、ちょっと

した観光として、ちょうど白石は車で１時間以内の中に入るというふうなことで、そ

ういうふうな立地を生かして、昼の観光で見た６次産業の品物が夜の旅館に出ると。

また、食べたものを翌日の農産物や観光で生産地で購入ができるというようなルート

づくりといいますか、そういうようなものをぜひともつくってもらいたいと。そうい

うふうなことを取りまとめるといいますか、意味でも、ぜひとも今、観光協会といい

ますか、そういうものを１つは町でつくってもらって、またこういうふうな広域的な

ものとのタイアップといいますか、そういうふうなことを、今後これはかなり重要に

なってくるんじゃないかなと私は思います。で、独立させてそういうふうな観光協会

というものを、町もある程度バックアップしてもらって、商工会なりに話しかけても

らってつくってみたらどうかと思っておりますけど、いかがでしょうか。 

 

○赤坂隆義産業課長 

 交流人口をふやすために、観光ルートとか資料づくりなどを行う観光協会を設置す

べきではないのかという御質問でございます。議員言われますように、交流人口の増

大を目指す上で観光の果たす役割は不可欠なものだというふうに考えております。観
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光の振興を通じましてにぎわいを創出し、町を活性化するとともに、人と人の交流を

通じて心の豊かさがもたらされることで、豊かで活気のあるまちづくり、また町民生

活の向上を図ることも可能かと思います。 

 県内には、今現在14の観光協会が設置されております。内訳でいいますと、10の市

全てと基山町、有田町、みやき町、太良町に設置されております。市、町内外から訪

れる観光客に豊富でタイムリーな観光情報を提供できるように、うち10の観光協会が、

交通アクセス等が容易で集客が見込めます物産も販売もできる場所で、駅や物産館等

に設置されているようであります。 

 議員質問で観光協会を設置すべきと御質問でございますが、まずは地域への理解を

深めまして、地域への愛着と誇りを大切にしながら、地域を訪れる来訪者に対してお

もてなしの心で接するとともに、地域の観光交流に関する取り組みに積極的に参加し

ていただけるよう、事業者団体、行政が協働でできる体制づくりを進めていかなけれ

ばならないというふうに考えております。それで、設置については今のところ町では

考えておりません。 

 以上です。 

 

○草場祥則議員 

 けさ、経済新聞に載っておりまして、読み上げますけど、東京に執着している観光

客に地方を旅してもらう工夫にも力を入れていくと、政府はですね。その中で、これ

まで地方の観光振興では、主に市町村単位で地図とかホームページをつくってきたと。

しかし、もっと広域で魅力的な、そういうふうなものを売り込むように、広域的に考

えて売り込むべきじゃないかというふうな新聞記事が載っておりましたけど、私もま

さにそのとおりだと、そういうふうに思います。白石町だけというような発想じゃな

くて、他町村とも連携をして交流人口の増加に結びつけていっていただきたいと、そ

ういうふうに思います。 

 ７番目になりますけど、町長公約の６次産業化、また６次産品は、大企業のような

大量生産はなかなか難しいんじゃないかなと、そういうふうに思っております。これ

を逆手にとって、現地に行かんと買えない産品として価値を持たせて、購入には現地

に行って、またイチゴ狩りやブドウ狩り、またレンコン掘りなどの体験型遊びもそこ

でさせるというふうなことで、そしてまたそこでとれる農作物が夜の旅館の夕食に出

てくると。また、客同士で、これはうまかのう、これはどこんとやろか、うまかのう

というふうなことで、そういった話題が弾むということが町民の所得向上につながる

んじゃないかなと、そういうふうに思っております。 

 そういうふうなことで、ターゲットは修学旅行生、また一般客には前言いましたよ

うにリムジンバスなりを利用して回送してもらうというふうなことを考えて、白石町

の歴史的観光としての文化財、また体験型観光としての農業を複合させて、交流人口

をふやして町民所得の向上につなげる方策を考えるべきじゃないかなと、そういうふ

うに思いますけど、町長の考えをお願いします。 

 

○田島健一町長 
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 観光としての文化財、体験型農業としての農業、こういったものを複合させて交流

人口をふやしていったらどうかというようなお話でございました。また、修学旅行生

等をターゲットに、隣接市町に来られた方たちにも食べさせてやるというようなお話

でございましたけれども、今日においても体験型農業といいますか、こういったもの

についても、ことし農協さんでもアスパラですね、やられたところでございまして、

昨年も八平の中で芋掘り体験もやられたようでございます。私も、６次産業の一つと

してこういったものをいろいろとやっていただきたいなと。白石町の産物としてはも

っともっと、イチゴとかほかにもございます。レンコンだって、寒いときじゃなくて

も秋口には田んぼに入っていけるでしょうし、またタマネギだって子供から大人まで

田んぼに入ってやっていただくこともできるというふうにも思います。こういったも

のを私は６次産業の中で取り組んで、体験ができる、そして食べることもできる、そ

ういった白石町をつくっていきたいなというふうに思ってるところでございます。 

 そういったことで、先ほどの質問でもございましたけども、観光協会の話もござい

ましたけども、さっきの話も、ある点、白石町だけの点とか、武雄市の点だけという

ことじゃなくて、これを点と点を結んで有機的に線にするとか、さらには面にしてい

くとか、佐賀県としても観光に知事が一生懸命なっていらっしゃいますので、私たち

も町としてもそれには乗っかかっていかないかんというふうに思っておりますので、

観光地は何もなかじゃなかばってん、さっきからお話がありますように史跡も文化財

もたくさんございますし、それに食もいいものがたくさんございます。こういったも

のを全て連携しながらやっていければなというふうに思うところでございます。 

 そして、先ほども観光協会のお話もございました。まだ今んところは積極的な動き

は見せていないわけでございますけれども、さっきからお話を伺いますと、まず関係

者、関係団体との話し合いから始めまして、いずれはこういった協会というのも見据

えた格好で打ち合わせをしていかなければいけないというふうに認識をしてるところ

でございます。 

 以上です。 

 

○草場祥則議員 

 きのう、溝口議員が話されましたけど、白石町が持っているポテンシャルといいま

すか、今度道路ができて、それと文化財とか、こういうふうないろんな産物を結びつ

けたら、かなりの経済的にもまた伸びる余地があるんじゃないかなと、そういうふう

に思っております。今、町長がおっしゃいましたように、そういうふうな関係機関を

束ねた、観光協会と一足飛びに行かないでも、例えば農協の関係者の方、それから漁

業組合の、私は事務の方がいいと思うわけですね、そういうのを寄せて、そしてその

中に旅行業者も入れて、何かそういうふうな関係者の話し合う機関というものをつく

ったらと、そういうふうに思っております。 

 私、九重の夢のつり橋ですか、あそこをいつも思って、一番最初私行ったときに、

ここは１回見るぎ誰も行くもんかと思ったばってん、今は何回行ってもバスが何台も

来てると。よく考えたら、あそこはずっとルートになってるわけですね。あそこに寄

らんとほかにも行かれんというふうなことで、ですからそういうふうな開発の仕方で、
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福富に寄って何かせんと祐徳神社に行かれんとか、そういうふうなことで考えたら、

かなり交流人口は呼び込むことができるんじゃないかなと、そういうふうに思ってお

ります。産業課長、どうでしょうか。 

 

○赤坂隆義産業課長 

 今、事業者とか団体とか漁協会とか言われましたけど、まず話し合いからしていか

なければならないというふうに思っております。１つ、例えば物産所だけでもできま

せんし、いろいろな関係団体と話しながら今後進めていきたいというふうに思います。 

 

○草場祥則議員 

 ひとつ大いに頑張ってもらいたいと、そういうふうに思っております。 

 続きまして２項目めで、町施設の現状と今後の展望はということで質問させていた

だきたいと思います。 

 まず初めに、総合センター、ゆうあい館、ふれあい郷の経費といいますか、そうい

うふうなものをお教えください。 

 

○片渕克也企画財政課長 

 総合センター、ゆうあい館、ふれあい郷、３施設の年間の経費についてでございま

す。まず、総合センターの平成24年度の経費について4,270万円、これは管理のため

の人件費も含んでおります。25年度は4,718万6,000円となっております。また、ゆう

あい館については、24年度が7,050万円、25年度は7,403万円ということになっており

ます。25年度は、あそこの前の部分の舗装工事等をしております。次に、ふれあい郷

でございます。24年度は１億559万7,000円、25年度は１億593万2,000円となっており

ます。３施設とも、いずれも管理のための人件費を含んだ額でございます。 

 

○草場祥則議員 

 今、経費ということで説明をいただきましたけど、おおむね前年度と余り変わらな

いというようなことで推移をしてるように思います。ただ、補修費が出てきたときに

は、今言われましたようにふえてるわけでございます。 

 そういった中で、本町には旧町からの施設として大ホールを備えた施設が３カ所も

あるということで、合併前であればそれぞれの町として当然必要な施設であったと。

それが合併した今日、果たして同じような施設が３つも必要であるのかということで、

非常に疑問に思うわけでございます。新聞にも、若い女性の減少で、白石町も24年後

には人口が50.6％も減るというようなことで、自治体としての維持が困難になってい

くんじゃないかなと、そういうふうに書かれております。そういうふうな中で、この

状況を考えても、施設の数、維持方法に早急に具体的な対応が必要じゃないかなと、

そういうふうに思いますけど、こういうふうな施設について必要かどうかということ

で質問するわけでございます。 

 ただ、１つ、その前に、合併をする前に各町村にいろんな施設があったわけですね。

それが合併して不要になったといいますか、そういうふうになった場合、例えば国と
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して、それを処分するとかなんとかといった場合に何か補助とか、それからお金を国

から借っとったらそれを返さんでよかとか、そういうふうな決まり事といいますか、

そういうふうなものはあるわけですかね。あわせてお願いします。 

 

○片渕克也企画財政課長 

 先ほど議員が申されましたとおり、各施設とも旧町時代にはそれぞれ住民の皆さん

のニーズに基づいて、各種の計画を初め事業計画を立てて整備されたものであります。

それぞれの施設にはおのおの特色があります。図書館だとか、プール機能だとか、い

ろんな特色があります。それぞれの役割分担をしながら、住民の利便性向上のために

利用されております。これも一つの合併の効果と考えれば、合併の効果の一つである

というふうに思えると考えております。 

 しかし、同じような施設を何カ所も抱えていくことの不合理の面についても、議員

御指摘のとおりでございます。今、総務省のほうで、主に合併市町村における重複施

設の解体費用、これを地方債を充当してできるというふうな改正が行われております。

この制度は、短くても向こう10年以上を見込んで、市町村ごとにそれぞれ統廃合計画

というのを立てて、それに基づいて統廃合を行う場合に適債事業として認めるという

ふうな制度でございまして、28年度までに計画を策定した場合に地方債の充当事業と

して認めるというふうなものでございます。この制度を活用して今すぐどの施設をと

いうことは当面考えておりませんが、28年度までには統廃合計画というのを策定をし

ていきたいというように考えております。 

 また、補助金の返還の問題でございますけども、それぞれの施設については補助金

なり地方債なりが充当されております。近年は、例えば一番最近の例をとりますと、

白石町総合福祉センターを健康センターにかえましたというふうなことで、施設はそ

のまま残して目的を変えると、そういった場合は補助金の返還という必要が生じない

というふうなケースがございます。それぞれのケース、ケース、所管の省庁によって

もまた取り扱いは若干違いますけれども、おおむねそのような補助金返還の義務が免

れると。ただ、単に解体をする場合は、恐らく返還義務というのは生じてくるものか

なというふうに考えております。それと、地方債の残りが残っていた場合は繰上償還

というふうな措置もとっていかなければいけないのかなというのも考えております。 

 以上でございます。 

 

○草場祥則議員 

 そういうふうな施設は、そりゃあったほうが一番いいことで、ないよりもあったほ

うがいいというふうには思いますけど、私も文化的なものやけん余りお金の面でばか

り言われんというふうなことはわかります。私も文化的に、音楽も好きですし、絵画

も好きですし、何でも好きですけど、そういうふうなことで、文化施設やけんお金は

どがんでんよかとか、お金がかかってもしよんなかというふうな考え方じゃなくて、

今後はこういうふうな財政的にも厳しくなってくるわけでございますので、そういう

ふうなところをひとつ考えてやってほしいと、そういうふうに思います。 

 それで、ただ１つ私が不思議なのが有明の公民館ですね、有明の公民館は、私、自
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有館に移して、移されないというネックは、逆に言うたらネックは何があるんですか。 

 

○片渕克也企画財政課長 

 今、御承知のように、ふれあい郷は文化振興財団に指定管理者として委託して管理

をしております。公民館は社会教育法か何か、その法律はよく存じませんが、法律の

規定で公民館の事業を委託することはできないというふうになっていると。しかも、

調理室が必ず公民館については必置になってるというふうなことを伺ってるところで

す。 

 

○草場祥則議員 

 そこら辺は何とか知恵を絞って、あそこは事務局は自有館のほうにつくって、そう

いうふうなことで、そしてそこから面倒見るといいますか、そういうふうな方法を考

えられたらどうかなと思いますけど、何で有明の公民館だけあそこにあるのかなと。

福富の方はゆうあい館の中に、白石の方は総合センターの中にということで、そこら

辺、もう少し知恵を絞ってやってほしいと、そういうふうに思います。 

 せんだって、私も学生さんの奨学金といいますかね、育英資金ですかね、あれの会

議に出て、大学生で年間30万円、高校生で15万円というふうなことで、そういうのを

聞いたときに、こういうふうな施設とかなんとかなったら何億円とか何千万円の話と

いうのが出てくるわけですね。そういうふうなとこで、また今度のエアコンの話も出

ておりますけど、年間自有館で7,000万円ぐらい毎年かかってるというようなことを

考えたときに、もう少し何か方法があったら、そういうふうなところも回せるんじゃ

ないかなと。私、今単純に思って、そういうふうな切実に思うわけですね。本当に、

奨学金といいますか、そういうふうなものももっと広くいっぱいやったらというよう

な思いもありますけど、こういうふうなことを言っても始まりませんけど、私もそう

いうふうなところを不条理だなというふうな思いもしたわけでございます。そういう

ふうなところで、今後とも節減といいますか、そういうふうなものは努めていっても

らいたいと、そういうふうに思います。 

 また、３番目のふれあい郷の利用収入の推移は、また今後見込まれる大規模補修の

見込み額はということで質問しております。この前も文教厚生委員会で武雄市の図書

館を視察に行ったわけです。指定管理者の効果として、単に人件費が高く、労働条件

がある意味厳しい公務員が従事しないことで、人件費の削減や営業時間を長くすると

いうことができると。そして、企業として利益を上げる部分を併設するということで、

維持費の一部を賄えるというような考え方で始めてあるということで、私はここが、

この発想がないと、単に人件費部分のみを削減、つまり職員の所得を低く抑えること

で経費節減に終わってしまってるんじゃないかなと、そういうふうに思います。です

から、ひとつそういうふうなことで利用者を上げるというような知恵といいますか、

そういうふうなところを、考え方はどうでしょうか。 

 

○片渕克也企画財政課長 

 ふれあい郷の利用料でございます。平成24年度が2,294万3,000円、25年度が
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2,220万円、それ以前から比較しても、年々少しずつですが、利用料収入が落ち込ん

でいっているというのが現実であります。ふれあい郷の建設当時の目的と申しますか、

都市との交流あるいは中央の文化、こういったものを呼んで、田舎の町民の皆さんに

もそういう機会をつくろうというふうな、そういう趣旨でございました。理事長いら

っしゃいますけど、そういう面では、近年、そういった本来の趣旨どおりの運営がで

きてるのかなというのは、我々企画財政課、担当課でありまして、もう少し指導をし

ていかんといかんのかなというふうなところは思ってるところでございます。 

 以上です。 

 

○草場祥則議員 

 そのようなことでとにかく頑張ってほしいと、そういうふうに思います。この前、

大前研一さんの講演を聞きよって、ハウステンボスの話をされて、あそこはオランダ

を見せるということで売りでして、大前研一さんが言われたのは、今は誰でもオラン

ダに本物を見に行きよるて。そいけん、にせもんのあるハウステンボスに行くはずな

かというふうなことを倒産する前に言われておって、なるほどなと。今はみんな福岡

とかなんとか行くけん、そういうふうなところで、もう少し価値のある歌手を呼ぶな

ら呼ぶで、そんなやり方をしていただきたいと、そういうふうに思います。 

 それで、４番目のふれあい郷について、指定業者にした理由と効果は上がってるの

かというふうなことをお聞きいたします。 

 

○片渕克也企画財政課長 

 ふれあい郷を指定管理者にした理由についてでございます。行政運営の規制緩和の

観点ということから官から民への流れの中で、地方自治法第244条の規定が変更され

まして、議会の議決を経て指定管理者への管理運営を委ねることができるというふう

な改正になりました。そのことを踏まえて指定管理者制度として、白石町文化振興財

団を指定管理者とした次第でございます。 

 白石町文化振興財団を指定管理者とした理由でございますけれども、設立当初から

当該団体を、管理に大きな重点を置いて、町が出資して財団として設立したというふ

うな経緯もございます。そういった経緯で、合併以前から施設の管理等の面において

も、そのノウハウ等も十分に熟知しておられるというふうなことで、白石町文化振興

財団を指定管理者として第１回目の指定をしたわけです。第２回目も同じような理由

をもちまして、23年から27年までの５年間ですね、新たに契約をしたという次第でご

ざいます。 

 

○草場祥則議員 

 指定管理者の導入目的といいますか、民間の能力、またノウハウを導入することに

よってそういうふうな事業が活性化していくというふうな狙いもあると思いますです

ね。で、今の文化財団の方の努力というのも私も認めます。ただ、今後ある程度、最

後の質問にしておりますけど、事業としてそういうふうなものを考えていくようなこ

とも考えていくべきじゃないかなと。このままで本当にあそこは大丈夫やろかと。老
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朽化していって、後また大規模な補修工事も出てくると思います。そういうふうなこ

とを考えた場合、本当に真剣に考えて、今後の展望を考えるときに、経営能力のある

企業といいますか、企業というのは語弊があるかもわかりませんけど、そういうふう

な能力を持ってる方に指定管理をするというふうな方法も考えるべきじゃないかなと。

牛津はそうされておりますし、江北もある民間の方に、指定管理業者にさせてるとい

うことで、いろいろ聞いております。そういうふうなことで、もっと民間の能力のあ

る、今の方が能力がない、そんな意味じゃなくて、今後はそういうふうなことも考え

ていくべきじゃないかと思いますけど、副町長どうでしょうか。 

 

○杉原 忍副町長 

 白石町文化振興財団は、文化及びスポーツ活動の振興を図り、都市住民との交流を

行い、個性豊かな農村地域文化の創造に寄与することを目的として設立された団体で

あり、通常のプール、施設やホールの運営管理だけでなく、地域住民の健康増進事業

や各種用具の貸し出し、自主文化事業なども積極的に取り組んでいるというふうなこ

とでございます。そもそも文化振興財団、合併前の旧有明町において町が100％出資

の団体ということで設立されておりまして、その財団の運営そのものにも町として一

定の責任があるというふうに思っております。そういうことから、財団の運営、経理

につきましても、私、理事長でございますけども、会計管理者、それと企画財政課長

も役員として入っておりまして、公正性を担保してるというふうに感じております。 

 それと、平成23年度から管理協定を一部変更しまして、収支、利益については限度

額の範囲内で委託料を精算するということとしておりまして、こういったことから町

の出資団体というメリットも考えられるというふうに思っております。ただ、23年度

以降も限度額の引き上げということをしておりませんので、このところ燃料費の高騰

ですとか消費税が５％から８％に上がったというふうなことで、財団としては施設の

運営は大変厳しいものがあるというふうに思っております。 

 先ほど、江北の施設、牛津の施設のお話しされましたけども、平成24年度に総務省

が全国調査をした指定管理者の数で、指定管理者別では公共的団体が大体受託が４割、

財団とか社団さんが26％、株式会社さんが17％となっておりまして、民間公募とかし

てるのは、市町村の団体では大体全体の39％そういう公募の形をとってるというふう

にお伺いをしております。そういうことで、先ほど江北町、小城市さんされておりま

すけども、逆に指定管理者を直営に戻したというふうな施設も県内では出てきてるか

というふうにも聞いております。 

 いずれにいたしましても、財団の発足の経緯や町の責任も踏まえながら、他の自治

体の実態等も調査、検討して、次期の契約に反映させていきたいというふうに考えて

おります。 

 以上です。 

 

○草場祥則議員 

 非常に厳しい言い方かわかりませんけど、経費も大体7,000万円前後で推移してる

と、収入も2,000万円前後でですね。というふうなことで、町がかえってかんでるた
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めに、危機感といいますか、皆さんの意識の中にそういうふうなものがある、緩みと

いいますか、非常にきつい言葉ですけど、そういうふうなことがあるんじゃないかな

と私思います。ですから、ぜひともそういうふうなことを、ある程度の今後のことを

考えた上でやっていただかないと大変なことになるんじゃないかと思いますけど、町

長、一言、どうでしょうか。 

 

○田島健一町長 

 ふれあい郷の今後の展望ということでございますけども、この問題についてもこれ

までの議会でもいろんな方からの御質問等々もあってございます。先ほど、副町長も

最後に申し上げましたけれども、発足の経緯等々、町の責任もあろうかというふうに

も思います。そういうことから、次期の契約までのうちにはこの問題十分に検討して、

次期契約に反映させていきたいというふうに思います。 

 以上です。 

 

○草場祥則議員 

 質問終わります。 

 

○白武 悟議長 

 これで草場祥則議員の一般質問を終わります。 

 暫時休憩をいたします。 

14時15分 休憩 

14時30分 再開 

○白武 悟議長 

 会議を再開します。 

 次の通告者の発言を許します。西山清則議員。 

 

○西山清則議員 

 皆さんお疲れさまです。あと一時間程度頑張ってください。答弁が早ければ、早く

終わるかもわかりませんので、よろしくお願いします。 

 大きく３点通告しております。 

 まず１点目、環境整備についてですけども、第２線堤防と、その内側に隣接してい

る地沈水路との間はどこが管理しているのかということを通告しておりますけれども、

数年前から県は、有明海に面した白石町の堤防沿いに、農産物の塩害防止になるよう

にということで、ボランティアを募集して新明地区から随時植樹されていますけれど

も、いずれは白石、福富地区まで行われると思っております。いつになるかわかりま

せんが、早急に植樹されればと思っております。それで、六角川沿いには林源林太郎

の排水機場がありますけれども、その福富の林太郎搦、林源搦、大正搦がありますけ

れども、それから第２線堤防が朝日搦、大福搦、そして昭和搦、そして白石地区へと

続いていますが、その堤防はどこが管理しているのか伺いたいと思います。 
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○岩永康博建設課長 

 第２線堤防の管理者はどこかということにお答えします。 

 朝日搦については財務省になっておりまして、大福搦については農水省、それと昭

和搦については国土交通省、それと旧白石の貯水池から廻里江校区、新開までの区間

が財務省、それから廻里江校区と三番搦の相中が国土交通省になっておりまして、国

土交通省の延長が約４キロ、農水省の距離が同じく約４キロ、財務省が約６キロ、町

内に14キロの第２線堤防があります。 

 以上です。 

 

○西山清則議員 

 それと、大福１班の端のほうから東西の縦線があると思いますけれども、これはど

こが管理しているんでしょうか。 

 

○岩永康博建設課長 

 大福搦の東西の上に上がる堤防については、農水省になっております。 

 

○西山清則議員 

 それと、大福地区には地沈26号が南北にあって、その南側の端から東西に水路があ

ります。数年前、その水路を渡ってイノシシが田んぼ、田畑を荒らしていった経緯が

ありますけれども、その第２線堤防と水路の間の草木を除去していただいた経緯があ

ります。そのときはかなり、何日かかかっておりましたけれども、今は大きな木もあ

りませんし、草は生えておりますけれども、あと八平と昭和搦の間の第２線堤防と地

沈27号の斜面があります。大きな草木が生い茂っておりますけれども、今は緑一色で

見られないことはありませんが、それの草が枯れたときには見るに見られぬ光景であ

ります。そうした状況をどう思われるのか、またその除去はできないものか伺いたい

と思います。 

 

○岩永康博建設課長 

 第２線堤防の八平の雑草の除去はできないかという御質問ですけど、第２線堤防の

昭和搦と八平の境目にあります町道御大典搦交差点から町道田渕産業線までの区間で

延長が3,329メートルあります。それで、先ほど申しましたように所有者については

国土交通省で、管理者については武雄土木事務所となっております。現状について、

地盤沈下の水路から堤防上部の石垣まで約30メーターの斜面がありまして、樹齢数十

年の大木、センダンの木とかクスの木、イチョウの木、それとカイバカヅラ等の雑草

が生い茂っている状況です。 

 昨年行いました東六府方区の町長と語る会で、マイランド前の交差点について、堤

防からカヅラが生い茂って左に出れないと、それとか離合がしづらいという意見があ

りまして、管理者である武雄土木事務所に対策のお願いをしたところです。県では

早々に対策を検討されまして、今年度、堤防法面の伐開、除草工事を発注されると聞

いております。今後、現地測量と処理方法の検討がなされまして、単年度工事になる
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のか継続工事になるのかを決定をされるということになっております。 

 また、今議員がおっしゃっておるように、緑が生い茂って、環境とか景観の問題等

も、伐開すればですね、ありますので、その点については地元の関係者と調整を今後

図って事業を行う予定と聞いております。 

 以上です。 

 

○西山清則議員 

 お願いしたいと思います。あと、大福からの国営有明干拓、福富校区の入り口、第

２線堤防の入り口ですけども、あの辺は一部ブロック塀になっておりまして、その間

から木が生え上がってきたところがあります。そういった除去をされた後に、大福搦

からずっと昭和搦までですけども、そういったところにきれいになったところで桜の

木とかなんとかは植えることはできないのか伺いたいと思います。 

 

○嶋江政喜農村整備課長 

 伐開後の植栽等ができないかということでございます。２線堤については、建設課

長が申し上げましたように、農林水産省、国土交通省、財務局とそれぞれ管轄してお

りますが、町としては、これを多目的にというか、植栽目的で使うということでござ

いますので、多目的使用ということになると思います。ただ、２線堤を改築する、改

築といいますか、植栽をするに当たっては、どうしても本来の施設の目的、用途、防

災面からの位置づけですね、特に口蹄疫発生時には家畜の埋設予定地ということで指

定をされております。その関係上、埋設については口蹄疫発生から24時間以内に埋設

しなさいとなっておりますので、万が一、植栽をされたときに、処理をした後でない

と埋設ができないということもございます。そこら辺もございますので、植栽につい

ては、今後その管理者であられる県、当然国が所有ですので国、県、町も入れて、そ

こら辺は協議をしていかなくちゃならないかなということで考えております。 

 

○西山清則議員 

 きれいになればいいんですけれども、草がずっと、年に１回でもしていただいて、

少し草が生えなくなるかもわかりませんけども、これも年に二、三回やれば草が生え

なくなって、それで桜の木でも植えれば、またきれいになって、地域の人もある程度

お手伝いできる方もおられるかもわかりませんので、その辺を言っていただきたいな

と思います。 

 ２項目めの有明水路の両側の除草は何回ほど委託されてるのかということで通告し

てますけども、両側の除草は業者に委託されていると思いますけれども、年何回の契

約なのか伺いたいと思います。 

 

○嶋江政喜農村整備課長 

 有明水路の両側の除草は年何回かという御質問でございます。水路の全延長が約

10.2キロございます。大部分が国道444号と並行して走っているということで、町の

顔となっている面もございます。国の補助事業である基幹水利管理事業で１回、それ
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と町単独により１回、一応２回ということでしております。時期は、地元出身者の帰

町の折に多くの方が通行されるということから、１回目を盆前、２回目を11月中旬ご

ろまでにということで年２回行っております。 

 以上です。 

 

○西山清則議員 

 年２回ということですけれども、もう少し多目にやれば除草作業は少なくて済むの

かなと思っております。それで、あと444号線に面したところ、先ほど言われました

ようにですね、多くなっておりますけれども、そのところには木も生えて余り枯れた

とこありませんけれども、福富地区のなかよし公園から有明第１排水機場までの間、

水路沿いの木が枯れてなくなってるところが多く見られますけれども、そういうとこ

ろは補充されないのか、また補充される場合だったら水に強い木を植樹していただき

たいと思っておりますけど、その辺はいかがでしょうか。 

 

○嶋江政喜農村整備課長 

 有明水路沿いに植栽は、地元の造園業者に委託をいたしておりまして、年間管理を

やってるところでございます。その中で、現に枯れたりとか、そういうのがございま

す。それで、これ全体的な話なんですけど、平成25年２月に50本のソメイヨシノの苗

木を植えつけております。しかしながら、枯れ木や欠損箇所がまだあるということで

すけど、植生が悪いという場所は土質や地下水等の、議員おっしゃるようにですね、

何かしらの問題があるということで、それに強い木ということで、専門業者の意見も

聞きながら、その土地の条件に合った樹木の種類や病害虫に強い木々の選定もしなけ

ればならないかなということで考えております。ただし、費用の面も多額になるとい

うことがございますので、植えかえ等については今後検討させていただきたいと思い

ます。 

 

○西山清則議員 

 費用の面かかると言われておりますけれども、農地・水がありますけど、こういっ

たところは農地・水関係のそういったもので使用はされないわけですかね。農地・水

で、農地じゃないですけども、この辺は県とか国とかそういった面でありますので、

農地・水の関係で、そういった面で皆さん方に出ていってもらって作業してもらうと

か、そういうことはできないでしょうか。 

 

○嶋江政喜農村整備課長 

 有明水路の管理を農地・水でという御質問だと思います。有明水路については、国

営事業で整備をされておりまして、管理は町へ委託をされています。管理に係る経費

については、国30％、県が30％の補助を受けて今実施をしてるところでございます。

農地・水の活動にも、国が50％、県が25％の補助を受けておりまして、同一箇所に二

重の補助金が入った事業はできないと、エリアに入れることができないということに

なっておりますので、その点を考えると、国営事業でされたところに農地・水での活
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動範囲に含めるということはできないものと思います。 

 以上です。 

 

○西山清則議員 

 見た目によくなればいいと思いますので、そういった面、草はなるべく多く、年に

２回じゃなくて３回でも４回でもやっていただければなと思っております。結局、稲

佐を守る会の方が、あそこを自分たちのところは自分たちで、幾らかの補助はもらっ

ておられますけれども、年に五、六回やっておられますので、きれいにされておりま

す。ただ、委託された事業者は、自分たちの利益が上がらなければなかなかできない

ものだと思って、年に２回ほどしかやらないと思いますけども、できれば小まめにや

っていただきたいなと思っております。 

 次、パークゴルフ場についてですけども、これも何回でも言ってきておりますけれ

ども、その後の経過はどうなってるのかと通告しております。その中で、昨年の６月

議会の答弁では、新明分校跡地の現地を確認し、関係５課の課長、係長で会議を持ち、

協議したいと答弁されております。25年度に調査研究をさせていただきたいと言われ

ておりました。それに、12月議会では、庁舎内で何度か検討会を開き、いろんな方向

から話し合いをしている、要望書もいただいているので、いろんな面から将来的なこ

とを考え、検討させていただきたいと答弁されていますので、その後の経過はどうな

っているのか伺いたいと思います。 

 

○小川豊年生涯学習課長 

 まず、生涯学習課のほうからお答え申し上げます。 

 パークゴルフ場整備につきましては、これまでも生涯学習課内部で生涯スポーツ振

興の面から調査等を行っております。調査項目は、アンケート調査の実施、活用でき

る補助事業等がないかの調査、公益法人日本パークゴルフ協会への問い合わせ、県内

及び近県のパークゴルフ場への問い合わせ、その他利用者見込み数の予想等などでご

ざいます。 

 ゲートボールやグラウンドゴルフは、グラウンドや広場があればどこででもできる

競技でありまして、合併前から旧３町とも普及振興に努めてまいったところでござい

ます。ゲートボールは、現在、県民体育大会の採点種目として実施されております。

また、県のスポーツ・レクリエーション祭でもゲートボールやグラウンドゴルフが開

催され、町内からも参加をされており、種目協会の活動も活発で広く普及している状

況でございます。特に、グラウンドゴルフにつきましては、各公民館に用具をそろえ、

３地域で開催する公民館対抗の大会を初め、種目協会や地区の行事、あるいは町内各

種団体開催の大会等の中で盛んに行われている状況でございます。ほかにも、年代を

問わず町民の皆様が楽しめるニュースポーツと言われるスポーツ・レクリエーション

が数多くありまして、生涯学習課としても、スポーツ推進員の皆様と教室や講座を開

催しながら普及振興を図っており、このパークゴルフもそのうちの一つに上げられる

わけでございます。 

 パークゴルフは、ゲートボールやグラウンドゴルフの用具での兼用というふうなこ
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とはできません。また、芝を張った専用のコースが必要ということでございます。本

町には現在そうした施設がございません。パークゴルフの普及推進の手始めといたし

まして、平成25年度は、生涯学習課で毎年春と秋に参加者を募り、文化及びスポーツ

の講座を開いておりますけれども、その一つの講座といたしましてパークゴルフ講座

を開催をいたしました。富士町の神水川パークゴルフ場での講座でございましたけれ

ども、23名の参加があって大変好評であったということでございます。ことしも引き

続き計画をしているところでございます。 

 パークゴルフ場整備につきましては、町内関係課と協議、検討しているところでご

ざいますけれども、生涯学習課としましては現在のところ、スポーツ振興、住民の健

康増進の面から、近隣の施設を利用した普及推進を図り、パークゴルフの競技人口の

増加につなげていきたいというふうに考えております。 

 

○片渕克也企画財政課長 

 パークゴルフ場の建設については、つい前の５月23日にも庁内関係各課の会議を持

ったところでございます。先ほど生涯学習課長が申し上げましたが、その中で、競技

人口の増加を図る必要があるだろうというふうなことで、早速昨年から、ソフト面と

いいますか、競技の浸透を図るというふうな面で、今答弁あったとおりでございます。 

 施設の建設そのものについては、まだ若干お互いの各課の調整が整っていないとい

うのが現状であります。問題点として上げておるところとしては、将来見込みとか

云々は12月の答弁で申し上げたとおりでございますけれども、まずこれから人口減少

していくというふうな町の状況の中で、あったらいいという施設を果たして町民全体

の皆さんが理解していただけるのか、本当に必要な施設というふうな考え方が必要じ

ゃないのかというふうな意見もありました。それから、建設後の維持管理の面でござ

いますけれども、今の有明干拓記念公園、約二百五、六十万円、年間経費かかってお

りますけれども、むつごろうカントリークラブに照会をしましたところ、コースのラ

フのグリーン、それからフェアウエー、これ夏場におきましては２日に１回除草をし

ていると。そうしないと草だらけになってしまうと、雑草だらけになるというふうな

ことでございます。そういった状況の中で、かえって管理費等、適正な競技ができる

という環境をつくっていくためには管理費等相当要するんじゃないかなと。それに、

来場者、もちろん有料にするつもりでございますけども、入場者の入場料でどれだけ

ペイできるのかなというふうな面もございます。 

 まず、住民さんにどれだけ利用していただくのかなという考え方が第一でございま

すので、これからもソフト面での充実を図っていきたいというふうに考えております。

いずれにしましても、この問題については数年前から質問に上がっておりますので、

ことしの秋に予定しております地域財政計画のヒアリングの折に、どのような形で持

っていくのかというのは最終的に町長の判断を仰ぎたいという形でまとめていきたい

というふうに考えております。 

 以上でございます。 

 

○西山清則議員 
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 人口減でどうなるのかって、そういったことは必要ないと思います。交流をされま

すので、町内の方ばかりするわけじゃないので、人口減でつくったらどうなるのかで

はちょっとおかしいなと思っております。そしてあと、県内には武雄市の山内パーク

ゴルフ場、そして武雄市の高橋観察公園内パークゴルフ場、そして佐賀市の富士町、

神水川パークゴルフ場がありますけれども、新たに３世代でゴルフを楽しむというこ

とで、新聞にも載りましたけれども、佐賀市の兵庫北に夢の里兵庫パークゴルフ場が

オープンしております。近くに施設がありませんので、町内の方はそういった施設で

練習されております。また、大会もふえておりますけれども、先ほど23名が出席され

ましたと言われましたけども、会員の方もかなりの方がおられます。 

 そして、只江川沿いに先ほど言われましたむつごろうカントリーがありますね。そ

れとひだまり館もありまして、隣合わせにスポーツ公園としてパークゴルフ場をでき

たら、子供から大人まで、高齢者まで気楽に楽しめると思っております。最近、ゲー

トボールの人口が減ってグラウンドゴルフに向かわれていると言われております。ま

た、グラウンドゴルフをされる方がパークゴルフも一緒になって今されております。

生涯スポーツのコミュニティの場という面で、パークゴルフ場が必要じゃないかなと

思っております。パークゴルフをされている方は元気で楽しく行われていますけれど

も、企画課長はされたことがあるのか、またされているところを見たことがあるのか

伺いたいと思います。 

 

○片渕克也企画財政課長 

 実は、昨年、夏、９月やったですかね、質問の後に、当時の生涯学習課長の本山課

長と一緒に神水川の施設を見学に行ってまいりました。そのときは、支配人が直接、

施設の管理面も含めて詳しく説明をしていただきました。 

 以上です。 

 

○西山清則議員 

 管理とか費用が余計かかると言われましたけれども、年間、維持費で250万円から

260万円ぐらいかかってると思います。それを、それだけの維持費が要るならば、簡

単な施設ができると思います。あそこは、芝を、グリーンだけのところを少し平にし

てやれば、あとの普通のフェアウエーは中刈って、あとはそのまま伸び放題でいいの

で、簡単にできるはずなんですよ。それで、ゴルフと違って、その辺は２日に１遍刈

る必要はないんですよ。草もそんなに、ボールが全然違うし、ゴルフのような繊細な

スポーツじゃないのでですね。だから、みんなが楽しくされるスポーツというニュー

スポーツでありますので、そんなに金をかける必要はないと思いますので、だから前

回企画財政課長は公認コースとか何か言われておりましたけど、公認コースじゃなく

ていいんですよ。短いので15メーターのところもあるんですよね、ほかの施設を見れ

ばですね。長くても60メーターとか、そういった距離がずっとありますので、あそこ、

高橋のあれは18ホールありますけれども、全長で630メーターですもんね。ハーフで

355メーター、もう一つが275メーター、そういったふうに公認じゃなくてもできるは

ずなんですよ。だから、年間250万円ぐらい維持管理して使ってるならば、すぐでき
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るんじゃないかなと思いますが、その辺いかがでしょうか。 

 

○片渕克也企画財政課長 

 まず、公認という件につきましては、議員おっしゃるとおり、今庁舎内の関係課で

協議してるところでも、公認をとれば公認をとったなりの維持管理、それぞれいろん

な制約があるというふうなことで、公認についてはあえてとらんでもよかとではなか

ろうかというふうなところで今話をしてるところでございます。その後の維持管理の

話ですけれども、むつごろうカントリークラブのお話によれば、グリーンは当然のこ

とながら、フェアウエー、ラフも夏は２日に１遍刈らんぎ、今のゴルフ場の状況と私

が見に行ったときの夏の神水川のパークゴルフ場のフェアウエーといいますかね、そ

の状況はほとんど似たような状況かなと思っております、ゴルフ場のほうがフェアウ

エーは少し短く刈り込んでありますけども。そうしないと、ほかの雑草が生えてきて

しまったらどうしようもないというふうなことを伺っておりまして、大体そのくらい

のペースで草刈りが必要なのかなというふうな、実際の管理はあれですけども、参考

に考えているところであります。 

 以上です。 

 

○西山清則議員 

 アンケートをとられたということですけども、どういった内容でアンケートをとら

れたのか、そしてまたどういう方にアンケートをとられたのか、そしてまたパークゴ

ルフ協会の会員さんと話し合いをされたのか伺いたいと思います。 

 

○小川豊年生涯学習課長 

 アンケートをとったんですけれども、まずは平成25年10月28日に神水川で行いまし

た講座の参加者に対してアンケートをとっております。この場合は、講座にパークゴ

ルフをしたいということで参加された方へのアンケートでございます。このときのア

ンケートの結果につきましては、22名の方がアンケートに答えられまして、19名の方

がパークゴルフ場についてはつくってほしいというふうなことで、率にすれば86％と

いうことになります。それと、また別の機会に行ったアンケートが、これは食生活改

善グラウンドゴルフ大会というのが食改の大会の中であったんですけども、これと、

もう一つは白石地域グラウンドゴルフ大会のときのアンケートでして、79名と20名の

方からアンケートをとりまして、全体で99名の方に答えていただいております。これ

は、グラウンドゴルフの大会の後のアンケートでございまして、パークゴルフ場につ

いてぜひつくってほしい、つくってほしいと答えられた方が99名中42％ということで

ございました。 

 以上です。 

 

○西山清則議員 

 協会の方と話されたのかと。それと、42％だったということですけども、パークゴ

ルフを知っておられたのかどうかは聞かれたのか伺いたいと思います。 
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○小川豊年生涯学習課長 

 このアンケート結果について、協会の方と話をしておりません。それと、パークゴ

ルフを知っていますかということについては、99名のうち知っていると答えられた方

が45人ということで、約45％でございました。 

 

○西山清則議員 

 45名の方が知っておられて、そのうち42％ですね、99名のうち42％、知ってる方が

つくってほしい、知らない方は何もわからない点でアンケートを書かれたと思います。

それで、学校教育課長は前、生涯学習課長で長くおられましたけれども、実際にやっ

たことはあると思いますけども、どうだったでしょう、やられて、感想は。 

 

○本山隆也学校教育課長 

 以前、こういったパークゴルフの話題が出たときに、県内の近いところは当時山内

のユニバーシティーの民営といいますか、個人さんが運営するパークゴルフ場、現在、

武雄市山内の支所のちょっと北のほうに位置するところに行って、実際そのとき、行

ったときには、県内の県庁ＯＢの方とかサラリーマンの方が１日よかばいということ

でなさっておりました。そのときに、初めてではありましたけれども、スティックを、

やってんないということで握らせていただきまして、幾つか打たせていただきました。

グラウンドゴルフと違って、リングを通過して逃げていくんじゃなくて、そこは指定

されたホールがございますので、カップインすると爽快感といいますか、完結感みた

いなところは感じるところはありました。１日楽しく過ごされていらっしゃったのは

記憶するところでございます。 

 以上であります。 

 

○西山清則議員 

 パークゴルフをやったら楽しくなりますし、おもしろみがあって、人口はふえてく

ると思います。グラウンドゴルフよりもパークゴルフが楽しいとは私も思います。ゴ

ルフされてる方は特にそうじゃないかなと思っておりますけど、会計管理官はどう思

いますか。 

 

○岩永信秀会計管理者 

 済みません、官じゃございませんので。 

 実は、私、パークゴルフはやったことありません。ですから、そこについてはどう

こう言う意見を持ち合わせておりません。申しわけありません。 

 

○西山清則議員 

 高齢者も元気で長生きして健康づくりのためにも、早急にこれはやっていただきた

いなと思っております。年間250万円、あそこを利用されているのは年間何名おられ

るのかわかりませんけど、250万円かかってるわけですね。だから、早急に取りかか
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っていただきたいなと思っております。 

 ひだまり館の西側にもゲートボール場がありますけども、あそこは今利用されてい

ないわけですよね。だから、あそこからやればかなりコースができると思うんですよ。

その辺を考えれば早急に取りかかれるはずなんですけども、そういった気配が見えま

せんので、もっと積極的にやってほしいと思います。自分が行ってやって、そして楽

しければ、皆さんが楽しくなってくると思います。企画財政課長もゴルフはされてい

ると思いますので、ゴルフは楽しいと思います。グラウンドゴルフも楽しいんですよ。

パークゴルフも楽しいんですよ。だから、そういった気持ちになって積極的に早く取

りかかってほしいと思いますけど、その辺いかがでしょう。 

 

○片渕克也企画財政課長 

 早くというふうなことでございますけれども、一応ルールといいますか、計画にの

せて、やるにしても計画にのせて、住民の皆さんの理解、コンセンサスを得ながら進

めていかなければならないというふうに考えておりますので、その辺御理解をいただ

きたいと思います。 

 

○西山清則議員 

 私、パークゴルフ場は多分四、五年前から言ってると思うんですよね。私が一番初

めやったのは熊本でやった経過がありますけれども、本当にやろうと思えばすぐでき

るような感じもいたしますので、もっと積極的な考えを持って進んでほしいと思って

おります。これから考えるじゃなくて、すぐできるのかなと思っておりましたけれど

も、なかなか進みませんですね。町長の考えば聞いてみましょうかね。 

 

○田島健一町長 

 パークゴルフ場、いろんな視点からの質問をいただいております。パークゴルフに

ついての御質問も、西山議員からはこれまでも何回となくいただいております。昨年

の12月議会でもいただいておりまして、私も答弁をさせていただいております。私も、

昨年は11月30日に神水川のパークゴルフでプレーをいたしましたし、その後も、３月

だったかと思いますけども、兵庫でのパークゴルフも体験をいたしております。先ほ

どもアンケートでもあったように、パークゴルフを知った方はつくってほしいという

ような意見でございました。先ほど課長さんたちにも問い合わせはしていただきまし

たけども、課長さんたちもやったことある人はつくってほしいという意見ですけども、

やったことない方はコメントできないというような話で、やはりやってみらんといか

んと。 

 先ほど企画財政課長も答弁いたしましたけれども、まずもってソフトでそういった

人口をふやしていこうと、知った方をふやしていこうというのがまずは先決じゃない

かというような答弁をまず第１段階で差し上げたかというふうに思います。私は、先

ほどから西山議員もおっしゃるとおり、パークゴルフに限らないかもわかりませんけ

ども、パークゴルフをすることによって人との交流であるとか、親、子、孫、３世代

の交流であるとか、健康増進とか、いろんな面での効果はあろうかというふうにも思
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います。そういうことで、つくっていく方向ではございますけども、まだまだ内部で

議論を今させていただいております。今秋、ことしの秋までには結論を出していきた

いなと、いましばらくお待ちいただきたいなというふうに思っております。 

 とにかく、ありきじゃないですけれども、もっともっと機運が、町内からの機運、

後押しも欲しいなという気もいたします。一部の人たちだけのものやろもんと言われ

るのはつろうございますし、町民の皆さんから後押しをしていただくということが必

要かなというふうに思います。12月の議会でも、西山議員のほうから最後に、ひだま

り公園は人がほとんど利用していないひだまり公園じゃないかというようなことを言

われておりました。そういうことで、管理も大変というところもありますので、土地

の有効利用というところもございますので、総合的に判断をしていきたいなというふ

うに思ってるところでございます。 

 以上です。 

 

○西山清則議員 

 グラウンドゴルフとかゲートボール、ある程度の広さがあればすぐにでもできて広

がっていくと思いますけども、パークゴルフはゴルフ場がなければなかなかみんなが

取りかかることもできませんので、ふやすにも人を４つの会場に連れていかなければ

なかなかふえていけないと思います。いろんな方が交流をされてふえてくると思いま

すので、できれば１ホールでも２ホールでもやって、そしてやればふえてくるんじゃ

ないかなと思っております。18ホール一度につくらなくてもいいんですよね。９ホー

ルでもいいんですけども、そういった施設があればずっとふえていくと思いますので、

まず施設をつくっていただきたいなと思います。 

 ３点目の特産物の鳥獣被害について伺います。 

 町内の特産物といえば、米、麦、大豆、アスパラ、レンコン、タマネギ、イチゴ、

ノリなど多くのものがありますけれども、これまでに数名の議員から鳥獣被害対策に

ついて質問されたこともありますけれども、今までにどのようにとり行われたのか、

またその効果はどうであったか伺います。 

 

○赤坂隆義産業課長 

 特産物の鳥獣被害対策はどのようにとり行われているのかという質問でございます。

町では、職員と猟友会３名によります５人で白石町鳥獣被害対策実施隊を設置してお

ります。それで、年間を通して指定鳥獣の被害、出没調査等を行っております。また、

白石地区有害鳥獣等駆除対策協議会では、ＪＡさん、農業共済組合、佐賀県猟友会白

石支部、普及センターなどと関係団体の連携により、農作物の被害防止と軽減に努め

てるとこでございます。 

 鳥獣対策につきましては、国の鳥獣被害防止総合対策交付金の活用によりまして被

害防止の対策や、県のイノシシ等被害防止対策事業の活用、山間部では中山間地域等

直接支払制度の事業を利用いたしまして電気牧柵やワイヤーメッシュ柵で侵入を防い

だり、ハウス等には箱わなの設置、カラス捕獲わなの導入などの対策を行っておりま

す。干拓地につきましては、狩猟禁止地域になっておりますが、カモによるレンコン
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の食害がふえたため、２月と３月には猟友会の協力を得ましてカモの一斉防除を実施

したところでございます。このようなこともありまして、本年は全ての鳥獣を対象に、

全作物に係る被害防止対策目的に資材を購入された場合には、購入経費の２分の１以

内で上限を２万5,000円といたしまして助成する事業を町単独事業で設けたところで

もございます。 

 現在、捕獲従事者につきましても、町内でイノシシ等のけものの捕獲従事者登録数

は16名、鳥類捕獲従事者が12名となっております。しかし、免許保持者の減少、高齢

化により、捕獲の担い手の確保が困難な状況になることも事実であります。このため、

農家みずからによる免許の取得を推進するとともに、研修会開催への参加等を通して

地域ぐるみでの対策を進めていきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

 

○西山清則議員 

 いろいろ策を練ってやっておられますので、ありがたいことだと思っております。

鳥獣の中にもいろいろありますけども、先ほど言われたカモ、カラス、タヌキ、イノ

シシ、アナグマなどですね。近年では、水路等に亀がふえてきて、天気のいい日は甲

羅干しをしていますけれども、この亀はミシシッピアカミミガメがほとんどでありま

す。日本ではミドリガメとも言われておりますけれども、祭り等で夜、出店で小さな

ミドリガメを買って帰られておりますけども、育てられなくなって放置される方が多

くなって、そのままふえ続けています。その亀が、本町の特産物であるレンコンに被

害を及ぼしています。以前、県庁の周りの堀のハスが被害に遭ったものもこのミシシ

ッピアカミミガメでありまして、日本古来のクサガメとかニホンイシガメは被害は加

えてませんけれども、その日本の亀は少なくなってきております。それはなぜかとい

うと、この外来種であるミシシッピアカミミガメがクサガメやニホンイシガメの卵を

食べてしまうからであって、ふえ続けているミシシッピアカミミガメの対策はどうい

ったふうな対策を考えておられるのか伺いたいと思います。 

 

○赤坂隆義産業課長 

 レンコンの被害で亀の被害ということですけど、レンコンの今までの食害は、カモ

の被害はよく聞いてたんですけど、亀の被害というのは初めて聞いて、私もびっくり

してるとこです。済みません。持ち合わせておりません。 

 

○西山清則議員 

 これから多分ふえてくるんじゃないかなと。今はほとんど大きな水路にいますけど

も、大体大きくなれば30センチぐらいになる亀ですけども、今ほとんどかなり大きく

なったものが多く甲羅干しをしておりまして、それがレンコンの中に上がってきて葉

っぱを食べますわね。葉っぱを食べられたら、レンコンは大きくならないわけですよ。

だから、それを、いつ上がってくるかもわかりませんので、そういった対策が必要か

なと思っております。これから多分ふえてくる可能性ありますので、その辺をよく調

べていただいて、そういった対策も考えていただきたいなと思いますけど、その辺お
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願いしたいと思いますけど、いかがでしょう。 

 

○赤坂隆義産業課長 

 亀の食害については、私も初めて聞いたもので、今後、農協さん、また普及所さん

あたりと協議していきたいというふうに思います。 

 

○西山清則議員 

 その点、いろいろ対策も考えていただきたいなと思っております。 

 それじゃ、これで私の一般質問を終わりたいと思います。 

 

○白武 悟議長 

 これで西山清則議員の一般質問を終わります。 

 以上で本日の議事日程は終了いたしました。 

 あすは各自の議案審査日としております。 

 次の本会議は13日に議案審議を行います。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 

15時21分 散会 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
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